最新サービスで賢くショッピング

ネット通販 完全ガイド

自宅でも出先でも、手軽に買い物ができる「ネット通販」
。
ただ、普通に検索して商品を購入していませんか？

膨大な商品の中からお得な商品を効率よく探すにはコツがあります。

・サービス内容や価格は 2017年11月15日現在、編集
部調べの情報です。

また、ネット通販は「タイムセール」
「即日配送」などのサービスが充実しており、・本誌発行後、サービス、製品の料金・価格や仕様など
各種サービスを活用すれば、さらに快適に商品を購入可能。
本特集では、ネット通販を 快適 かつ お得 に使う方法を紹介します。

Part.3

P.20 〜

Amazon

Rakuten

Yodobashi

0mni7

が事前の通知なしに変更されたり、提供・販売が中止
されたりすることがあります。
・AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com,Inc.
またはその関連会社の商標です。

Part.1

プロがお得なポイントを解説！

P.12 〜

より手早く！ より安く！ 商品を購入したい！

Amazon のお得な活用法

ネット通販で買いたい
高コスパな逸品

ネット通販をするなら、普通に買い物をしては損です。ネット通
販のコツを押さえ、商品をよりお得に購入しましょう。Part.1 で
は Amazon のお得な活用法を紹介します。

ネット通販なら近所のお店では手に入りにくいアイテム
も購入可能。家電やグルメに精通するプロがネット通販
で買いたい高コスパなアイテムの特長を紹介します。

キーワード指定で商品を絞り込む！
最大割引率指定で割引商品を探す！
タイムセールで割引商品を買う！
プライム会員ならお急ぎ便が無料！

クオリティの高い日用品や
生活雑貨が格安で手に入る

定期おトク便で最大10％OFF！

有名店の看板メニューも
ネット通販でお取り寄せ可能

ネット通販の
各種サービスを活用して
手早く安く購入！

家電や日用品はもちろん︑食品

やグルメなどに至るまで︑さまざ

が﹁ネット通販﹂の魅力︒自宅や

ま な 商 品 を お取 り 寄 せで き るの

出先でも買い物を楽しめるので︑

利用している人も多いでしょう︒

ただ︑商品検索に時間がかかった

り︑定価のまま購入したりしてい

ませんか？ ネット通販のサービ

スの特長を押さえておけば︑より

膨大な商品点数を誇る通販サ

手早く︑より安く購入できます︒

イト﹁アマゾン﹂には︑ネット通

販が〝快適〟かつ〝お得〟に活用

割引率を﹁ ％﹂と指定してお得

できるサービスが豊富︒例えば︑

な 商 品 を 検 索 し た り︑
﹁タイム

セール﹂で期間限定の割引商品を

ここではアマゾンを中心に︑主

チェックしたりできます︒

紹介︒初めてネット通販をする人

なネット通販のサービスの特長を

なら︑下記を参照してアマゾンア

う︒また︑近所のお店では手に入

カ ウ ン ト の 作 成 か ら 始 め ま しょ

りにくいネット通販ならではの商

品も紹介︒これを参考にネット通

してみましょう︒

販でさまざまなお買い得品を購入
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パソコンやインターネットを
快適にするアイテムも豊富

Part.2

P.18 〜

特徴的なネット通販がほかにもある！

そのほかの人気ネット通販
Amazon 以外にも個性豊かなネット通販サイトはたくさんあり
ます。Part.2 ではヨドバシ.com、楽天市場、オムニ 7 の３つのサ
イトの特徴と役立つサービスを紹介します。

ヨドバシ.comなら
リアル店舗で商品を受け取れる！
楽天市場なら
還元率の高いサービスが豊富！
オムニ7なら
コンビニ限定の人気商品も購入できる！

ネット通販を始めるには、サイトを使うためのアカウントの作成が必須。

Amazon を例にアカウント作成から商品の購入、支払いまでの流れを紹介します。

Amazonアカウント作成から注文・支払いまでの流れ

4

マイストアができる

3

2

アカウント作成の実行

1

名前などの必要事項を入力

トップページからアカウント作成を開始

登録した名前が
表示される
①クリック
クリック
アカウント作成が完了すると、自分のページである「マイストア」
ができる。これで Amazon で買い物ができるようになる。

11

2017.12

入力した情報を確認し、
「Amazon アカウントを作成」をクリック。
これでアカウント作成が完了する。

②入力
メニューが表示されたら、
「新規登録はこちら」をクリック
（①）
。
アカウントの作成画面で名前など必要な情報を入力
（②）
する。

ポインターを合わせて
メニューを表示

https://www.amazon.co.jp
「Amazon.co.jp」にアクセスしたら、ネット通販を始めるために
「アカウントサービス」からアカウント作成を開始する。
2017.12

10

こんな使い方があったんだ!

