
自宅で固定回線代わりにwifiで使用しています。 

契約したときに一年間無料とのことでしたので基本的には文句は言えないかなと思っていま

す。 

不満点としては回線速度、安定性ですね。 

共にあまりよくないのでメインの回線に使うのはやめておいた方がいいかもしれません。 

光回線が諸事情で引けないネットヘビーユーザーの方には、無料期間終了後でも使い道は有る

かもしれないですね。

30代 男性

楽天モバイルを使用して3ヶ月になりますが、概ね不自由なく使用出来ています。楽天エリア

も広がってきていますし、通信速度が遅い等もなく、有名他社さんのプランより安いので満足

しています。難点をあげるとすれば、たまに楽天エリアでの使用において圏外となることがあ

りますが、ほとんどありません。

30代 男性

楽天モバイルには2021年3月に合計25,000ポイント還元のときに買いました。 

以前つかっていたandroidが古くなり入れられないアプリも多くなってきたのでちょうど良い

タイミングでした。 

 

安いから性能は低いだろうという噂もありますが、外で楽天Linkを使った無料通話もまったく

音声にノイズもなく問題ありません。通信も遅いと感じることはほとんどありません。通信量

の多いゲームなどはやりませんが、動画などは普通に快適にみることができます。 

 

また、楽天ポイントをためやすくお得なのもうれしいです。 

ただ、楽天のスクリーンポイントというアプリをいれているとバッテリーの使用量が増えて

せっかく容量の多いバッテリーなのに2～3日で充電することが多いのが不満点です。これもス

クリーンポイントのアプリをいれなければ問題ないのですがポイントがもらえるのでそこは納

得して使っています。 

 

それに家庭用のWiFiなどを利用することで通信料をさらに抑えられ、ほぼ毎月0円で利用でき

るので助かっています。料金に上限があるので使いすぎても安心です。

40代 男性

2020年2月から使用しています。大阪市内です。家の中でもわりと電波が入るのですが、同じ

場所に座って、10センチ左にずらしたらアンテナ4本、5センチ前に置いたら2本という風に、

バンドのせいか電波にムラがある感じで、使用する際はよく入る場所を探すところから始まり

ます。 

また、これまでの経験から土曜日の夜に重くなることが多い気がします。日付がかわった付近

で切れることも（これは数秒で治ることもあれば、断続的に切れるときもあります）。 

数ヶ月に一度は数時間電波がなくなったり、この間あった大規模通信障害の時は、DNSアドレ

スをグーグルなどに変更することで楽天モバイルが使えた…などということがあり、普通に繋

がるのなら、大変お得で固定回線代わりに使える最高な楽天モバイルですが、不具合が生じた

時のために他の回線も持っておいた方が安心な回線です。

40代 女性

楽天モバイルの口コミ

調査日：2021年12月2日～12月4日



2020年7月から2台目のサブ携帯として利用しています。自宅も勤務先も23区内なのでずっと

楽天圏内ですが、屋内の電波状況がかなり不安定なので、このまま状況が改善しなければ解約

も考えています。特に酷いのはデータ通信を何分か続けていると電波が途切れたり、朝起きて

スマホを見ると圏外になっていたりすることです。圏外になっても数分間放っておくと回線が

戻ったり、機内モードのオンオフを繰り返すと直ったりするのですが、使い勝手が悪すてスト

レスが溜まります。その一方で地下鉄でもちゃんと利用できるし、建物内でも電波がしっかり

入る所もあるので、利用者の増加に設備が追い付いていないのかも知れません。電波が安定し

ている時の速度はそこそこ満足できるレベルだと思います。屋外では快適に利用できるし、

1GBや3GBまでなら格安で維持できるため契約を続けているというのが現在の私の状況です。

30代 男性

地上では、電波の入りが良いのですが、地下鉄に乗る時、駅の切符売り場辺りから、若干電波

の入りが悪くなるのは、気になっています。ただ、デパートや大型ショッピングセンター等の

商業施設内では、今のところ、問題なく入るので、まずまずといったところです。

20代 男性

キャンペーンをしていたこともあり、夫婦で楽天モバイルにしました。通話は無料ですが、電

話をかける際に楽天モバイル専用のアプリからかけないと料金がかかうのが面倒です。また、

地方へ行った際に電波が良くなかったので、今後改善を希望しております。全体的には料金が

安いので満足しています。

30代 女性

2021年2月に導入しました。スマホ機種はRakuten Hand です。 

機種代金は2万円でしたが、同額分とキャンペーン分を合わせて約3万円分の楽天ポイントが貰

えました。10月より外出先でスマホを使用するのみ機会が増えギガ数が格段に増えましたが、

1年間無料なので現在スマホ料金は月額殆ど(100円以下)払っていません。 

難点は郊外ですと繋がりがやや悪い事と、サポートがネット質問で返答が遅い事です(電話サ

ポートは有料)

