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毎度ありがとうございます。
昨年の酷暑続きと違い、過ごしやすい季
節となってきましたね。みなさまいかがお
過ごしでしょうか 。
先日のこ とです。退社時 に パソコンを
シャットダウンした際「コンピュータの電
源を切らないでください。電源は自動的に
切れます。」とメッセージが出たのでその
まま会社を出ました。翌朝、ＰＣに電源を
入れてしばらくすると、ブルーの背景に白
い英文が、、、、。そのうちキーボードや
マウスの動きもおかしくなり、故障した現
実を受け入れることになりました。導入し
て丸 年を迎えようとしていた矢先のこと。
まあよく持った方です。そして買い替えを
覚悟し、 念のためダメもとで弊社システム
担当のエース バ[ドミントン川本 が]丁寧に
リカバリ作業してくれました。
こんな時、以前の私ならば「データがな
くなる！」といった現実に、恐怖と焦りを
感じてましたが、今回は「余裕」です。
それは、なぜ？「日常のバックアップ」
と「データのクラウド化」をしていたから
なのです！つまり、データ はパソコンの中
には置いてなくて、すべて外部の適切な場
所に日常的に保存していました。なので追
い込まれた状況でも全くと言っていいほど
素直に諦めることができましたね。大切な
データを何度も失ってきた過去の教訓が活
かされた結果です！ちなみにパソコンはリ
カバリー作業で復旧し、買い替えせずにす
みました。ホッとしました！
以前と違って、データのバックアップも
いろんな仕組みや機能が豊富になり、そし
て低価格に。バックアップ、してますか？
月 日、年に一度のＯＡフェアを開催
します。事務所内のいろんなお悩みごとに
お応えいたします。当社のフェアは「悩み
相談＆最新情報の提供の場」です。お客様
に「今日は来て良かった！」と言われるこ
とを目指しています。「売り込み」はしま
せんので、どうぞ安心してお越しください。
中 島 潤 二
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文房具☆最新トレンド情報
最近の消しゴムって、、
新製品

黒い消しゴム！
超おすすめ

いいね！

気がつけば、消しゴムも進化
してるんです！あの定番
MONO消しゴムの最新バー
ジョンがこの２つ。
¥105

商店街舗に
て
好評発売中
!!
新製品

新製品

よく消える
と評判のぺんてるハイポリマー消しゴムから
新しくブラックボディが仲間入り。 ￥105
ケスゴム ￥157

「受験の味方」
消しゴム ￥157
受験者が合格するよう
五角形になった消しゴム。
断面には赤い合格の字が。

最近のオモシロ消しゴムいろいろ どう見てもクレパスですが、、
←カドが
いっぱい
あるので
細かい部分
の修正に
便利です！

これも消しゴムなんです！

やっぱり消しゴムです！

クイズ【ピンボケかまぼこイエロー】はどこ？
的山大島◯◯発電所@大島村
(漢字2文字)
さて、ココはいったい
どこ？「答え」は、な
かしまのBlog(ブログ)で
受け付けています。
10/20までに
http://blog.enakashima.comへアク
セスしてください。正
解者5名様(抽選)にプレ
ゼントを差し上げま
す！
※お客様へ※ いただいた個
人情報については、当店のご
案内や各種情報をお知らせす
ること以外は使用しないこと
を厳守いたします。

メールで添付ファイルを送信したが相手が開けない
一太郎やＣＡＤｿﾌﾄで文書や図面を作成したが、
相手側のパソコンに同じソフトがインストールされていないと
見ることはできません。

「XPS形式」

日本の消しゴムテクノロジーの
使ってみました。
消し味めちゃ軽っ!!
最先端が詰まってます！
¥105
ここに注目
その秘密は100万粒のエア配合。
消しクズがまとまって本体にくっつき、周りを汚しません!!
黒い消しゴムなんて
シャレオツですね。

♯ＯＡ ワンポイントアドバイス＃

マイクロソフト社が開発した、PDFと同じように配布可能なドキュメント形式
作成したアプリケーションソフトが不要で、文書も崩れることなく閲覧できます
表示はInternetExplorer上で行われます

パソコン購入時にプリンターの種類に
｢Microsoft XPS Document Writer｣というのを見たことありませんか
これを使います

印刷→ ｢Microsoft XPS Document Writer｣を選択
→ プロパティ → ｢XPSドキュメント｣タブﾞを開く
→ ｢XPSビューアを使って自動的にXPSドキュメントを開く｣にチェック
→ OK → 保存先を指定しファイル名を付けて保存