パソコン&オフィス学び直し講座

列幅を保持して
コピーする

任意の列と同じ幅で列を貼り付けたい時は、列幅を保持してコピ
ーしましょう。複数の列を選択すれば、まとめて貼り付けられます。
表に同じ項目の列を作成したい時などに便利です。

ワザ

ワザ

4

3

仕事が速くなる
エクセル時短ワザ

書式だけを
コピーする

別の表に同じ書式を設定したい時などは、書式をコピーしまし
ょう。テキストの書式だけではなく、セルの塗りつぶしの色や
罫線などの設定も貼り付けられます。

第 14 回
列幅を保持して複数の列を貼り付ける

パ ソコン ＆ オフィス 学び直し講座

別の表に同じ書式を設定する

作業がはかどる形式コピーのワザ

知っているのと知らないのとでは、
作業の効率に大きな違いが出るエクセルの
「時短ワザ」を紹介。第14回は、形式コピーのテクニックを解説します。
1 書式が設定されている

2 「ホーム」タブをクリック

セルを選択

2

3 貼り付けたい列（ここ
では列Cから列Eまで）
をドラッグ

4 選択した列（ここでは
列E）を右クリック

3 「書式のコピー / 貼り付け」
ボタンをクリックすると、
ポインターが
に変わる

4 書式を貼り付ける別の表のセルをクリック

セルに入力されているテキストを、ほかのセルにも入力したい
時があります。その時はショートカットキーを使ってコピーす

と書式が解除されません。そのときは、数式バー（①）に貼り付
けると書式が解除され、テキストがセルに貼り付けられます。

ると、すばやく入力できます。コピー元のテキストの書式、セ
ルの塗りつぶしの色や罫線の設定などもコピーされます。

書式なしで貼り付ける
（Webページからコピーする場合）

同じテキストをすばやく入力する

1 Webページのコピーし
たいテキストを選択

2 Ctrlキーを押しながら
Cキーを押す

4 数式バーをクリック

入力するセルをクリック

5

すべて同じ幅にそろう
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5 書式だけが貼り付けられる

解説に使用した表や書類をダウンロードできます。 http://0962.jp/is/

1 コピーしたいセルを
クリック

3 入力するセルをクリック

2 Ctrlキーを押しながら
Cキーを押す

4 Ctrlキーを押しながら
Vキーを押す

1

（ドラッグするとまとめて変更できる）

6 列が貼り付けられ、

1 ショートカットキーで
コピーする

エクセルでは、ほかのソフトやWebページなどからテキストの
書式を解除して貼り付けられます。セルにそのまま貼り付ける

3 エクセルファイルを開き、

5 「形式を選択して貼り付け」の
「元の列幅を保持」
をクリック

テキストだけを
コピーする

ワザ

2 Ctrlキーを押しながら
Cキーを押す

ワザ

1 コピーしたい列（ここ
では列B）をクリック

6 テキストが貼り付けられる

※本記事では
「Excel 2016」を使用しています。

Ctrlキーを押しながら
Vキーを押して Enter
キーを押し、
数式バーに
テキストを貼り付ける

5 テキストが貼り付けられる

2017.12
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◆ BIGLOBE 旅行

HEADLINE

http://travel.biglobe.ne.jp/newyear/

新サービス、キャンペーンなど、BIGL OB E の最新情報をお伝えします。
あなたの生活に役立つ、便利でおトクな情報もありますので、お見逃しなく !

今年は最大12連休！ 人気日程でも空室が見つかる！
「BIGLOBE 旅行」では、年末年始・冬休みの国内旅行特集を公開中
BIGLOBE 旅行
年末年始・冬休み国内旅行特集2017-2018

年の年末年始は日の並びがよく、12月28日（木）から１月８

今

日（月・祝）まで12連休という方も多いのでは？

◆ BIGLOBE くじ

https://kuji.sso.biglobe.ne.jp/top.html

宿泊予約

が取りづらい時期ですが、大手旅行会社19サイトのプランを取り
扱っている BIGLOBE 旅行なら、空いている宿や、よりお得なプ
ランが探せます。
「年末年始・冬休み国内旅行特集」では、カレンダー日程から空室

