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みなさんの事務所やご自宅は常時接続ですか？ 経済的ですよ〜。なんてったって月々の電話
代が安くなります。平均 13,000 円払っていた電話代が、5,000 円。これまでのダイヤルアップ
接続では、インターネット接続のために 8,000 円もの大金を家計から捻出していたということで
す。
ダイヤルアップ接続でジリジリと表示されていた写真が、ブロードバンド接続ならスッと表示
されます。ビデオ映像も問題なし！ 会社では見られない芸能人の記者会見なんかも、帰宅後に
チェック。こんな快適なインターネットライフを、みなさんも味わってみませんか？
◎快適ネット接続環境を手に入れる方法
ADSL 接続サービスを申し込むには、２つの方
法があります。
① NTT の「フレッツ・ADSL」サービス。
ADSL 回線の契約で、NTT とは別に、対応プロ
バイダと契約を行う必要があります。
② プロバイダに ADSL 接続サービスを申し
込めば、同時に ADSL の契約も行える。
サービス提供エリアの確認は、各社の HP など
で、使用している電話番号を入力してチェック。
◎回線速度の選択は？
ADSL 接続サービスは、1.5M と 8M の２つのタ
イプがあります。ADSL 接続の場合、この接続速
度は絶対的なものではありません。各社のサービ
スの案内に「ベストエフォート」という単語が登
場しますが、これは回線速度を保証しない、とい
う意味です。
ADSL 通信規格の特徴で、電話局からサービス
を利用する場所までの距離が、8M タイプの場合、
1Km 以内なら 8Mbps に近い速度が出る可能性が
高く、1〜2Km だと十分な速度が出ない場合があ
り、1.5M タイプのサービスとあまり変わらない速
度しかでない可能性があるといわれています。こ
こで具体的な数値が書けないのは他の要因による
データの劣化などもあり、サービス提供を受けて
からでないとわからないのです。

◎必要な機材をそろえよう！
契約を終えて局内工事が完了し、サービス提供
会社からモデムやスプリッタが届いたら、サービ
ス開始となります。しかし、PC 環境によっては、
あらかじめ用意する必要のある機材があります。
まずは、PC にネットワークカードが搭載され
ているかです。ADSL モデムとの接続インタフェ
ースは、ADSL 接続の場合は 10BASE-T イーサ
ネットで、これに対応したネットワークカードが
必要になります。
また、複数台のパソコンからインターネットに
接続したい場合には、ブローバンドルータや、ル
ータと PC を結ぶイーサネットケーブルを用意し
ます。ノート PC の場合には、無線 LAN カード
と無線 LAN 対応のルータもお薦め。
◎インターネットに接続したあとは･･･
1 台の PC なら、スプリッタ→モデム→PC と接
続して、必要な設定を終えれば、インターネット
に接続できます。24 時間 365 日、インターネッ
トを楽しむ環境が整いました。
ただし、ここで安心してはいけません。近頃は
やりのウィルスやクラッカーの脅威から身を守
るために、専用のソフトやルータの設定で、セキ
ュリティ対策を行うのが賢明でしょう。
（出典：電脳通信）

地域ホームページ白川

ＵＲＬ：http://www.shirakawa-hp.com

◎地域ＨＰに関する各種申し込み、ご相談は下記までご連絡下さい。
白川オフィスオートメーション 白川町河岐 1738 番地ホワイトベル 2F
ＴＥＬ：０５７４−７４−００１３
（奥村・加藤）

●インターネット接続サービス
白川オフィスオートメーション

●ホームページ作成＆管理サービス
ＵＲＬ：http://www1.ocn.ne.jp/~soa/
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■パソコン専用のスペースがあるなら専用のコーナーを設けて、デス
クトップ型のパソコンを設置するなら、狭い場所に周辺機器なども
置ける専用デスクがおすすめ。
今ある机をそのまま使いたい場合は、ラックを机の上に置いて、立
体的にスペースを活用する。
■リビングに置くなら特定のスペースを設けず、家族みんなで共有す
る場合は、持ち運びのラクなノート型パソコンがおすすめ。インタ
ーネット用などのケーブルをつなぐ必要があるので、電話回線の差
込口の近くなど、使う場所はある程度決めた方が便利。
c CD-R やフロッピーなど
は、専用ケースに保管。ど
こに何のデータを保管し
たか忘れないように、すぐ
にラベルを貼る習慣を。

