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はじめに

この本は「節約」をテーマにして、様々な視点からインターネットを活用していくという本です

。節約に役立つWebサイトやアプリケーションを紹介していきますので、是非この本を読んで、

役立てていただければ幸いです。



SKYDRIVEを使う

 

 

 

 

ＵＳＢメモリや有料オフィスソフトは要らない！

SkyDriveを使おう！
 
１　SkyDrive(Office Web Apps)とは？

　SkyDriveはオンラインストレージサービスの一つです。オンラインストレージサービスとは

、Web上に自分のファイルを置いておけるサービスのことです。つまり、（ネットが使える状況な

らば）いつでもデータの保存・使用ができるので、ＵＳＢメモリいらずとなる「ファイルの倉庫

」と言えるサービスのことです。

　ただ、オンラインストレージサービスはSkyDrive以外にもいくつかありますが、私がSkyDriveを

特にお勧めするのには理由があります。それは、Microsoft社の有料のオフィスソフトとほぼ同様

の機能があるという点です。SkyDriveはWordやExcel等のファイルをSkyDriveというファイル倉庫

に入れたまま編集することが出来ます。なお、こういった編集機能が付いたオンラインストレー

ジサービスは他にもありますが、このSkyDriveはMicrosoftが提供しているので互換性もばっち

りです。そして、もちろん基本使用料は無料。７ＧＢまでなら自由にファイルの管理が出来ます

。（2014年1月19日現在。）

　このファイルの保存機能、互換性完璧の文書編集機能、使用料無料の3本柱の揃った無敵のサー

ビス、あなたも使ってみてはいかがでしょうか？

 

 
 

２　SkyDriveを始めよう

　今回はWindows7ユーザー向けに解説いたします。他の環境の場合は手順や利用できる機能等が

異なる場合もあるので、適宜環境に応じて操作してください。

 

①    まずはSkyDriveにアクセス！

まずはSkyDriveにアクセスしましょう。

→https://skydrive.live.com/

 



 
 

MicroSoftアカウントを持っている人はサインイン。

持っていない人は、アカウントを作成しサインインしてください。

 

 
 

②    ファイルをアップロードしよう！

パソコンにあるファイルをSkyDriveにも保存してみましょう。

 

[アップロード]というところをクリックします。

 

 
 

　すると、ファイルの選択画面が出るので、アップロードするファイルを選択します。重いファ

イルでなければ、しばらくするとアップロードが完了し、SkyDriveにファイルが保存されます。

 



 

 

 
 

③    WordやExcelのファイルを作ってみよう！

SkyDriveでWordやExcelを使ってみましょう。今回は例としてExcelを使います。

左上の[作成]をクリック後、[Excel ブック]をクリックします。

 

 
 

　すると新しい画面が開き、Excelのワークシートの画面が現れます。操作方法はExcelのソフトと

ほぼ同様です。（一部使えない機能もあります。）

 

 
 

SUMやAVERAGE等のワークシート関数も利用できます。

 

 
 

３　最後に

　いかがでしょうか？ここにある利用法は、SkyDriveの機能の基本的なことしか触れていません。

この他にも、他人とファイルを共有できる機能やスマートフォンなどでも利用できる機能があり

ます。必要に応じてWebで検索し、使ってみてください！

 



本や音楽を楽しむ

本や音楽を無料で使おう！
 
この章では無料で利用できる小説、雑誌、音楽などを見ることができるサイトを紹介していきます。こういう娯楽に関す

るものは必ずしも生活に必要なものではないです。興味のない方も、もしかしたらいるかもしれません。しかし、最近で

はインターネットを利用して、こういうものが無料で閲覧できたりします。となると、やはり書店などで購入するよりも

節約になりますね。僕自身こういうサイトを知った後は、頻繁に利用するようになりました。それでは、いよいよ紹介

していきたいと思います。

著作権の問題でキャプチャして紹介できるサイトが少ないです。WebサイトのURLをその都度掲載しておりますので、気

になったサイトは是非お確かめください。

 

 

無料で本を読む。
無料で本を読む、インターネット上に公開されている本を電子書籍という風に言いますが、ここではそれを読むことがで

きるサイトを紹介していこうと思います。

 