50代 男性

楽天モバイルに変えた一番の理由は、1年間料金無料というキャンペーンで決めました。本当

に1年間も無料になるのか？　と半信半疑でしたが、10ヶ月たった今でも無料で使い続けてい

ます。家で使用するとき以外はモバイル回線ですが、思っていたよりは繋がるし、速いと思い

ました。ただ、やはり3大キャリアを比べて圏外になってしまう場所も多いなと感じました。

私は基本家で使用しますし、コスパの面で楽天モバイルを選んだので、トータル的にみてとて

も満足しています。

30代 男性

良い点としては、料金無料の点です。悪い点としては、毎日地下鉄で通勤しているのですが、

電波の入りは悪いです。ほぼパートナー回線です。これからパートナー回線が繋がらなくなる

と考えると恐れ多いです。楽天回線がつながる箇所のスピードは多少遅いかなと感じます。

30代 男性

楽天モバイルは月額0円からSIMの利用ができて大変安価でスマホを利用できて大変便利な

サービスです。タブレットなどの二代目の利用に適していてタブレットは使いたい時だけ使う

ため使わない月は0円することが可能になります。安価な反面デメリットもあるので注意が必

要です。電話やインターネットが繋がりにくいことです。都市部では良いですが、簡素な地域

にだと途端につながりにくくなります。また、移動中もつながり難い傾向にあります。

30代 男性

良い点は、三大キャリアと比較して料金が安いことにあります。５G通信がプランに含まれて

いるため、追加料金なしで高速通信が可能です。悪い点はエリアが限定的で、圏外になったり

電波が不安定になったりしやすいことです。

30代 男性



データ通信に関しては超高層階や地下2～3階に行かなければ問題はありません。東京の場合で

すが、それほどデータ通信でイライラした事は無いです。ただし、通話に関しては楽天LINK

という楽天モバイルで無料で通話する為のアプリに不具合が出る事が多く、こちらからかける

と一瞬で電話が切れたり、相手からの電話が非通知と表示されてこちらに繋がらなくなったり

します。

40代 男性

都内で使っていて全て楽天回線でつながり、途切れるようなことはなく速度も早く快適に使え

ています。ただドライブで千葉方面に向かうときトンネル内で他のキャリアは繋がっているの

に、楽天モバイルだと圏外になっていることがあり、普段使う分には問題はありませんが、多

少弱さはあるのかなと感じています。

40代 女性

楽天モバイルを使ってみた感想は良くも悪くもない感じで、特別な機能もありませんが大きな

欠点もないと思っています。ネットのスピードはそれなりにありますが、重い動画を見るのに

は向いていないところがあります。電波に関しては駅付近なら問題なく繋がりますけど、郊外

にあるテーマパークに以前行った時に繋がらないことがありました。

40代 男性

ギガ数によって料金がある他社の格安とは違い、ワンプランで使った通信量に応じて料金が変

わるのは便利だと思った。日中は自宅で過ごすことが多いのでWi-Fiがあればそれほど通信量

は消費しないし、逆に帰省や旅行をした月などは、通信量が増えることがあっても上限が決

まっているので安心して使える点がメリットだと思う。ただ、通話は楽天リンクというアプリ

をを使わなければいけないので、慣れるまでは少し不便だった。

30代 女性

楽天モバイルを使い始めて3カ月になります。他社の格安SIMからの乗り換えで利用し始めま

した。友人から電波が地下鉄の中など少し悪いと聞いていたので、少々心配しておりました

が、今のところ電波が悪いと感じたことは一度もありません。地下鉄の中でも問題なくLINE

ができたり、YouTubeを見たりすることができます。思い切って乗り換えてよかったなと思い

ます。

30代 女性

楽天モバイルは1年半近く利用しています。 

良い点は料金を掛けずに利用出来る点ですね。 

最初の1年は無料キャンペーンのおかげで無料で利用出来ました。 

無料キャンペーンが切れてもデータ使用量が1GB未満なので、これまた無料出来ています。 

Wi-FI環境のある場所だと通信量はかかりませんし、実質無料で維持出来るのは凄いメリット

だと思います。 

 

悪い点は楽天回線がつながらない点ですね。 

楽天アプリで楽天回線エリア圏内か確認していますが、楽天回線エリア内には1年以上前から

入っています。 

でも繋がらないんです。 

私の住んでいるのがマンション10階というのも問題なのかもしれませんが、気持ち良い程繋が

りません。 

もちろん窓際においても無理。 

たまに繋がる事はあるものの、すぐ接続は切れてしまいます。 

実質パートナーエリア頼りとなっているので、正直微妙。 

 

