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通信費削減のススメ

高橋 務

最近、市民権を得た感のあるスマホですが、変えてはみたものの「こんなに月々が高い

のか ?Jと思っている方も少なくは無いかと思います。大手 3社は横並びの価格で 「どこ

も同じ」と諦めていませんか?

2015年からは S1 Mロック解除も義務化となり、格安スマホなど格安航空LCC同様、

既に利用者が自分に合った契約を選ぶ事が出来る状況に変化しています。4，000円/月の

削減で家族 4人ならば年間 192，000円の削減。 2年契約の場合、トータル約 400，000円

もの削減となり法人契約ならばこれらの比ではありません。エリアやサービス内容が変わ

らなくなった昨今、高いだけのケータイを使い続けるのは勿体ないですよ!日経の記事を

ご紹介致しますので一読下さし、

みどりと自然を大切に
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《目指すは月 5，000円未満、スマホ料金はここまで削れる》

多くの人が 「家計に対する大きな負担」と、不満に感じているスマートフォン(スマホ)

の料金。まずは料金の仕組みをきっちり理解して、節約のポイントを見極められるように

なろう。スマホの毎月の固定料金は 6，000 --8， 000円のケースが多いが、目指すは 「月

5， 000円未満」だ。

スマホにかかる月額料金の構造を整理すると、まずは 「固定費」。スマホをインターネッ

トに接続して使ううえで、 「基本料Jiネット接続料Jiパケット定額料Jの3つは避けて

通れない項目だ。携帯電話会社やプランによって異なるが、 3項目を足すとスマホの固定

料金は 7，000円程度になる。

2つめは、日々のスマホ利用に関わる料金。音声通話にかかった 「通話料」や、留守番

電話やアプリ使い放題パックなどの 「オプション料金」のことだ。これは利用者の使い方

によって大きく変わる要素で、いずれも削減可能だ。

.カギを握る本体購入法

3つめは、スマホ本体(端末)の購入に関わる料金。実はここがスマホの毎月の料金を大

きく左右する重要ポイントとなっている。一見、 「一括」で買うか「分割」で買うかくら

いの違いしかなさそうだが、 「月々サポート J(NTTドコモのサービス名称)という端末

の割引制度があり、それによって安くもなれば高くもなる。

日経PC 21誌が 2013年春に実施したスマホの月額利用料(通信料含む)に関するアンケー

ト調査では、月々のスマホの利用料が 5，000円未満と安い人が約 15%と少なからずいた。

「さっき 『固定費が 7，000円程度』と書いたのに、月額 5，000円未満なんておかしいじゃ

ないか」と思う人もいるだろう。そのトリックを解くカギが、この割引制度にある。

スマホ本体の価格は、 「現金販売価格」の欄を見ればよい。スマホは高価で、たいてい

6万--8万円ほどする。一括で貰う なら、契約時にこれをまとめて支払う。一括払いが厳

しい人は、 2年間の分割払い(割賦)を利用すればよし1。毎月払う金額が、 「分割支払金(

24カ月)欄に書かれている。これは一括払いの金額を単純に 24で割った額で、金利など

もかからない。

分割支払金の右の 「月々サポート最大割引額」欄に書かれているのが、前述した端末価

格の割引だ。端末価格の分割払いの負担を抑えるために用意した制度で、 2年にわたって

スマホの料金が割り号|かれる。 「企 7万 8，120円」と書かれているのは 2年間の総額で、

その下にある 「企3，255円/月」が毎月の値引額だ。

.MNPは節約効果が大

月々サポートの額は、 「他社からの乗り換え(MNP)J i新規契約Ji機種変更」で異な

り、 MNPの場合の割引額が大きい。 MNPとは、電話番号を維持して、他社から乗り換

える方法のこと。各携帯電話会社は、自社に移ってくれる人に大盤振る舞いをしているの



だ。

MNPで他社からソフトパンクに移るという前提で、最新のスマホを一括払いと分割払

いしたときの月額料金を比べてみよう。一括で買うと毎月の分割代が要らず、月々サポー

ト割引は適用されるため大幅に安い。

一括払いのは， 825円」はあくまでも最低維持費なので、実際にはこれに通話料やオプ

ション料が加算される。とはいえ、それらを安めに抑えられれば、月 5，000円未満の運

用も可能になる。さらに、ショップによっては、 MNPで移った人を対象に現金や商品券

でキャッシュパックを実施する場合もある。

第 4のキャリアとなるワイモパイルならばMNPで本体代金や通話料金を含めて月

2， 980円と破格だ。

.メールアドレスは引き継げず

こう書くとMNPはいいことずくめに思えるが、もちろんデメリ ッ卜もある。 MNPで

は、電話番号はヲ|き継げるが、携帯電話会社のメールアドレスは51き継げない。元の携帯

電話会社で割引を受けている場合も、当然引き継げない。また、月々サポートを受けるに

は条件がある。 NTTドコモとauは、パケット定額プランへの加入が必要だ。月々 サポー

トの額は、端末により異なる。携帯電話会社はこの額を変えることで、端末の売れ筋を誘

導しているのだ。機種によっては、月々サポートの額が、端末の分割代金より大きくなる

こともある。この場合は、その差額が利用料金からヲ!かれる。

家電量販屈などでスマホを購入する際は、購入時の頭金を値目|く代わりに、有料オプショ

ンへの加入を勧められるケースがある。激安ショップでは、 20個などの大量のオプショ

ン加入を前提に、大幅に端末代を値引 くこともある。こうした場合は、加入したらできる