・「青空文庫」(http://www.aozora.gr.jp/)

 

このホームページでは主に著作権が失効した本を集めて、テキストとして読めるようにしています。また、著作権が有効

な本でも、著者などの著作権の所有者に認められ、サイトに載せることが特別に認められた本なども掲載されています。

その本の数なんと、12000冊以上。太宰治などの有名な作家を中心に、様々な作家の作品が掲載されています。この際、

タイトルはよく聞くけど、読んだことがない…という本をあなたも探して読んでみてはいかがでしょうか？

 
収録作品数です。（青空文庫HPより）これだけの数があれば、きっと読みたかったタイトルも見つかるはず。

 

http://www.aozora.gr.jp/


 
このようなリストで、作家の著作が検索できます。このほかに作品名でも検索できます。

 



青空文庫の紹介ページです。様々な人の協力によって成り立っているようですね。皆さんも青空文庫を一度使ってみては

いかがでしょうか。

 

その他の無料で本を読むことができるサイト

・「BookLive!」 (http://booklive.jp/)

無料の本がたくさんあります。アプリをインストールして本を読むことができます。漫画、雑誌、小説などジャンル

は様々。PCだけでなくスマホでも読めます。無料アカウント登録が必要。

 

・「Fujisan.co.jp」(http://www.fujisan.co.jp/?link=header)

無料アカウント登録をすれば、2000冊程度の無料雑誌を読むことができます。

 

・「MAGASTORE」(https://www.magastore.jp/)

フリーの電子書籍が多数読めます。女性向けの雑誌が非常に多いです。数少ない女性向けの雑誌以外から、筆者が見つ

けたお気に入りの雑誌は、「マンスリーどうぶつえん」。アカウント登録は必要なし。

                                                                                                          

 

http://booklive.jp/
http://www.fujisan.co.jp/?link=header
https://www.magastore.jp/


 

フリーペーパーを検索する。
フリーペーパーとは、コンビニや書店などにおいてある、無料で情報を手に入れることのできる冊子です。アルバイトの

求人情報や、賃貸情報、または食べ物の美味しいお店などをこのフリーペーパーで検索するという人は結構多いのではな

いでしょうか。そんな人におすすめなのが、この「FREEPAPER NAVI」(http://www.freepapernavi.jp/)です。

掲載メディア数は1000誌弱ほどです。

エリア検索、カテゴリー検索、スケジュール検索と、3つの検索方法を使って検索することができます。フリーペーパー

の内容を確認することはFREEPAPER NAVIからは出来ませんが、冊子の名前から発行している会社のサイトに飛ぶと、電子

版を見ることができることがあります。また、各フリーペーパーのサイトには設置店が掲載されている場合が多いので

、そちらもご活用ください。

 

 

 

 

 

 

無料でBGMを利用する。
動画などを作りたいけど、挿入BGMをつくることは難しい…という方には大変便利な無料で楽曲を利用できるサイトを紹

介します。余談ですが、楽曲を作って投稿する側にもなれますよ。

 

・「DOVA-SYNDROME」(http://dova-s.jp/)

フリーBGM(音楽素材)1058曲を全て無料でダウンロードできるサイトです。動画やゲームなどを個人でつくられる方には

非常に便利なサイトです。それらの音源を扱った作品の商用利用もできます。用途に合わせて様々なカテゴリーでの検

索が可能です。

 

・「Hurt RECORD」(http://www.hurtrecord.com/)

このサイトは著作権フリーなBGM約300曲以上と、同じく著作権フリーなSE(サウンドエフェクト)約400ファイル以上を無

料で利用することができます。しかもどの楽曲も完全にオリジナルです。

 

・「MusMus」(http://musmus.main.jp/)

登録不要、音楽が無料でダウンロードできます オリジナル楽曲を何曲でも無料でダウンロードできます。

BGMとして無料でご使用いただけます

 

 