楽天回線の通信速度ですが、繋がった時に速度計算すると下り25m/bps上り15m/bpsぐらい

が平均です。 

動画視聴程度なら遅さは感じませんが、大容量データのやり取りだとキツイですね。 

動画ファイルをダウンロード・アップロードする場合は。 

一昔前だとこれでも気にならなかったのですが、今の携帯って5G通信が当たり前になってき

40代 男性



楽天モバイルの良かった点はやはりコストパフォーマンスが抜群ということです。特に通信量

が多い私にとっては利用価値が高いです。それに、楽天LINKというアプリを使えば通話料も

かからないもの助かっています。

逆に楽天モバイルの悪い点は通信品質が他のキャリアに比べてかなり悪いということです。私

も使っていて「なぜここ？」というような場所でもたまに電波が届いていないことがありま

す。

50代 男性

楽天モバイルの良いところは料金が安いところです。980円で賄うことができました。悪いと

ころは電波状態が良くないことです。電波が悪い場所では楽天モバイルは向いていないかもし

れません。

40代 男性

2年前から使っていて、最初のころは地下鉄などで利用するときに楽天からパートナー回線に

切り替わり、その切り替わり時に電波が途切れることがありましたが、1年前くらいから全て

楽天回線で繋がるようになりスムーズになりました。電話も楽天リンクから無料でかけ放題な

のでスマホ代金が安くなり満足しています。

60歳以上 女性

キャンペーンの際に乗り換えたこともあり値段もほぼ無料で非常にコスパよくかんじていま

す。しかし、高層ビルの高いところやマンションのところどころ電波が通っておらず圏外にな

る場合があるため形態をカーナビとてつかうことはできないといった印象です。

20代 男性

毎月の利用料がかなり安く抑えられるため助かっています。また楽天モバイル利用者は楽天市

場での買い物で、ポイントがアップするので楽天市場ユーザーの私はそちらのお得感もうれし

いです。 

気になる点は、通話の時に音声が途切れてしまったり、こちらは聞こえているのに相手に聞こ

えていないことがよくあり、かけなおしたりと手間がかかることがあるためストレスに感じま

す。価格を考えれば仕方がないのかもしれませんが、画面表示も電波不良と表示されることが

多いです。

30代 男性

2年前に２つめのスマホということで、１年間無料ということもあり、契約させていただきま

した。何よりも通話料金がアプリを通じてであれば、回線の状況にもよりますが、無料という

ことで期待していました。ところが、何度か料金を請求され、通話料無料のはずなのになぜ、

ということがありました。かかってきた電話履歴に返信するとだめ、とか、知らないところ

で、回線が無料回線でない場所で通話してしまったようで、いまだにどのようにすれば、完全

に無料で電話できるのか、わからない始末です。自宅のWiFi環境でない限り、危ない、という

のが今の実感です。

50代 男性

UQモバイルからの乗り換えでしたが、私の生活圏内では、通信エリア、通信速度とも特に気

になった点はありませんでした。また、電話をよくかけるので無料で利用できるRakuten Link

はとても重宝しております。外出先ではあまり通信を使わないので毎月３GBまでに抑えら

れ、９８０円で使えています。

40代 男性

コスパ最強です。通信量を1GB以下に抑えれば無料で使えます。自宅ではWi-Fiを使い、駅や

お店でもWi-Fiを設置しているところが多いので1GB以下でも充分に使えます。回線エリアに

関しては、HPで確認すると楽天回線エリアに入っているのに、実際にはパートナー回線しか

繋がりません。

30代 男性

大手キャリアから楽天モバイルへと乗り換えました。問い合わせの際、チャットによる自動回

答がありますが、電話対応してくれる番号にたどり着くまでに数時間かかりました。また、非

通知電話を着信拒否できる機能が備わっていないようであり不便に感じることがあります。回

線は屋内では繋がりにくい場合があるものの、ヘビーユーザーでない限りは特に問題ないと思

います。ライトユーザーの私にとっては、通信費ゼロ円で十分に満足して使用できています。

30代 男性



楽天モバイルを契約すると楽天ポイントをたくさんもらえるキャンペーンをやっていてポイン

トほしさでサブ携帯として使うつもりで契約したのですが、月額料金も安く、繋がらなくなっ

たり通信が遅かったりすることもほぼなく、非常に満足しています。月額料金がメイン携帯よ

りもだいぶ安いので、メイン携帯は解約して楽天モバイル一本にしようと思っています。

40代 男性

楽天モバイルを契約して半年以上経ちますが快適に使わさせていただいております。1年間無

料という事もありますがデータも使い放題で電話も無料って神としか言いようがありません。

一年が過ぎても電話は無料ですしデータもそんなに使わないのでこのまま継続して使っていこ

うと思います。契約して本当に良かった！

40代 男性

回線はパートナー回線です。いちおう市内全域が楽天回線エリアなのですが、マップで見ると

自宅周辺だけエアポケットのようにエリア外で、アンリミットなネット通信を利用できていま

せん。

パートナー回線ですが、速度は20mbpsで不満はありません。動画も普通に見れます。

今は一年間の無料キャンペーン中だから利用していますが、このままエリア拡大が滞ったまま

だと、契約を継続するかは不明です。

現在でもキャンペーンのポイント還元で実質無料で端末がもらえるので、試してみてもいいと

は思います。

30代 男性

Wi-Fi中心で使いますとデータ利用量は1GBまで行かないことがあり、そうした場合は無料と

なります。しかし、場所によっては通信速度が遅いことがあります。また、アプリからデータ

利用量を確認しますと、「エリア情報が取得できません」と表示されることがあります。接続

はできるのですが、気になります。

40代 女性

無料1年間も含めて1年半以上使用した感想です。使用スマホはiPhoneXRでeSIMで使用してい

ます。新幹線沿線の地方都市ですがSafariのブラウジングでインターネット速度が遅いと感じ

たことはありませんでした。アプリとしてはYoutubeやradikoをよく使用しますが、途切れる

こともなく快適に聞くことができました。通話も使用頻度低いですが、ドコモ回線と比較して

聞きづらいと感じたことはありませんでした。現在は1GB未満は0円なのでeSIMとしての選択

肢として良い候補となると思います。

30代 男性

９か月ほど前から楽天モバイルを利用しています。最初の３か月が無料なのはとてもお得だと

感じました。また、スマートフォンを２台所有しているので計６か月無料で利用できました。

スマートフォンは長い時間使用しているので何回か 

容量を超過しましたが、検索できるぐらいの速度があったので良かったです。 

20代 男性

今年の8月から３か月無料のキャンペーンを使って楽天モバイルスタートしました。電波の入

りは確かに地下鉄や百貨店などの建物の中だと入りにくい時はありますが、自宅はWi-Fi環境

があることもあってか、不便を感じることはなく使えています。３か月間はドコモと２台持ち

していましたが、問題なさそうだったので、１２月からは楽天に１本化しています。

30代 女性

楽天モバイルを利用するには、楽天モバイルが使えるスマートホンを持っていないと使えませ

ん。 

どれでも使えると勘違いするとシムをセットしてから使えないとなります。乗り換えをすると

きはこの点が大事で 

確認しておかないといけません。 

あたらしくスマホもセットで食乳した方が楽になります。

60歳以上 男性



楽天モバイルと契約をして一番良かったことは料金の安さです。通信は使う月も金額を気にせ

ずに、使わない月は非常に安き料金なのが良いです。 

不満は場所によって電波が届かないことが結構あることです。23区在住なので野外では困った

ことがありませんが、地下や建物内では圏外になることも珍しくありません。通信速度は速い

という感じはしませんがストレスなく使えるので及第点ではないでしょうか。

40代 男性

個人的に楽天モバイルの「Rakuten UN-LIMIT Ⅵ」は、他の大手キャリアのスマホプランより

も「お得に利用することができる」と感じています。 

 

他のキャリアは「国内通話かけ放題」のオプションだけで2000円くらいします。それにプラ

スしてプランの料金がかかってくるので、5000円近くかかります。 

 

しかし、楽天モバイルの「Rakuten UN-LIMIT Ⅵ」は、月額料金が「2980円」で、「データ

使い放題＆通話料金が無料」なので、とてもお得にスマホを利用することができます。 

 