だけ早く解約するとよい(即解約しでも 1カ月分の料金はかかる場合がある。また、 2カ

月など最低利用月数を指定される場合もある)。

圃まずはMNP、ダメな ら通話見直し

今の料金体系は閉じ携帯電話会社の端末を長く使い続ける人より、 MNPを使って携帯

電話会社を変えていく人に有利になっている。このため、携帯メールのアドレスが変わっ

ても問題ない人は、 MNPを検討したい。

MNPが難しい人は、抜本的な料金プランの変更は難しいので、音声通話やオプション

を見直そう。電話番号も変わってもいいという人や、スマホでは通話しないという人なら

「格安S1 MJという第 3の方法も取れる。月額 980円の激安運用も可能だ。

〔日経PC 21特別編集『通信料金まだまだ下がる!Jを基に再構成〕
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アリフ ・タ ミア ・ト リアンディニさん

4.来訪ロータ リアン

(伊予三島RC)

(今治RC)

5.当日出席率

6.前々回補足修正率

(メイクアップ)

山 川 会員

(11/ 7 伊予三島RC)

西岡 孟様

村上修三 様

83. 02 % 

94. 34 % 

しますり

佐々木…①本臼、インドネシアの米山奨学

生 「アリフ ・タミア ・トリアンディ

ニ」さんに 『インドネシアと日本

の文化の違うところ』という演題

で卓話をして戴けます。遠路あり

がとうございます。

②11月 16日(日)五明院さんの

「秘仏御関根法要」に宮内幹事と

参列させて戴きました。記念コン

サートでは、東儀秀樹氏のまるで

宇宙から降り注いでくる様な素晴

らしい雅楽器(笠 ・皇室葉 ・龍笛)に

よる幻想的な音楽を拝聴すること

ができました。ありがとうござい

ました。

宮内哲…日曜日、土肥会員五明院さんの

秘仏御開i脹にお招きいただきまし

た。大変おだやかなお顔の仏様で

した。ありがとうございました。

合掌。

赤 松…Hテーフ'ル全員出席の快挙です。

加えて、中国銀行川之江支宿新

築 12月 22日開)決定しました。

石村浩…錦鯉専門誌 「鱗光J(りんこう)の

11月号と 12月号に三好養魚場さ

んのサウジ紀行文に私の写真を計

40枚程使って戴きま した。普段

「こんなものまで撮って」 と言わ

れていましたが、役に立つ時もあ

りました。

井上白…米山奨学生 アリフ ・タミア ・ト

リアンディニさん、ょうこそ川之

江RCへ。本日は卓話宜しくお願

い致します。

石原…11 月 1 4 日 ~ 17日まで、杉浦会

員のカンボジア工場へ研修見学に

行ってきました。アンコールワッ

トへも足をのばし、素晴らしい景

色を堪能しました。矢野会員には

ドル、ノぜーツとお金の苦労大変で

した。感謝いたします。

土 ijE...日曜日の御開帳法要は天候にも恵

まれ、無魔成満いたしました。東

儀さんのコンサートも好評で、そ

の模様は 11月 23日(日)18 : 30よ

りFM愛媛で onauされます。

会長幹事さんをはじめ皆様にご参

会長の時間

・11/25 ガパナー補佐来訪クラブ協議会に

ついて

・ご令嬢結婚祝 宇高光重会員

委員長の時間

・出席報告 出席委員長高原達也 会員

会務報告

1. 新居浜南ロ ータリークラブ

12月 9日附夜間例会(年末家族会)

23日(刈休 会(天皇誕生日)

30日例特別休会

* 12月 9日ωのみ、メーキャップ受付して

おります。(リーガ新居浜 2Fクラブ事務

局にて)

2.国際ロータリー第 2670地区

『ジャパン・ロータリーデ-n in東京』

のご案内

*皆様のレターケースへご案内文書をお配り

しております。出席を希望される方は、当

クラブ事務局までご連絡下さい。

3. ハイライト米山 176号

4. 2014年 11月 近隣クラブ例会のお知ら

せ(出席委員会)

ニコニコニュース

*今治RC 村上修三様より、ニコニコ頂戴

いたしました。 「米山奨学会のご支援お願い



拝いただき、ありがとうございま

しfこ。

一 谷…ゴルフのニギリ友の井:}l1均様がお

隠れになり、哀悼の意を表します。

本日朝 7: 30、ネムの木入口の

気温 9
0

C、土の中 22
0

Cでした。

山 }I卜・・① 10月末、インド・デリーとア

グラのタージマ・ハールを見てき

ました。カルチャーショックを受

けましfこ。

② 11月 4日、帝国ホテルで中村

修二 ノーベル賞・文化勲章祝賀

ノfーティーに梅錦を寄贈しました。

ノfーティーに招待されました。

卓話(米山記念奨学委員

井上由文会員担当)

「インドネシアと日本文化の違うところJ
アリフ・タミア・トリアンディニさん

【定例理事会報告】

①次年度米山奨学生の受入について

(受入期間 2015 年 4 月~2016年 3月(予定))

→ 承認

②次週 ガパナー補佐来訪クラブ協議会

スケジュー jレ確認

近隣RCの例会日

11月 27日(樹新居浜RC
(リーガ新居浜)

11月 27日同観音寺RC
(観音寺商工会議所)

11月 28日倹)伊予三島RC
(三島商工会館 4F) 

12月 2日(刈 新居浜南RC
(リ ーガ新居浜)

12月2日(刈 観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

例会プログラム

12月 2日(必

会長担当

クラブ年次総会

次年度役員選出
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