以上が私の紹介する節約に役立つサイトの数々です。どうでしょうか、参考になりましたか？インターネットには意外

と節約の助けになるサイトが多くあります。本、音楽共にお金で多くの量を買うと決して安くはないでしょう。もちろん

、価値は人それぞれで、紙の本でないとダメだという方も多くいらっしゃると思います。しかし、インターネットにはや

はり、インターネットの良さがあることを再確認出来たのではないでしょうか。無料、速い、かさばらないなどなど…　

この章で少しでもその利便性をお分かりいただけたなら幸いです。ここに挙げたサイトはあくまでも大手の例であり、他

にも同じような機能を持ったサイトはあります。それらをうまく活用して、どんどん節約をしてみてください。

http://www.freepapernavi.jp/
http://dova-s.jp/
http://musmus.main.jp/


コンビニのサイトを利用する

コンビニのサイトを利用しよう！
 
ここではコンビニのサイトについて紹介する

紹介するコンビニサイト一覧

・ファミリーマート

・ローソン

 

1. 1.  ファミリーマート　　http://www.family.co.jp/

トップページはこちら

 

 

このサイトでは

・どんな商品が買えるか

・今どんなキャンペーンを実施しているか

・アルバイトの採用情報

などの情報が入手できる

 

また、クーポンの入手やネットショッピングもできる

・ファミマパーク（クーポン）　　http://famima-park.com/

・ファミマ.com（オンラインショッピング）　　http://www.famima.com/shop/

・ファミマパークについて

トップページはこちら

 

http://www.family.co.jp/
http://famima-park.com/
http://www.famima.com/shop/


 

会員登録が必要である（年会費・入会金無料）

 

クーポンの入手は基本対価なしで入手できる

クーポンの例
 

などなど

またプレゼント応募もできるが、これにはファミコインと呼ばれるこのサイト独自のポイントが

必要になる

・ファミマコインの入手方法

１．入会時に１０枚

２．ログイン時に１枚

３．一日一回のゲームで１〜１０枚

４．誕生日に１０枚

５．友達を招待したら１０枚

 

プレゼント応募の例
 



などなど

・ファミマ.comについて

トップページはこちら

 

 

会員登録をしなくても商品の注文ができる

支払いは代金引き換えかクレジットカードかを選べる

ただし送料がかかる

 

会員登録した時の利点

・入会費・年会費は無料

・注文時の送料が、断然お得。ファミリーマート店頭受け取りなら送料・手数料が無料

・T-IDと連携すると、Ｔポイントを利用できる。

・会員限定価格でご購入いただける商品用意もあり。

・famima.comクーポンが利用できる。クーポンは注文状況等によりプレゼント。

・新商品やお得なセール・キャンペーン情報満載のメールマガジン「famima.comまとめ」にで

きる。

・買い物に便利なマイページで、お買い物履歴や配送状況を確認したり、お気に入りの商品を登

録できる。

・会員限定のキャンペーン、プレゼントなどお得なサービスを利用できる。

 

ファミマ.com限定の商品も多数あり



 

例

 

などなど

 

 

2.ローソン　　　　http://www.lawson.co.jp/

トップページはこちら

 

http://www.lawson.co.jp/


このサイトでは

・どんな商品が買えるか

・今どんなキャンペーンを実施しているか

・アルバイトの採用情報

などの情報が入手できる

また、クーポンの入手やネットショッピングもファミマと同様にできる

ただしクーポンの入手には“Ponta“と呼ばれるポイントカードが必要になる

・ローソンネットショッピングロッピーついて

トップページはこちら  http://loppi.jp/

 

ファミマ.comとの違い



・コンサートやスポーツのチケットが購入できる

・会員登録をしなかった場合、商品の代金はクレジットカード払いのみになる

 



 
  

サンプル百貨店

サンプル百貨店
 

                                   
 
 

この章では節約のために無料でサンプル品を手に入れたり、サンプル品のため安く手に入れられ

るサイトのサンプル百貨店について紹介したいと思います。

 
 １．サンプル百貨店とは

２．サンプル百貨店の登録方法

３．サンプラーの増やし方

４．サンプル百貨店Q&A
 
  

１．サンプル百貨店とは

 
 

 
 

サンプル百貨店＜http://www.3ple.jp/＞
 

 