安いからと言って、通信速度や通信環境が悪いわけではなく、使っていてストレスに感じたこ

とは1度もありません。あと、違約金や最低利用期間がないところも気に入っています。

30代 男性

大手のキャリアから楽天モバイルに乗り換えてちょうど一年になります。今までは月額費用が

1万越えで負担が大きかったのですが楽天モバイルにしてからは半額以下になり大幅に出費を

セーブすることができ満足しています。通話やデータ通信のスピードも特に不満に感じたこと

はなくクオリティ面でもいうことなしです。

40代 女性

楽天モバイルの回線に決めたのは、3カ月間無料で使えると言われたからです。おまけに事務

手数料もかからないというので、申し分ありません。肝心の電波状態も決して悪くなく、大手

キャリアと遜色はなく、満足しています。

40代 男性

楽天モバイルを半年ほど利用してます。まず良い点として月額料金が安い。2台持ちですが一

台目は一年無料キャンペーンで購入、自宅のワイファイルーターとして利用 無料期間終了後

に解約予定 2台めはMNPにて購入 ほぼワイファイ接続で利用しているため月々1200円程度の

支払い。悪い点は、SMSやラインなどリアルタイムで入らないことが多々あります。固定電話

から試しにかけてみると呼び出し音がなるまで7秒程 無音の時間があり　そのせいか着信音も

鳴らずに不在着信だけ残る事も多々あります。

50代 男性

関東在住で今年の10月からuber eats専用で使用しています。特に問題なく使えているのです

が、不便に感じる点があります。それはトンネル内、高層ビル、エレベータ内で特に電波が悪

くなる時があります。大事な会話の最中に突然つながらなくなることが起こりえるので、高層

ビルで使用する機会が多い方は注意が必要です。

40代 男性

2週間前に楽天モバイルに切り替えました。自宅が楽天回線エリアというのもありますが快適

に利用できています。ほかの3大キャリアと比較して通信速度は勝るとも劣らないと思いま

す。料金もリーズナブルですしこれからも楽天モバイルを利用します。

50代 女性

Rakuten UN-LIMIT VIを契約できて良かった点としましては、１GBまでは無料で、更にそこ

からの料金についても、2980円～と言う内容に感激でした。プラン料金は３ヶ月無料で、毎

月使った分だけ支払いを済ませることができる点がお気に入りの点です。

30代 女性

楽天モバイルRakuten UN-LIMIT VIを10か月間使用して、半年前からやっと楽天回線に変わり

ました。自宅の固定回線として使用しており、通信速度がとても速くストレスがありません。

楽天回線が使えるようになって半年くらい経過しましたが、新規契約者数が増えたせいか少し

遅くなった感じもします。ですが、動画は止まることなく見ることができます。

20代 男性



楽天モバイルを使い始めてもうすぐで2年になります。他の携帯会社から替えた際にまず多く

のポイントがついてとてもお得でした。また機種も数種類あって結構選べたのも印象に残って

います。1年間の代金無料機関を経て今はだいたい3から20ギガ以下の代金を払っています。

毎月の利用が4から5ギガくらいなので代金設定をもう少し細かく区切ってくれると良いなと思

います。

50代 女性

毎月の携帯料金を抑えるために楽天モバイルを使用しています。初めの内は料金が安い分、通

信速度が遅く利用できるエリアにも限りがあるように思えましたが使ってみると非常に快適で

驚いています。大手キャリアに引けを取りませんのでもっと早くから利用しておけばよかった

と後悔しています。

40代 男性

まだまだ契約者が少ないせいか、通信速度が速く、とても快適に使えています。一時期、頻繁

に通信が途切れるということがありましたが、１か月程度で改善され、現在は全く問題ありま

せん。ただ、電話機能は難点ばかりで、稀に着信しないことがあったり、音質の悪さやタイム

ラグのせいで通話を続けるのが苦痛になることがあったため、今は電話機としてではなく通信

専用の端末として利用しています。

50代 男性

楽天モバイルを使い始めて約１年になりました。スマホはGalaxy Note10＋で使っています。

以前はドコモを使っていました。楽天モバイルは、私の住んでいるところではパートナー回線

エリアで、Wi－Fiと併用しながら使っています。 

楽天モバイルでは、普通に通話すると割高なので、Linkというアプリを使っていますが、この

アプリを使って通話をすると雑音が多く聞き取りにくいときがあります。 

電波については、Wi－Fi環境でないときはあまりよくなくて、たまにですが、全く電波が通じ

なくなることもあります。 

１年無料キャンペーンのときに契約したため、料金がかなり安いので、電波が多少悪くても納

得して利用しています。

20代 女性

楽天モバイルを使用して一年になります。

無料期間も長く、端末購入でポイントも沢山もらえてとても満足しています。

料金形態もわかりやすいので親にも勧めました。

しかし、電波の不安定さが気になります。

通話も途切れたり、繋がらないこともちょこちょこ起こるので何とかしてほしいです。

30代 男性

ドコモから楽天モバイルunlimit vに乗り換えました。キャンペーン中だったので一年間は無料

になりました。一年後はデータ使用量に応じて約1000円、2000円、3000円の三段階の価格帯

のいずれかになりますが、テレワークなのでおそらく1000円くらいに収まりそうです。通信

速度も以前と変わりないので不便に感じたことはありません。

50代 男性

端末から利用料金から無料で利用できた時期に契約しました。一年が経過した現在でも1GBま

では無料なので継続しています。初期の頃はローミング回線でしたが現在は楽天の自社回線に

変わったのですが電波の入りは余り良くない気がします。屋内でも繋がる場所が殆どですがト

イレの様な個室に入ると厳しいです。自分はサブでの運用なので外に持ち出す事は殆ど無いで

