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携帯電話料金の値下げについて
政府の指導があっても、なかな
か安くなったという感じのない
のが、スマートフォン（スマホ）
を使用したときの「携帯電話料
金」
。何とか安くしたいと考えて
る方へ…今一度おさらい！

ここ 1～2 年前から聞くようになった「格安スマホ」
。最近やたらと CM や家電量販店などで見かけるようになったが実際ど
うなんだろ？すごく気になるけど今さら聞けない…どんなサービスなの？なぜ安いの？品質は？そのへんが気になって
色々調べてみました。
Q：格安スマホって何？

Q：安いから電話はつながりにくいの？

A：文字通り、NTT docomo，au，Softbank などの大手通信
キャリアで契約するよりも安いスマホのことです。

A：基本的に大手通信キャリアの設備を利用しているので
繋がりにくいと言う事はないようです。

Q：今までのスマホとどこが違うの？

Q：今までの電話番号は使えるの？

A：格安 SIM カードと対応するスマートフォンを自分で準
備して組み合わせて使います

A：もちろん MNP（モバイルナンバーポータビリティ）に
よる今までの電話番号のまま乗り換え可能です。

Q：格安 SIM って？

Q：今まで使っていたスマホでも使えるの？対応している
スマホは？

※1

A：大手通信キャリアではなく、MVNO 呼ばれる事業者が、
モバイル通信サービスを提供する SIM カードです。
格安 SIM にはデータ通信のみや通話機能付きのものが
あり、データ通信のみの料金は約 1,000 円、通話機能
を付けると約 2,000 円となり、オプションを追加して
いくと料金が上がる仕組みです。
また SIM カードには
nanoSIM, microSIM, 標準の
3 種類の形状があるので
注意が必要です。

Q：なぜ安いの？
A：通信設備をキャリアから借りているので、設備の管
理・保持の必要がないこと。もう一つは店舗や窓口ス
タッフを少なく抑えられるということです。そして、
通信形態（データ通信のみか通話を含むかなど）を使
用者の使い方で選べるということです。
Q：どこで買えるの？
A：MVNO には大手家電店,大手スーパー、ショッピングサ
イト、プロバイダーなど多くの企業から提供されてい
て、店舗やホームページなどさまざまな購入方法があ
ります。

A：使える機種と使えない機種があります。
MNVO の多くは NTT docomo の回線を借り受けており、
SIM ロック端末であっても NTT docomo のものであれ
ば利用できるケースが多いようです。2015 年 5 月 1
日から「SIM ロック解除が義務化」が始まり、大手通
信キャリアで購入した端末でも SIM ロ
ック解除の手続きをすれば MVNO で利用
できるようになりました。中には SIM
ロック解除をしなくても、そのまま
MVNO で利用できるスマートフォンもあ
ります。
念のため各 MVNO が公開している動作確
認機種一覧を確認してください。
それでも不安なら各 MVNO から SIM カードとセットで
購入することをおススメします。
Q：通話料金は高いの？
A： MVNO ごとに通話料金のパックや無料通話分の設定が
異なるので、自分に合った MVNO とプランを選べばそ
れほど高くはならないでしょう。
いかがでしたか？
興味があるかたは今の使い方を見直して、自分に一番合った
組み合わせを選んで使うと良いでしょう。最低契約期間など
の設定が有りますので、挑戦してみてはいかがでしょうか？

※1：MVNO とは「Mobile Virtual Network Operator（仮想移動体通信事業者）
」のことで、携帯電話回線などの無線通信基盤
を他の通信事業者から借り受け、独自のサービスを付加して提供する企業のこと。
その他
U-mobile，ASCII.jp HP 参照

SIM カードのイラストは「いらすとや（http://www.irasutoya.com/）
」で提供のものを使用
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マルボラのホームページ

マルボラからのご案内

→

マルボラの講座や手ほどきはすべて無料です。
場所は、情報プラザです。

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

「初心者のためのパソコン講座」と「パソコンの手ほどき」は、開催月の前月 1 日から電話で受け付けています。
電話予約の時に「マルボラのパソコン講座」
、
「マルボラの手ほどき」
パソコンの手ほどき
とお伝えください。一回ごとのお申し込みとなります。
申込後のキャンセルは、早めに連絡をして下さい。
日 時：毎週木曜日と土曜日の 10 時～12 時

定 員：木曜日 10 名、土曜日４名(４回まで)

≪申し込みは電話で、情報プラザへ≫

手ほどきは、希望する内容を受講希望者のレベルに合わせ
てマルボラが個別レッスンを行います。
また２～３名のグループレッスンも可能です。

：０４６-２２０-２７１１

初心者のためのパソコン講座

＊５回以上の受講希望者は、希望受講日の前日に電話申し込みをして下さ
い。定員に余裕がある場合は対応いたします。

日 時：毎週土曜日の 10 時～12 時
定 員：16 名 (何回でも受講できます)

木曜の実習教室（連続基礎講座）

これからパソコンを始めようと考えている方が、
基礎的な
操作方法を学ぶための講座です。

講座日程

８月

９月

10 月

文書作成
（応用）

(表の活用)

(名刺)

(文書の体裁)

６日

３日

１日

パソコンの基礎

―

10 日

８日

インターネット

20 日

17 日

15 日

(基礎)

(健康管理表)

(基礎)

27 日

24 日

22 日

表計算

※ ８月 13 日(土) はお休みです。
10 月 29 日(土) は一日講座です。

日 時：木曜日の 10 時～12 時（不定期）
定 員：６名 (開講日に連続して出席できる方)
市販のテキスト（受講者は最寄りの書店でテキストを購入
していただきます）を使用して、ワードやエクセルの基礎
をしっかり学びます。
＊内容と申し込み受付開始日は、ポスター等でお知らせ・
開講初日の 3 週間前を予定しています。

質問・相談コーナー
日 時：毎週土曜日の 10 時～12 時
予約は不要です。質問・相談など（15 分程度）がある
場合には、直接おいでください。

Windows10 アップグレード あれこれ…
Windows10 の無料アップグレードが 7 月 29 日で終了しました。
アップグレードした方もしなかった方も何か困ったことはあり
ませんか？
例えば、以下のようなことはありませんか？
・知らないうちにアップグレード してしまった。元に戻せないの？
→ アップグレードして 1 ヶ月以内なら元の Windows に戻せます。
・アップグレード しようと思っていたのに忘れてしまった。もうアップグレードできないの？
→ 一度もアップグレードしていない場合、有料となります。
・一度アップグレードしたあと元に戻しました。もうアップグレードできないの？
→ 無料でアップグレードできます。
・Edge で開けないサイトがあります。Internet Explorer はもう使えないの？
→ Edge も Internet Explorer も両方使えます。
・年賀状ソフトが開けなくなりました。
→ 年賀状ソフトのバージョンによっては、Windows10 では使えません。
・プリンターが使えなくなりました。
→ プリンターによっては、windows10 に対応したドライバーを
インストールすることで使えるようになります。
・画面が変わってしまい操作がよくわからない。
→ マルボラの手ほどきへどうぞ
こんなことでお困りのあなた。マルボラの手ほどきに来てください。これ以外のことでも相談に乗ることができます。
ノートパソコンの方は、持ってきてくださいね。

マルボラ会員募集中！ご興味のある方ならどなたでも OK

連絡はホームページからお願いします。
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