サンプル百貨店は、一般的なインターネット通販サイト、懸賞サイトとは異なり、企業よりご提

供いただくサンプル品、試供品、お試しセットやトライアルセット、そしてサンプル百貨店会員

http://www.3ple.jp/


様限定商品などを “興味がある” “試してみたい” という方にお届けし、試していただいたみ

なさまのご意見・ご感想を、消費者の生の声として 企業に届けるサイトです。 　
商品開発・改善を手がける企業にとって、あなたのご意見・ご感想は本当に貴重な声となり

ます。 時には、イベントで実際に企業の商品開発担当者の方と直接コミュニケーションがとれた

りすることもでき、 その他にもサンプル百貨店からのお勧め情報もお届けでできます！　

登録は無料です。ぜひご活用ください。
 

 

２．サンプル百貨店の登録方法

 

上の図のように上側の新規会員登録をクリックしてもらうと、したの図のような画面に変わり

ます。YahooIDお持ちの方はメールアドレス入力はなく、会員登録情報の入力にいきます。

 



 
  

 
  

ここでメールアドレスを入力してもらい、ご利用規約を読んでいただき、「同意して登録する」

をクリックしてもらうと、入力したメールアドレスにサンプル百貨店から本登録URLが送られて

きます。その本登録URLから入ってもらうと会員登録情報の入力へとびます。

 

 
会員登録情報で必要事項をいれてもらい、入力内容の確認をしたあとに、登録完了となります。

 

３．サンプラーの増やし方

　サンプル百貨店では、抽選・先着の無料サンプルはサンプラーがないと応募ができません。そ

のため、サンプラーを増やす必要があります。



 
  

 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

図のようにサンプラーを増やす方法はいろいろとあります。

アンケートに答えたら毎日のログインでサンプラーを増やしたりするのが手軽だとおもいます。

 
 
 

自分のマイページにいくと、アンケートがあることがあるので、それをやってサンプラーを増や

すことができます。

 



 
  

 
  

 
 
 

 

サンプル品なので通常よりだいぶ安く、買って試してみて、どうだったか投稿してサンプラーを

増やしてみるのもいいと思います。

 
 

４．サンプル百貨店Q&A
 

 
サンプル百貨店にはQ&Aがあり、たいてい疑問におもってことがあれば、ここをみれば解決する

とおもいます。

 
 
 
 
 
 



懸賞サイトを使う

懸賞サイトを使ってみよう！
 
①  懸賞とは？

　懸賞とは、アンケートに答えたり、川柳を考えたりして応募するだけで、賞金や豪華賞品が当た

るかもしれないという、とてもお得な節約術です！

「お金がほしいなあ」

「ラクして儲けられないかなあ」

「忙しくてあまりバイトができない！」

という悩める大学生にぴったりですよね。今回は、その懸賞を手軽にできる懸賞サイトを紹介し

ます！

 

 

②  懸賞の基本的な流れ

１…好きな懸賞サイトにアクセス！

　　懸賞サイトはたくさん存在し、それぞれ懸賞のジャンルや検索のやり方がちがいます。一つ

のサイトに絞るもよし、複数のサイトから当たりを見つけるもよしです。

　　複数のサイトをブックマークに保存しておけば、簡単にたくさんアクセスできますね！

２…好きな懸賞を選ぶ！

　　一言で懸賞といっても、たくさん種類があります。

・コンテストに応募する

　・アンケートに答えて応募する

　・会員登録して応募する

　・商品を購入して応募する

　　　　　：

　　手軽そうなものを選ぶとよいでしょう。

３…八百万の神に祈りを捧げ、全身全霊で結果を待つ！

　　日ごろからいい行いを心がけましょう。

頑張るあなたに、神はきっと微笑んでくれます。

 

 

 

 

 

③  懸賞のコツ

１…とにかく応募しまくる

　　実際のところ、懸賞はなかなか当たりません。数あるサイトから、毎日何万人もの人が全国

から応募しているので、倍率が高いのです。

　　なので、数撃ちゃ当たる戦法で、当選確率を上げましょう！

２…“マイナー”を狙う

　　有名企業などが行っている懸賞では、どうしても応募している母数が多くなり、必然的に当

選確率は低くなってしまいます。

　　地元企業が行っているものなど、マイナーなものを狙って、当選確率を上げることが出来



　　地元企業が行っているものなど、マイナーなものを狙って、当選確率を上げることが出来

ます！

 

 