机の下もぜひ使いたいも
のです。キャスター付きの
収納ワゴンに、マニュアル
や解説書などを並べてみ
ましょう。

パソコンは、熱やホコリ、
湿気が苦手！
しまうときは、布製のカバ
ーなどをかけましょう。

邪魔なケーブルやコード
は、棚の側面や壁にフック
をとりつけて束ねてかけ
るようにしましょう。

パソコン回りの整理で頭もスッキリ。
快適＆知的空間にバージョンアップ！！

画素数

タイプ

価格帯

400 万画素

上級者タイプ

10 万円以上

100〜400 万
画素

汎用タイプ

3〜10 万円

〜100 万画素

おもちゃタイプ

数千〜3 万円

パソコンの裏側はケーブルだ
らけになりがち。ストラップで
ケーブルをまとめ、コンセント
は過電流を防止するブレーカ
付きのものを使う。ケーブルを
まとめれば、掃除がラク。
キーボード収納ケースを利用
すれば、使わないときモニタ
の下にキーボードがしまえま
す。
(出典:すっきり収納冊子)

用途など
プロのカメラマンも利用する､本格派デ
ジカメ。600 万画素 A4 程度までならスチ
ールカメラ同様の品質で印刷可能。
ホームページやカード作成にも使えるタ
イプ。初心者でも扱いやすく､種類も多
い。300 万画素 L 版プリントの大きさへ
の出力にも充分耐えられる。
ちょっとしたスナップショットや、ホー
ムページ画像､メールでのやりとりに最
適。綺麗にプリントアウトする必要がな
ければ充分。

種類が豊富すぎて何を基準に選んだら良いのか悩むところ。目安になるのは、写真のキメの細
かさを示す＜画素数＞だ。その数値の大きさで価格の差も出てくるので､自分の使い方にあったも
のを選んで購入したい。
データを保存する方法には幾つか種類があるので、自分のパソコンやプリンタで使えるものを
選ぶこと。重要なポイントなので、購入の際､店員さんに相談することをオススメ。
（出典：てんとう虫）

（有）白川オフィスオートメーション

・オペレーション問い合わせ
・コンピュータ関連消耗品
・システム／ソフトウェア問い合わせ
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TEL 0574−74−0013
FAX 0574−72−2008
e-mail soasys@poplar.ocn.ne.jp

レンタルサーバーの詳細
通称及び機能等／コース
金額（１年間前払い）
初期設定費用
インターネット・ホームページ容量
標準サービス
FTP（ファイル転送）
ホームページ作成・運用費用
PHP４（プログラムソフト動作）
CGIPerl５
プログラム作成
データベース PostgreSQL
独自ドメイン取得（１個）
ドメイン移行（１個）のみ
◎ ドメイン利用の場合の
メールアドレス
メールのウイルスチェック
www ログ分析

３，０００円／月
エコノミー
２０,０００円／年

６，０００円／月
スタンダード
５０,０００円／年
無料

２０ＭＢ
１００ＭＢ
アクセスカウンター・メール送信ホーム
無料（ログインアカウント１個）
別途お見積もり致します
△

◎

別途お見積もり致します
×
△
１０,０００円／年 .com／ .Net／汎用.co.jp
（独自ドメインがあり、使用しないことも可能）
５個

３０個
◎
◎
×
×
メールにて対応します。

SSI（特注セキュリティ＆カード決済等）
TELNET（ネットブラウザでアクセス）
サポート
※ 注１．◎無料サービス（年額に含まれます）
※ 注２．○オプションサービス（別途料金が必要です）
※ 注３．△無料サービス（年額・サービスに含まれますが制限があります）
※ 注４．×ご利用できません
パターンＡ