１等は現金10万円！ 毎日「くじ」を集めて当選確率アップを狙おう！
「BIGLOBE びっくじ」は12月４日からスタート

を探せるのはもちろん、エリアごとにおすすめのホテル、旅館を

12

掲載しており、理想の宿泊プランが見つけやすいのが特長。昨年
の年末年始に人気だった温泉宿のランキングや、おすすめテーマ

月４日午前10時から、人気イベント「BIGLOBE びっくじ」
が始まります。
「くじ」は、BIGLOBE トップページの「びっ

くじコーナー」で入手可能。10分毎に１枚、１日最大10枚の「くじ」

（日の出、パワースポット、カニ料理 など）からも宿を探せます。

がもらえます
（配布期間は2018年2月5日午前10時まで）
。パソコン、

また、日帰り体験や年末年始のイベント情報も掲載しているの
で、宿泊予約済みの人や宿泊をしない人にも役立ちます。

スマホ、タブレットのどの端末からでも参加できるので、自宅では
パソコン、外出中はスマホやタブレットで、という利用も OK。
さらに、
「じゃんけん」などのミッションを達成すると、追加で１

担当者のコメント

日最大13枚の「くじ」がゲット可能！「じゃんけん」は1日にパソコ

年末年始は宿泊料金などが高くなる時期ですが、
「BIGLOBE 旅行」では
19社のプランを一括検索できるので、お得な宿泊プランが見つかります
よ！ また、現地で楽しめる日帰り体験やイベント情報も掲載していま

ンから１回、スマホ、タブレットから１回の合計２回参加できます。
当選発表は2018年２月13日。
「くじ」の番号が一致していれば、
１等賞の現金10万円など素敵な賞品が当たります。
「くじ」を集め

す。ぜひチェックしてみてください。

るほど当選確率がアップするので、毎日コツコツためましょう！

担当者のコメント
◆ BIGLOBE 競馬

◆ U-NEXT

http://keiba.cplaza.ne.jp/

for BIGLOBE

スマホ版 BIGLOBE トップページからは毎日「くじ」が5枚もらえます！パ
ソコン版だけでなく、スマホ版にもアクセスして「くじ」をたくさん集めま

https://vod.biglobe.ne.jp/unext/

しょう。さらに、参加者全員に次回開催の「BIGLOBE ビンゴ2018春」で
使えるビンゴカードをプラス1枚プレゼント！

有馬記念も要チェック！
毎週重賞１レースの
「今週の出馬表」を無料公開
つための競馬をサポートする「BIGLOBE 競馬」が、秋の

勝G

Ⅰ仕様に。トップページからひと目でわかる重賞スケ

ジュールや、前回のレースで的中したコンテンツを毎週ピック
アップ。また、本来なら有料提供の『タイムフィルター Online』
の「今週の出馬表」を、毎週重賞の１レースのみ無料公開してい
ます。月曜日に特別登録馬の情報、金曜日に出馬表を更新中。

「U-NEXT for BIGLOBE 新規入会
キャンペーン」で動画視聴を
より楽しめる景品が当たる！

「BIGLOBE びっくじ」のポイント
「BIGLOBEびっくじ」は参加無料！

「U

-NEXT for BIGLOBE」は、総配信本数120,000本以上、毎
月2,000本以上更新と日本有数の配信数を誇る動画配信サ
ービス。BIGLOBE 会員には31日間無料＆2,000円分の U-NEXT

「じゃんけん」などで「くじ」追加のチャンス

無料で発行可能な「BIGLOBE ID」を持っていれば、
誰でも参加することができます。

ポイント
（初回お申込み時）
といった特典が用意されています。
さらに、１月５日
（金）午前10時までに新規でお申込みいただい

集めた「くじ」は「マイくじページ」で確認できる

た方から抽選で320名様に動画視聴をより楽しめる賞品が当たる
キャンペーンを実施中。このチャンスをお見逃しなく！

12月24日（日）に中山
競馬場で行われる有
馬記念の情報も公開
予定です。馬券を買う
なら「BIGLOBE 競馬」
を必ずチェック！

『君の名は。』
『シン・ゴジラ』
『ラ・ラ・ランド』といった
最新話題作や、
『プリズン・ブレイク』
『ウォーキング・
デッド』などの人気海外ドラマまで幅広く配信中です。
毎日ミッションをクリアすると、追加で「くじ」をゲット
可能。
「じゃんけん」では、
「勝ち」
「あいこ」
「負け」と結果
に応じて追加でもらえる「くじ」の枚数が変化します。

セットトップボックスの「U-NEXT TV」
（10名様）
や「Chromecast」
（10名様）、有料作品の視聴に利用できる「U-NEXT ポイント600円
分」
（300名様）
が抽選で当たるかも !?

どんどんためられるのが「BIGLOBEびっくじ」の特長。集めた「くじ」
は、
「マイくじページ」
（写真）で見られます。12月４日から２月5日ま
で毎日アクセスし、ミッションに挑戦すれば、かなりたまるはず！

110,386名様にドーンと賞品が当たる！
１等の現金10万円をはじめ、なんと110,386名様分もの賞品を用意。か
なりの大ボリュームなので、ひとりで複数のくじが当たる可能性も!?
※参加人数に応じて当選本数が若干変動します。
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