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営業課長井上の

定番「ヤマトのり」が進化しました！
皆様よくご存知と思われますが、
あの定番アラビックヤマトのりに
新製品が登場です！
塗ったところに色がついて
こちらは
時間がたつと色が
ペンケース
消える！という
にもスッキリ入る
新定番！
スティックタイプです。
詰め替えもありますよ～。

色が消えるのりなんて今ではもう
珍しくはありませんが、こちらは
目の覚めるような蛍光色！
かわいいイエローカラーです。
色がつくという事は、、、
塗ったところがよく分かるから
はみ出しや塗り残しを防げ 20ml 40ml
るので便利ですよ～。
170円 240円

カラーグルー
スティック
1本 150円

クイズ【ピンボケかまぼこイエロー】はどこ？
店内には、家具や和風雑貨が盛りだくさん！

[ ◯ ◯ ◯ ◯]店さん @木引田町
(漢字4文字)

[ひらどしマン Facebookページ]
http://www.facebook.com/hiradoshiman
さて、ココはいったいどこ？「答え」は、なかしまのホーム
ページhttp://www.e-nakashima.comで受け付けています。
9/20(土) までに[クイズ回答フォーム]から送信してください。
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。 スマホ・ケータイからもQRコードでアクセスOK

『ＯＡ ワンポイントアドバイス』

コピーFAX困った時の対処法!!
『黒い汚れが写った場合』
2つの手順でどこに原因があるか、また早急に解決できるかどうかが判
別できるので、まずは黒点が出てしまったのは下記のどちらであるかを
確認する必要があります。

①コピー（原稿自動送りから通紙又は、ガラス面含む）したら黒
点が出る。
②FAX受信又はパソコンからプリントアウトしたものに黒点が
出る。
①だけしか黒点が出なかった場合は、コピーのガラス面に汚れがある場
合が多いので、ガラス面を柔らかい布で拭くだけで改善する場合があり
ます。
ガラス面も外側と内側があるので、取り外しなどが必要な場合は、サー
ビス実施先に相談した方がいいです。
②で黒点が出てしまった場合は、コピー内部に原因がある
ので、サービス実施先に連絡をするのがいいです。

♪スタッフの自由ノート♪
営業課 太 田 清 隆
営業課、太田です！ 最近、ガソリン高騰
もありハイブリット車が増えてますが、水素
と酸素を反応させて電力を生み出す燃料電池
車が開発されてます。
走行時に排出されるのは、化学反応によっ
て生じる水蒸気のみ。水素を使う点は水素エ
ンジン車と同じですが、二酸化炭素や窒素酸化物などの汚染物質
を出さないうえ、エネルギー効率が高いので、究極のエコカーと
呼ばれてるそうです。実用化にはいくつかの問題点・課題を解決
する必要があるそうです。今はまだ開発費や製造コストがかかり
価格も高い。1台あたりの価格は数十万や数百万どころの話ではな
く、リーズナブルな価格で普及するようになるのは少なくとも10
年20年先と言われています。
個人が簡単に手に入れられるようなものではまだないそうです。
早く誰でも使えるようになると良いなと思います。

大好評の

ＯＡフェア
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今年もやります！

月

今回は、創業80周年 なので「平戸文化センター」で豪快に開催！

ビジネスに効く

(せいあいちかし。ならいあいとおし。)

人間の生まれつきの能力は、
だれでも同じようなものである。
何度も繰り返し習うことによって
能力に差が出てくるのである。
頭も体も活性化！ スピーディな

朝食レシピ

Number!!

470万円

現代に生きるビジネスパーソンの心に強く響く
孔子の言葉を厳選。
「励ましの言葉」「戒めの言葉」として胸に刻みましょう！

性相近し。習相遠し。

木

詳しくは、近々にご案内します！

気になる

論語フレーズ

日

交通信号機1基の設置費用
普段、待ちで見かけるものの中で「あれはいくらぐ
らいするんだろう？」と思ったことはありませんか？
調べてみたらいろいろ出てきました。定周期信号機1機
が約470万円、そして押しボタン式信号機は約270万円。
ランプが1つだけの1灯式信号機は約100万円。高くも感
じられますが、24時間365日で何年間もと考えればそう
ないのかも。ガードレールは一般的に1mあたり「1～2
万円」、10mだと100～200万円。道路標識は30～40万円。
郵便ポストは約9万円。
ちなみに新宿アルタの街頭ビジョンは、1時間に15秒
CMを2回放送する場合、1日で10万円。年間では
1500万円。必要性次第で高くも安くも感じられます。

「寄せ豆腐とレタスのりサラダ」

疲れが残る季節だからこそ！

調理時間 約10 分
【編集後記 】この夏はまさに異常気象です。ギラギラの太陽にはまったくお目にかかれませんでした。豪雨に落雷、ここまで夏らし
くない季節は本当に珍しいと思います。いよいよ9月、この反動はやってくるのでしょうか？さて、前回のクイズの答えは 誰もが認
める、平戸のパワースポット！聖地！[たかた]カメラさん@木引田町でした。賞品の当選は、お届けをもってかえさせていただきます。
回答ありがとうございました。

商店街店舗へお車でご来店のお客様へ

P

お車でご来店の際は
ぜひご利用下さい。
商店街の混雑緩和に
※市山精肉店様との共同駐車場です。 ご協力をお願いします！

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】

8:30-17:30

日曜日のみ休業

〒859-5121 長崎県平戸市岩の上町159-5
TEL (0950)23-2311 / FAX (0950)22-5577

【小売部】

月~金 9:00-19:00

土日祝祭日 9:00-18:00

〒859-5113 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！