パターンＢ

★ホームページ
５ページまで
★写
真
７点まで
● 変更：年１回 月額リース料 ３,０００円
● 変更：隋 時 月額リース料 ６,０００円
● 変更：ユーザー更新可能
月額リース料１４,０００円

★ホームページ
10 ページまで
★写
真
15 点まで
● 変更：年１回 月額リース料 ５,５００円
● 変更：隋 時 月額リース料１１,０００円
● 変更：ユーザー更新可能
月額リース料２５,０００円
パターンＤ

パターンＣ
★ホームページ
30 ページまで
★写
真
50 点まで
● 変更：年１回 月額リース料１５,０００円
● 変更：隋 時 月額リース料３０,０００円
● 変更：ユーザー更新可能
月額リース料 ６５,０００円

★ホームページ
60 ページまで
★写
真
100 点まで
● 変更：年１回 月額リース料２８,０００円
● 変更：隋 時 月額リース料５８,０００円
● 変更：ユーザー更新可能
月額リース料１００,０００円

※ 上記金額は５年間の契約となります。ホームページも同様に５年間の保守料金も含まれます。
（別途）
※ 上記以外特注パノラマ写真・３Ｄ写真等のホームページも作成代行うけたまわります。
※ 又、特注パノラマ写真・３Ｄ写真等のホームページ作成に必要な機材もレンタル致します。
ご相談ください。

有限会社 白川オフィスオートメーション
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ＴＥＬ ０５７４−７４−００１３

ぱソコン楽習帳最終号のお知らせ
長い間、ご愛読いただきましたぱソコン楽習帳も、今月号（９月号）をもって最終号とさせていただ
きます。今後は、ＩＴ時代の波に乗るといった形でホームページ上にて掲載していきたいと思っており
ます。毎月楽しみにしていただいていたお客様には申し訳ありませんが、次号からは下記ＵＲＬより
「ぱソコン楽習帳」をお楽しみください。
今まで以上に多くのお客様の眼に適う物にするため、スタッフ一同精一杯頑張りますので、今後とも
ご支援宜しくお願い申し上げます。

http://www1.ocn.ne.jp/˜soa/

●
●
●
●

インターネットやホームページをはじめたいけど、何と何が必要なの？
全社員にメールアドレスを持たせたいなー。どうしたら？
インターネットの手続きってどうやるの？
料金は高いの？システム管理者はどうするの？
白川ＯＡインターネット事業部
独自ドメインってどうすれば取れるの？
TEL：0574-74-0013
早い物勝ちってホント？
FAX：0574-72-2008

◎インターネット接続サービス
◎ホームページ作成
＆管理サービス

白川ＯＡではインターネット接続のお手伝いをして

います。インターネットが使えるように設定した
い、メールの使い方が知りたい、ホームページを作
りたい等のご要望は上記までお問い合わせ下さい。

◎地域ＨＰに関する各種申し込み、ご相談は下記までご連絡下さい。
白川オフィスオートメーション 白川町河岐 1738 番地ホワイトベル 2F
ＴＥＬ：0574-74-0013 ＵＲＬ：shirakawa-hp.com（奥村・加藤）

地域ホームページ白川

ますます充実！ 情報たっぷり

http://www.shirakawa-hp.com
白川の情報満載！ 見やすくなりました。ご活用ください

岐阜県商工会連合会推薦
白 川 町 商 工 会 推 薦 ケイリマン販売指定店
白川町青色申告会推 薦 Ｎ Ｔ Ｔ 取 次 店
−

有限会社 白川オフィスオートメーション
〒509-1105
岐阜県加茂郡白川町河岐 1738 番地 ホワイトベル2F
ＴＥＬ：0574-74-0013 ／ＦＡＸ：0574-72-2008
Ｅ-Ｍａｉｌ：soasys＠poplar.ocn.ne.jp
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