すが自宅での利用に関してはwifiもありますし不満はほぼ無いです。楽天での買い物にボーナ

スが付いたり、契約するだけでポイントが貰えたりしたので契約することで得しか無いです。

どの端末にするか、どの場所で使うかによって評価は変わると思います。特に楽天回線エリア

じゃない人だと不満は多いかなと思います。速度に関してはパートナー、楽天回線共に

20Mbps前後です。

20代 男性



楽天モバイルを1年以上使っています。 

1年間無料の期間は終了しましたが、やはり通信料2980円で使い放題はお得なので継続して使

い続けています。 

楽天回線エリアですが、通信状態もyoutubeなどを見るには問題なく使えています。 

テザリングをやるとｐｃのほうがたまに途切れることがあります。 

地方の郊外に行くとたまに途切れますが、家の中で使うには問題ないです。 

40代 男性

docomoから楽天モバイルにキャリア変更して、毎月のスマホ代が半額以下になりかなり助

かっています。楽天モバイルの実店舗が遠く、なかなか変更に踏みきれていませんでしたが、

ネットから簡単に申し込みができ、店舗に行くことなくキャリア変更できました。 

ただ楽天回線エリアが普及しているのは市街地が多く、私の居住地域はパートナー回線エリア

になってっしまうため、通信料のギガ数が契約プランの適用外になってしまうため、5GBを超

えると毎月速度制限がかかってしまいます。

30代 女性

楽天モバイル（Rakuten UN-LIMIT Ⅵ）利用開始から約１年です。 

良い点は「０円で使用できる」です。Wifi使用がほとんどなので、1GB以内に収まって０円を

維持できてます。 

悪い点は「楽天回線にならない」です。エリアマップ上は楽天回線エリアでも、パートナー回

線接続であることが多いです。ギガ使用多い方は通信費上昇してしまいます。

40代 男性

楽天モバイルを利用してちょうど1年になります。良かったところは、ポイント還元により機

種代や手数料がほぼ無料であったこと、この1年間の通信費が無料だったことです。専用アプ

リ楽天linkは、モバイルだけでなく様々なサービスに飛ぶことが出来、楽天のヘビーユーザー

としては大変便利です。悪かったところは、申し込み前の問い合わせの時、サポートセンター

へ電話が繋がりにくかった上に3000円ほどの通話料がかかってしまったことです。全体とし

ては満足しております。まもなく有料期間に切り替わりますが継続利用を考えております。

50代 女性

楽天モバイルのよかった点は何と言っても通信料の安さ。これに尽きます。auも同じようなプ

ランを打ち出しましたが２０GB以上使っても月額約３０００円は助かりますし、１GB以下な

ら通信料も含めて無料というのは本当に凄いです。ネットで通話が安定しない、通話の音質が

悪いという口コミを見かけますが、私はその経験がなく普通に不自由なく通話できてます。悪

かった点は回線が上手く繋がらないということです。自分の今いる場所が楽天回線エリアにも

関わらずパートナー回線に繋がることがほとんどで、契約してから半年経つのですが、今で楽

天回線での通信料は５ＧＢにも届きません。これまで１５０ＧＢ以上使ったのにです。ネット

にある解決方法をすべて試しましたが、楽天回線に繋がることはほとんどなく、通信が遅いな

と日々感じています。それでも高速モードにすれば他の格安ＳＩＭと同じ通信速度になります

が、月に５ＧＢしか使えないのでいざ大量にＧＢを消費する機会があってもすぐになくなって

しまいます。そこは改善してほしい点です。

20代 男性

通信量が割と安く1GB以下ならば0円というのはかなりいいと思います。20GB以上でも月に

2980円ということで安いうえに通信回線もかなり安定しているのも嬉しい点だと思いまし

た。通話は専用のアプリを使う必要がありますが、これも無料になるのでコストパフォーマン

スは非常にいいサービスだと思います。

30代 男性

楽天回線エリアでの通信速度は非常に速くて快適なのですが、楽天回線エリアであってもパー

トナー回線に切り替わることが多々ありますし、少し移動をすれば直ぐにパートナー回線に切

り替わるので、回線の安定性がないのは非常に気になります。

30代 男性



良かった点は価格です。他の3キャリアに比べて圧倒的に安く、どれだけデータ通信をしても

税込3,278円というのはお得だと思います。悪い点は、つながりにくさです。例えば商店街や

お店の中だと、大阪の都心でもデータ通信ができない場合が多々あります。電話も場所によっ

ては、途中で電波が弱くなっていき、最後には通話が途切れます。したがってメイン端末とし

てはまだまだという印象ですね。

40代 男性

楽天モバイルは電波にまだ不安がありましたが無料キャンペーン期間があったタイミングで使

い始めました。仕事で使うときに繋がらないと困ると思いサブで使っています。電波は思った

より悪くなく普通に使えています。Rakuten UN-LIMIT VIの料金プランはシンプルで1G以下

なら今も無料が続いており、通話も無料というのはとてもありがたいです。通話は普通の電話

と同じとは言えませんが、他の通話アプリを使うことと比べればアプリを使ってない人にかけ

られますし、ビジネス目的でなければ十分使えています。

40代 女性

夫は店舗でSIMのみの契約をしました。手続きに時間がとてもかかり辛かったです。その後、

私はスマホ画面から申し込みをしましたが、とても簡単で、時間もかからず楽すぎの手続きで

した。その後、一週間ほどで、SIMが届きました。設定などのやり方が簡単に画像付きわかる

ブックレットがついていてよかったです。電波は家の中にいても外でも2本から４本と変わり

がちですが、速度や電波は安定している実感があります。全く問題ないので月額が安すぎて助

かります。

40代 女性

自宅での電波は問題なく、動画などもサクサク見れます。ただ、電話の時ちょっと声が遠くな

る様でその点のみマイナスです。 