④  懸賞で注意すること

１…個人情報の漏えい

　　懸賞サイトには、必ず応募した個人データの取り扱いに関して注意書きがあるはずです。当

選者決定後には破棄するとあれば破棄するでしょうし、ダイレクトメールとして情報を伝えてい

くとあれば個人データは残ることになります。

それなりに知名度のある企業であれば自社商品のＤＭにしか活用しないと考えられますが、知名

度の低い広告代理店が懸賞企画側になっている場合は、初めから個人データを売買用に収集して

いる可能性もあります！！！

数多くの懸賞サイトに応募していく中では、つい知らずに個人データの流用を考えている懸賞企

画に応募してしまうことも無いとは言えません。このような悪徳企画に騙されないように注意し

ましょう！

では、こんな情報を聞いてくるところはあやしい、という例を挙げて道と思います。

・最終学歴

　最終学歴については、通常の懸賞でそこまで尋ねてくるのは不自然ですよね！

・勤務先、通学先

　勤務先、通学先まで具体的にたずねてくる場合も同様です。通常のアンケートでも業種か職種

どまりのはずです。

・生年月日

　生年月日は当たり前のような感覚がありますが、本来年令という項目を設ければそれで済むは

ずなのです。

それをあえて生年月日を尋ねるところに、他の利用目的があると考えられます。

・家族構成、家族の生年月日

　家族構成とその氏名年令まで尋ねてくるのも、利用目的が他にあることが見え見えのケース

です。

　・独身かどうか

　独身か否かを尋ねてくるケースについても、データがその他の企業に流用されるケースがあり

ます。例えば独身者をターゲットとする、様々なサービスを行なう企業にデータが流れる可能性

が透けて見えてきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

２…迷惑メールに注意

　　懸賞に応募する画面に、

　「当社からのお知らせを受け取りますか？」

　　というようなチェック欄があると思います。

　　ふつう、このチェックは最初ついてあるので、このチェックを外し忘れると毎日メールが送

られてくる場合があります。

　　懸賞サイトに応募するとき専用のメールアドレスを用意するなどして対策しましょう！

　　

 

⑤  おすすめのサイト



　おすすめのサイトを紹介します！

１…チャンスイット（http://www.chance.com/）

 

＜特徴＞

・会員登録をしたり、アンケートに答えたりして応募する懸賞が多い

・サイトの規模が大きく、たくさんの懸賞を見ることが出来る

・懸賞だけでなく、このサイト独自のアンケートに答えたり、モニターになることでポイントを

ためることもできる

 

チャンスイットは会員登録が必要だが、登録するとたくさんの懸賞を見つけられるだけでなく、

様々なサービスを利用することでポイントも貯めることが出来る、とてもお得なサイトなのだ。

ただ、会員登録するとチャンスイット自体から毎日メールが来るのであしからず。

http://www.chance.com/


↑規模の大きいサイトのため、検索システムが充実している

 
 
↑ゲームをしたりアンケートに答えたりしてポイントをためられる

 

２…公募ガイド（http://www.koubo.co.jp/）

 

http://www.koubo.co.jp/


＜特徴＞

・懸賞のなかでも、コンテスト専門である

・俳句や川柳、標語などを考えて応募するので、得意な人にはうってつけ

・コンテスト目的なのでDMが送られてきにくい

このサイトはコンテストタイプの懸賞を主に扱っているので、無駄な個人情報を業者に知られる

ことも少なく、しかも一攫千金が狙えるものが多いです。文系の人の得意な分野が多いと思い

ます！

 

↑サイトが出版している本も販売されています

⑥  さいごに



いかがでしたか？いくらか懸賞に興味を持っていただけたかと思います。

上手に懸賞を活用して、賢い節約ライフを送りましょう！！！　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 



おわりに

どうでしょうか？もう全部知っていたという方は節約マスターです。知らなかったという方もこ

れを機に節約マスターを目指してみてはいかがでしょうか。この本に記載した節約のためのイ

ンターネット活用術以外にも、様々なインターネット活用方法があります。この本を読んでく

ださった皆様がこれを機に、インターネットをもっと便利に使用し、様々な節約に役立ててくだ

さるとたいへんうれしく思います。

 
実践PC入門　グループ２一同