♪スタッフの自由ノート♪
小 売 部
店長 中 島 重 徳
いつも左上の文具トレンド情報コーナーを
作ってます。木引田町店舗担当の中島です！
前回も書きましたが、最近道を歩いていると
以前にも増して小学生から 「なかしまの人
だ！」とささやかれたり、なんだか笑顔で
会釈されたりとなにやらキッズたちには顔を
知られている感じです。悪いことはできませんなw
ところで話はガラリと変わって、あと100年でドラえもんが生ま
れた年になるそうです。時代は22世紀。その時代は、天気は気象
庁で制御しており、農作物や経済の動向などをふまえた上で 厳正
に決めているそうな。あのタイムマシンも普及しまくっているら
しい。ロマンですね。そうなんです。昔から好きなんです、ドラ
えもん。どら焼きを食べながらドラえもんを読むと、簡単にその
世界に入れますよぉ。もちろん子供時代の話ですよ。

今年

の

テ
皆様のご来場を
１０月のインフォメーション 節 電 ーマは
心よりお待ちしております！
！
詳しくは担当の営業から！

ＯＡフェア、今年もやります！

10 月13

PC Hacks!!

Number!!

パソコン業務をより良くするための方法

気になる

プリントのムダをゼロにする！

9：00 ～ 19:00 駐車場ありますよ！
なんの数字？

61％

ウェブページの特定の部分を選択して印刷できるプラグイン
ソフト。不要な部分まで大量にプリントしてしまうムダを省く
ことができる。

夫の携帯電話を内緒でチェックする妻

HP Smart Web
Printing

㈱マクロミルが20～30代の既婚女性を対象に行なった調
査です。通話やメールの履歴はもちろん、なかにはメール
の予測変換から浮気が判明･････というケースもあるようで、
携帯チェックは浮気調査の基本とも言えそうです。夫婦とは
いえ、無断で携帯チェックされるのは不快に思う人がほとん
どでしょう。相手から疑惑をもたれることのないように、日頃
からのコミュニケーションが大切ですね。10/13にOAフェア
を開催します。docomo平戸店さんも出展予定です。気に
なる方はご相談してみてはどうでしょうか(^_^;)

フリーソフト(無料)です。
以下のサイトを
参照してください。
http://www.hp.com/jp/s
mart_web_printing

頭も体も活性化！ スピーディな

木曜日
日

朝食レシピ

調理時間 5 分
クイック味噌汁
材 料 ( ２ 人 分 )

作 り 方
①Aをよく合わせて、かつおみそを作る。

A 合わせみそ 20g
削りがつお 4g

②お椀にかつおみそ、1cmの角切りに
した豆腐・わかめを入れ、熱湯を注ぎ
入れる。

絹ごし豆腐 1/8丁
わかめ(乾燥) 1g
熱湯 300cc

【編集後記 】いつもお読みいただきありがとうございます。9月いっぱいで平戸北部の営業配送を担当していた千葉が退社いたしま
した。お客様には大変お世話いただきまして心より感謝申し上げます。そして後任は、新人の宮田が、がんばります！不慣れではあ
りますが元気いっぱいで対応致しますので今後ともどうぞよろしくお願い致します。さて、前回のクイズ、答えは「島の館」@生月
島でした。多数回答ありがとうございました。賞品の当選はお届けをもってかえさせていただきます。

商店街店舗へお車でご来店のお客様へ
パチンコディアナ
パチンコディアナさんとなり
さんとなり
木引田中央駐車場
木引田中央駐車場の
の

30
分 無料駐車券
30分
を差し上げています！
を差し上げています！
歩いて
30秒！

駐車場ご利用の
ご協力をお願い
致します。

長崎県平戸市一円をカバーする、
オフィス用品販売カンパニー

【大垣オフィス】
〒859-5121

8:30-17:30 日曜日のみ休業

長崎県平戸市岩の上町159-5

TEL (0950)23-2311 / FAX (0950)22-5577

【小売部】
〒859-5113

月~金 9:00-19:00

土日祝祭日 9:00-18:00

長崎県平戸市木引田町430

TEL / FAX (0950)23-8558年中無休で元気に営業！