出先でも都心部では地下や建物内に行くとたまに県外になります。常に何かしら連絡を取る人

には不便だと思います。 

今の所値段なども含め個人的には満足です。

30代 女性

楽天モバイル（Rakuten UN-LIMIT Ⅵ）の利用を始めたのは、楽天契約時の月額料金1年無料

キャンペーンと、楽天回線エリア(都内)だったことがきっかけです。利用してみて不都合な点

がでてきたらやめようくらいの気持ちでしたが、通信速度もよくデザリングしても安定してい

て、楽天ポイントを毎月の支払いに使えるので、無料期間を終えた現在でも利用を続けていま

す。旅行などで楽天回線エリア外に行ったとしてもWi-Fiが設備されてるとこも増えてるの

で、あまり不便なことはないと感じています。

30代 女性

ポイントがたくさんもらえますので実質ただで携帯電話を持てた事になり大変うれしいです。

しかし、電波状況が悪い地域があり、心配ですのでメインの携帯電話としてではなく、サブの

携帯電話として持ち続けるつもりです。

50代 男性

キャリアからの乗り換えですが、通信品質は予想以上に良くて、今のところストレスフリーで

使えています。料金プランも秀逸で、一定の通信量までは無料というのはありがたいですね。

当初、中古機種で契約しようと思っていましたが、端末の動作確認が微妙だったので、やめま

した。この点（端末ごとの動作確認）は、注意しておく必要がありそうです。

40代 男性

関西の都市部在住です。 

基本的には回線の繋がり・速度とも問題はなく満足しています。 

しかし、地下街や建物の少し奥に行くと電波が途切れがちになります。 

また、都市部から少し離れた郊外や周辺が山に囲まれているお出かけスポットになると電波が

入っても速度はかなり遅い感じです。 

しばらくは、大手キャリアとの併用が無難かなと考えています。

30代 男性



楽天モバイルに乗り換えてから携帯料金が大幅に節約できました。1GBまでは0円なのが破格

のプランだと思います。家ではWi-Fiで通信しており、外でほどんど携帯を見ないので1GBを

超えることはまずありません。なので毎月携帯料金は0円にできています。悪い点は楽天リン

クアプリでの通話の音声がたまに途切れることです。あと、場所によっては電波の悪いところ

があるので、まず住んでいるところで楽天回線が通っているのか確認するといいと思います。

インターネットの速度も申し分ないです。使っていて特にストレスはありません。

20代 男性

楽天モバイルのいいところは、利用量に応じて料金が決まるところです。私の行動エリアがほ

とんど楽天通信エリアになっていてリーズナブルな価格で利用できています。デメリットとし

ては電話するのに楽天リンクを利用するところが面倒なところです。トータルでは満足です。

50代 女性

ワンプランを知って楽天モバイルに変更しました。

これまで使ってきたスマホはデータの使用制限がいつもかかっていました。

それが不満で、楽天回線エリアなら無制限で通信し放題のワンプランに変更してからは毎月満

足して使えています。

「いつ制限がかかってパケ死にしちゃうか」、みたいな不安がなくなりました。

毎月の使用料も以前より安く、こちらも満足です。

40代 女性

約1年程利用　最初の1回線は１GB未満は利用料が無料となるので、通話やメールといった最

低限の利用であればこの範囲で利用ができます　また、料金が発生した場合においても楽天ポ

イントで支払いが可能である為、他の楽天サービスで獲得したポイントを利用して料金を払う

ことが出来る点が良いです　通信速度はお昼や夕方にやや速度が落ちる印象でしたが、速度が

遅すぎる　という感じはしませんでした

40代 男性

楽天モバイルを使用していて良かったことは今までと比べて利用料金が安くなったことです。

電波の入りや速度も問題なく使用できているので満足しています。 

悪い点は今まで使用していたメールが使用できないので、アドレスで登録していたサイトなど

の変更が大変だったことです。

30代 女性

東京足立区に在住ですが、楽天モバイルにしてから、通信費は半額になりました。最初の3カ

月は使い放題ですし、ネット上にあるようなネガティブな感じはそれほどありません。自宅で

も普通につながりますし、道に迷ったときのグーグルマップでのナビなども途切れることなく

安定しています。ただ少し外出先でのネットサーフィンでは少し遅いと感じることはありま

す。

40代 男性

楽天モバイルにして良かった点は、なんと言っても価格が安い事。 

特に私はネットなどを使用するのが主に家であるので、1G以下にはならないですが、3Gには

収まるので、iPhoneの本体代金と合わせても5000円/月以下の支払いになります。 

ただ、電波状況が悪く不便とまでは言いませんが、肝心の自宅での電波が悪い為、自宅のベラ

ンダでしか電話ができないので、楽天casaで対応しています。

40代 女性

楽天回戦ではないエリアでは、使い放題といっても通信速度は早くなく、YOUTUBEも360pな

ら動きますが、それ以上の画質では見るのが難しいです。早く居住エリアが楽天回線エリアに

なれば良いと思いますが、田舎なので難しいです。良かったのはやはり一年無料キャンペーン

ですが、期間が終わればコストパフォーマンスの高いポケットWifiを併用したいという気分に

なります。しかし、他のキャリアよりは得なのは、間違いないと思います。

40代 男性

楽天モバイルの通信エリア内に居住していますが、アンテナマークがまったく表示されず繋が

らない時が多々あります。繋がっても通信速度1Mbps程度なので動画視聴やアプリのダウン

ロードは厳しめ。メイン回線は別会社、サブ回線を楽天にするのがおすすめです。

50代 女性



楽天ミニ使用です。使い始めた頃は楽天回線の掴みが悪く、パートナー回線の残量もすぐ尽き

ていましたが、今年後半あたりから急激に改善しました。よほど辺鄙な場所でない限りパート

