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フロムワンとお取引き頂きましたユーザーさまにお届けするニュースレター
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発⾏部数

490部

平成2９年夏号（4８号）

七月 にな ってから大変暑 い日が続 いています。

皆 さん体 調など崩 され ていませんか。 フ ロム ワン山本 です。

水分補給を忘れずに。
by with B

私 も外 回りが主 な仕事 のため、 この時期 になると必ず朝 の天気 予報 で

「 今 日 の最高気温 」をチ ェック。 一旦、覚悟を決 め てから

仕事 に向 か う毎 日 です。

と ころ で、 ニュー スや 天気 予報 で言われ る

「 夏日 ・真 夏日 ・猛暑日 」とは、
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それぞ れ温度 によ って定義 され ている って、ご存じ でしたか ︖

以上 にな る日など は

以上。 そし て

以上 の日。
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山本

「 夏日 」とは、日中 の最高気温が

「 真 夏日 」は、

5

「 猛暑日 」は、

つまり最高気温が 、

上が るたび に 「 何 日 」 にな るか

決 め ているん ですね。

ちな みに、日本 では少 し前 ま で

を超 える ことも

ほとんど無 か ったため、 「 猛暑日 」と いう用語は無 か った そう です。

それが このと ころ地域 によ っては、連 日

あ るよ うになり、 つい十年前 の二〇〇七年 から

気象庁が 正式 に使 用し始 めた、新 し い用語なんだ そう です。

とにもかく にも、無 理は禁物 。体 調管理が第 一！

とは いっても、皆様 もお忙 し いと思 います。 そ の中 でも

こまめな休憩 ・水分補給を心掛 け て頂き、

今年 の夏も 一緒 に乗り切 っていきましょうね。
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最近、皆様の事務所にもこんな勧誘電話多くないですか︖
「NTTの委託を受けて、電話料⾦が安くなる申込受付をしています。
後日伺いますので、署名・捺印してください」
「電話番号を登録するだけで電話料⾦が安くなります。NTTと話がついているので安心して登録して下さい」
「工事なしで、登録するだけでインターネット回線料⾦が安くなります」
いかがですか︖こんな電話がやたら多くなっていませんか。
これは最近始まった、NTTによる光回線卸サービス「光コラボレーション（光コラボ）」への
乗り換えの勧誘電話であることがほとんどです。
今回からのお役⽴ち情報では、この【光コラボ】についてお伝えしていきます。
馴染みや付き合いのない代理店から、強引に勧誘されるまま登録してしまい、後から「困った･･･」という
ようなことが無いよう、サービスのメリット・デメリット・注意事項などお伝えしていきたいと思います。
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お役⽴ち情報

光コラボ

について①

●そもそも光コラボって何でしょう︖
「光コラボ」とは、NTT東日本／⻄日本が提供する光回線「フレッツ光」を事業者が借り受け
“自社ブランドの光回線”として販売するモデルのことなんです。
例えば、これまでNTTの光回線は、販売店や代理店を通して取次申し込みをしたとしても
工事後は「フレッツ光」というブランドとしてNTTが定める料⾦を、NTTが直接請求・回収
していました。
それが2015年より、NTTフレッツ光の回線が他社にレンタル（卸）できるようになったんです。
それにより、様々な企業がNTT光回線を借り入れ（仕入れ）することができるようになりました。
僅かではありますが、これまでの料⾦より安く光回線を借り入れ（仕入れ）ることが
できるようになった業者は、その差分（数百円ではありますが）を安くして
NTTの代わりに自社ブランド光という名目で、お客様に請求発⾏する、という仕組みなんですね。

こ
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ま
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お客様

依頼

手続き・手配調整
取次店
(株)○○

NTT

フレッツ光として請求
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お客様

依頼
取次店
(株)○○

手続き・手配調整
回線仕入れ

○○光として請求
基本料割引など

お願いです。これだけはご注意ください︕
まずは簡単に、「光コラボ」の背景と仕組みだけを説明させていただきました。
次号からも更に詳しくお伝えしていくつもりですが、
その前にこれだけはご注意頂きたい点があります。それは
「⼀度登録すると原則元に戻したり、他社に乗り換えができない」
ということです。

NTT
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ずっと使うものだから、少しでも安くなるならいいんじゃないの︖と思われるかもしれませんが･･･
ご注意いただきたいのは
もし、冒頭のような乱暴な業者の勧誘でつい登録してしまい、その後サポートが悪い、
回線を入り⼝に他の商品をしつこくセールスしてくる等、トラブルがあった場合でも
サービス内容の追加・変更などはもちろん、移転⼿続きなど、今後一切の⼿続きは「必ず」
その業者を通して⾏う必要が、決まり事としてあるからです。
つまり、「やっぱりこの業者との付き合いは今後遠慮したいなぁ」と思っても
⼿続きに関してその業者以外、再度NTT直接や他の会社や営業さんでは、
⼿を付けられなくなってしまい、その業者と縁を切ることが困難になるのです。
サービス自体は決して悪いものではないと思いますし、優良な販売店さんもたくさんあります。
しかし私のお客様でも、知らずにこのような業者から登録してしまい、事務所移転の際
回線の⼿配を弊社にご依頼頂いたのですが、残念ながら弊社では⼿続きすることができず
止む無くその業者に頼んだところ、営業担当はすでに辞めており、なしのつぶて。
予定した移転は、大幅に遅れてしまった。というようなことも実際にあります。
なんとなく登録してしまう前に、馴染みのある業者さんがいらっしゃれば
ぜひ、一言相談してみてくださいね。
NTT東日本のホームページにも注意を促すページがありますのでコピーを添付します。
参考までに、ご一読ください。

【編集後記】
６月の中学総体地区予選で、男⼥両チームとも県大会への切符を⼿にすることができた剣道部。
山本家の凸凹姉弟も、県大会に向けこの暑さの中、朝夕毎日頑張ってる様子です。
そんな中、剣道部初めてのオリジナルＴシャツが、ついに出来上がりました！
どうです︖超〜カッコよくないですか。
デザインから、色、レイアウト、テーマまで
部員達全員がみんなで、色々案を出し合って創った
完全オリジナルのＴシャツだそうです。
今朝も、このＴシャツに自転⾞通学用のヘルメットの
鉄板コーディネートで早くから朝練に出かけてゆく、
２⼈の背中を⾒送りました。
剣は道なり〜。部活少年少⼥たちも頑張ってます。
仕事も道なり〜。･･･俺もやらねば。 ･･･まずはアイスは１日1っこ。
それではまた、秋号で。

ちなみにこのイラストは
うちのお姉ちゃん作︓らしく
軽〜く、どや顔でした。

NTT東日本HPより