ナー回線には切り替わりません。1年無料でやめたらいいか、と思っていたのですが、今では

メインで使用しています。

40代 男性

1年ほど前から楽天モバイルを利用しています。2台持ちの2台目としてなので、そんなにヘ

ビーには使いませんが、概ね満足しています。一番の良い点は楽天リンクスで無料通話ができ

ることだと思います。電波は楽天回線はまだまだ弱いところもありますが、パートナー回線も

利用できるのでそれほど不便はないです。

40代 男性

楽天リンクを使って電話をすると無料でかけられるというので、1年間無料になる時に楽天モ

バイルを申し込みました。 

実際使ってみると楽天エリアになっているのになぜかパートナーエリアとして接続されること

が多々あります。 

でも、パートナーエリアでも通信速度がある程度あるので、問題はないです。 

段階的に金額が変わるので、サブとして使っていいますが、全体として使いやすいと思いま

す。

40代 女性

1年間無料だったので契約しましたが、結果契約して良かったです。楽天回線エリアではなく

パートナー回線に繋がってしまいますが、動画もとまることなくみれますし、楽天ポイントも

使えますし値段も安いのに使い放題なので満足しています。

30代 女性

【良かった点】 

料金プランがワンプランで、自分の通信使用容量を気にせずに使うことができます。 

楽天ポイントでの支払いに対応しているので、私の場合は月に10GBくらいの使用で2,178円を

ほぼポイントで支払うことができています。 

【悪い点】 

都内在住ですが圏外になることがよくあります。 

荒川河川敷ではほぼ圏外です。 

またビルなどの建物内でも圏外になることがよくあります。

30代 男性

3大キャリアのスマホを使っていましたが、楽天モバイル（Rakuten UN-LIMIT Ⅵ）にMNPし

ました。ちょうど申し込みした時期に1年間無料になるというキャンペーンがあったのでこれ

はお得だと思って申し込みをしました。今まで高い携帯料金を支払ってきましたが、1年間は

無料で利用できてその後も格安で利用することができるので家計負担がかなり楽になりまし

た。契約した際に楽天回線が自宅周辺エリアでは入るのかどうか不安もありましたが、実際に

は楽天回線のエリア対応になっていたこともあってますますこの楽天モバイルが好きになりま

した。そして外出した際には、楽天回線エリア以外ではパートナー回線を使えば十分に携帯と

しては使うことができます。電波状況も良好で通信が途切れたり電話がかかりにくいといった

こともないのでコストパフォーマンスを考えたら申し分ありません。また楽天リンクといった

アプリを使えば、電話がかけ放題になるのでこれもお得で大満足しています。

40代 男性

楽天でキャンペーンをやっていたので3ヶ月プラン料金無料にも惹かれて試してみました。1回

10分かけ放題のオプションにも入り、とても繋がりやすいです。使った分だけ支払いでとても

助かりますが私には少し高いかな？と思っています。

40代 女性



Rakuten UN-LIMIT Ⅵを使う前はドコモ回線の楽天モバイルを使っていましたが、電波の繋が

りにくい場所も少なくなく、不便に感じていました。でも現在は電波の入りが少し改善された

気がします。ただ今でも、大きなショッピングセンターの建物内では電波が圏外になることも

多く、モバイルクーポンややキャッシュレスアプリを使いたいときには断念せざるを得ませ

ん。通信速度には不満はないので、電波がもう少し入りやすくなることを期待しています。

30代 女性

今まで、スーパーホーダイSの￥3280円のプランを使っていました。楽天モバイルを使い始め

たのは、楽天会員のダイアモンド会員割５００円割引が適用されること、2年間は長期割が適

用されることが理由でした。それが2年後、割引がなくなり￥3000を超える料金に・・。そこ

で新しいアンリミットのプランに移行しました。手数料などがかからないので安心して契約手

続き出来ました。

使い心地は、とても良いです。一番安いプランですが、繋がりにくい12時15時18時をさけれ

ば、特に問題なく使えています。

通信の速さを仕事などで求める人には、電波にむらがあり、ダウンロードにも時間がかかるの

で向いていないと思います。

30代 女性

楽天モバイルはキャリアの中でも電波の品質が問題視されがちですが、スマホのヘビーユー

ザーでない私は便利に使わせていただいています。申し込みをした当初は一年間無料キャン

ペーン中だったので現在まで支払いは発生しておらず、それで使い放題なのはとてもありがた

いです。私の生活範囲内では電波が全く届かないということもなく、通話も楽天謹製のアプリ

〝楽天リンク〟経由で無料で利用できるので重宝しています。一点だけ不満があるとすれば

時々電波が切れてしまうことがあるので、これからの電波塔の増設などに期待しているところ

です。一年間無料キャンペーンが終了してもこのまま使い続けようと思っています。

50代 女性

回線が混み合う時間帯はほぼ停止状態です。遅いというレベルを超えているような気がしま

す。ただ週中私はオフィス街や地下街でほぼ生活しているので余計電波が入りにくいのかもし

れませんが…でもこちらに乗り換えて2年目ですが最初はこんな事ありませんでした。日中外

でテザリングをしてパソコンも快適に使用できていました。それが今ではLINEも送信できな

い時があります。それで数ヶ月前に機種を替えたタイミングで楽天モバイルと某三代キャリア

の1社とダブル契約をしました。必要な時回線を切り替えて使用しています。楽天モバイルは

メリットもたくさんあるので今後も解約するつもりはありません。自分の生活スタイルに合わ

せて上手く利用できればとても良いキャリアだと思います。

40代 女性

使用していて、外出先でも問題なくネットを利用できています。 

楽天リンクで、通話をするときもこれで通話料がかからないため、電話をかけるときにも通話

料を気にすること無く安心できます。 

 

それほど動画を見たりゲームをしたりしないため、何も不満点はなく、満足しています。

30代 女性

データ容量が無制限で、金額も安いので携帯代の節約になります。速度なども遅延はなく快適

に使えています。もし遅くなっても家にはWi-Fiがあるので大丈夫なのですが、今のところ不

満はありません。悪いところは、回線エリアが狭いところ。旅行などいく時に不便ですが、た

いていホテルなんかにもWi-Fiはついてるので調べておけば対策できます。

20代 女性

速度は速くはないですが、それは事前に明確になっていたことですからそもそも気にすること

ではなかったです。通信がなかなかつながらないってこともなかったです。料金は安めでし

た。それと解約金なしなのはちょっと助かりました。

30代 女性



良かった点は、やはり使い放題なのに安いという点です。

毎月100Gは使いますが、他社を利用していた時より1000円以上安くなり、満足しています。

ポイント還元のキャンペーンもいつもやっているので、楽天ポイントをよく使う人には嬉しい

と思います。数ヶ月後に5000ポイントもらえましたが、楽天市場でのお買い物に使えてよ

かったです。

よくない点は、通信が不安定だというところです。

口コミでもよく言われているので、どんなものかと思っていましたが、思っていた以上につな

がりにくいと感じます。

自宅では幸いにも普通につながることが多いので使えていますが、職場では全くと言っていい

ほどつながりません。エリアも地図上では対応エリアのはずですが、高い建物の中のためか、

職場では9割圏外となっています。

そのため、メインの回線として使うのは厳しいと思います。

今後、通信がもっと安定してくれれば言うことなしなのですが、このままの状況が改善する気

配がないのであれば、解約も検討しています。

日常的に電波が弱いことに加えて、度々通信障害も起こっているため、電波が　の不安定さが

何よりもの欠点だと感じます。

あくまでもサブの端末として欲しいということであれば、値段も安いため、試してみる価値は

あるかと思います。

20代 女性

私は楽天モバイルユーザー歴5年目を迎え、アンリミットになってからは約一年半となりま

す。使い勝手やメリットとして電波と料金について記述致します。電波は入りにくいポイント

がいくつかあり、主に都内のビル内や地下鉄内と、東京→埼玉の県境を電車で超える際に不安

定になることが多々あります。料金は無料期間を終えて毎月2178円かかっています(1980円+

消費税)。自宅と職場がWi-Fi有で、主に電車内や移動中のみのギガ消費となりますが、毎月20

ギガ以内には収まっており先述の料金となります。ポケットWi-Fi所有者や屋内使い専用であ

ればさらに割安に使える可能性もあります。

40代 男性

楽天モバイルで3か月無料期間を越えても未だに月額料金は無料でやり繰りしています。無料

期間中にどれくらいネット回線を使用したら課金対象となる1GBを超えるかを検証し、ある程

度普段使いしても問題なく1GB未満でいけると確信した次第です。

40代 男性

従量制なのであんまり使わない自分としては助かります。電波の入りも悪くはないですし、そ

れで困ったことはないです。

後は速度は確かに物凄く速いという気はしませんでしたが、それでも使い勝手は悪くなかった

です。プランがもっとあればな、とは思いました。

30代 男性

楽天モバイル(UN-LIMIT Ⅵ)を1年半ほど使用しています。コスパはとても良いですね。どれ

だけ利用しても2980円。他社では有り得ないサービスです。関東では電波エリアも充実して

おり、不自由は感じません。唯一の欠点はRakutenLinkを使用した通話でしょうか。たまに聞

き取り難くなります。これさえ改善したら完璧ですね。

40代 男性

電話専用にしようと考えて、二代目スマホとして契約しました。使い勝手はよいです。電話は

おもに自宅電話がわりに、自宅内で使いますが、音声はそれほど悪くないです。夜20時ころ、

一度だけ自分の声がこだましていましたが、それ以外は困ったことはありません。また、私の

住む場所は田舎でパートナーエリアです。まったく困っていません。たまに市外にでると、楽

天エリアになりますが、ユーチューブが途切れたりはしません。お安く持てて満足です。

40代 女性



沖縄北部の田舎で使用していますが、山の中では電波が悪いですが、ほとんどWi-fi環境の中

にいるためあまり問題なく使えています。しかし、3ヶ月のお試し期間を抜けるとあることが

わかりました。月1Gの契約にしていたのですが、1G以上使うと制限がかかるのではなく、

オートマティックに使った分を支払わなくてはならないことに気がつきました。ネットで契約

したので、確認ミスだったのかもしれませんが残念に思いました。通話は専用アプリを使えば

無料通話が可能となりますが、通話が繋がらないことも多く、相手からの着信がつかないこと

もあります。相手はかけているのにこちらには履歴がないとなると折り返しもできないので安

い分不便な点も多いです。

30代 女性

楽天モバイルの魅力は何といっても料金の安さです。 

データ通信は最大でも月当たり3278円ですし、1GB以下ならなんと無料で利用できます。 

テザリングも無料で利用できるので、私は外出先でノートパソコンでの作業のためのポケット

wifiルーターのように利用しています。 

通信速度にも不満はありませんが、都市部でまれに電波が不安定になることがある点が残念で

す。

30代 男性

パートナーエリアに住んでいますが、楽天モバイルはパートナーエリアでもかなり快適に使え

ていて良いなと感じます。 

パートナーエリアはauの回線をそのまま利用していますが、通信速度はauそのもので安定性

も高く、平日お昼や夕方など回線が混雑する時間帯も快適にスマホを使えるので満足していま

す。

20代 男性

良かった点は自分の携帯電話の使い方ならば、ほとんどの月で0円で利用することができてい

るという点でその点だけで楽天モバイルは素晴らしいと感じました。一方で悪かった点は電波

の入りが悪いところが多くて、場所によっては速度が安定しないというところです。これらに

ついては今後の改善に期待しています。

30代 男性

楽天モバイルを使用して現在2年目です。以前はdocomoの携帯を使用していたので、楽天モ

バイルに変更するにあたって一番心配なのは電波の状況でした。地方都市部で使用しています

が、特に電波で不具合を感じたことはありません。通話も聞き取りにくいなどの障害はなく満

足しています。田舎だと電波が悪くなるかもしれないので、使用を検討する際は確認が必要に

なると思います。わかりやすい料金と1GBまで無料なので現在ほぼ0円で使用しています。

（家ではWiFiを使用しています。）これまで払ってきた多額の携帯料金はなんだったのだろう

と思います。これからも使い続ける予定です。

30代 女性


