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◎ サーチエンジンへの登録
ホームページを探す場合、Yahoo や goo
などのサーチエンジン（ホームページを
検索するシステム）を使うことが一般的
です。つまり、そのサーチエンジンの検
索結果にあなたの会社のホームページが
現われることが、簡単でかつ一番の宣伝
になります。
サーチエンジン名

１．サーチエンジンへ登録しよう
２．ロボット型サーチエンジンのためのキーワ
ード対策をとろう
３．サーチエンジンや優良サイトへバナー広告
を掲載しよう
４．メールマガジン広告にホームページの紹介
をしよう
５．あらゆる媒体に URL を記載しよう

アドレス

登録フォームアドレス

goo

www.goo.ne.jp/

www.goo.ne.jp/help/door/url.html

infoseek

japan.infoseek.com/

japan.infoseek.com/Help?sv=JP&amp;pg=help_addurl.html

LYCOS

www.lycos.co.jp/

search.lycos.co.jp/help/add_url.html

Google

www.google.co.jp/

www.google.com/intl/ja/addurl.html

フレッシュアイ

www.fresheye.com/

www.fresheye.com/url/url_top.html

Yahoo!JAPAN

www.yahoo.co.jp/

www.yahoo.co.jp/docs/howto/chapters/10/1.htm

あらゆる媒体に URL を記載する
ホームページの URL(ホームページのアドレス)を名刺や封筒などに印刷する企業も多くなってき
ています。ノベルティー商品（カレンダー・メモ帳・手帳・マウスパッドなど）、カタログ、看板な
どあるゆる媒体にアドレスをのせることがより多くの人に広報する手段になります。一見必要なさ
そうなものでも URL を記載しましょう。試供品などに URL を記載してアクセスを促せば、マーケ
ティングツールとしても利用価値の高いものになります。
◎ 定期的な更新は必須です
インターネットユーザは新鮮な情報に敏感です。いつまでも同じコンテンツを載せていたり、情報の
更新度の低いホームページは見捨てられてしまいます。常に新しい情報を頻繁に更新して、ユーザを
掴んで離さない努力が必要です。
（出典：仕事とパソコン）
◎

・ アクセスアップ速効ネット
http://www.sokko.net/
・ アクセスアップ大作戦！
http://www.2.plala.or.jp/ivjkiz/

お問い合わせは

白川 OA／加藤・奥村

アクセス数をアップさせるためのポイントを教
えてくれるサイト。アクセス数アップの基本的な
ことから、HP 作成支援リンク集、裏技集などが
あります。アクセス数に頭を悩ませている人には
参考になる情報ばかり。

TEL：0574-74-0013／E-mail：soasys@poplar.ocn.ne.jp

・オペレーション問い合わせ
白川ＯＡ
・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

＜夏休みホテル・旅館予約サイト＞
一休.com

アイテルホテル予約

高級ホテル・旅館が、最大 60％割引で予
約できるサイト。高級ホテルに宿泊した
いなら必ずチェックしたい。会員登録（無
料）をすると、高級ホテルのスィートル
ームをオークションで落札する「e オー
クション」も利用可能。

ビジネスホテル や国内の旅館の予約がで
きる。「わがまま予約」では「夜景がきれ
いなホテルを希望」など具体的な質問を送
ると、ホテルをピックアップしてくれる。
新規会員登録者(無料)には、豪華ディナー
コース券（ペア）や旅行券が当たるなど特
典が多い。

http://www.ikyu.com/

http://www.itel-hotel.com/

トクートラベル

宿ぷらざ

直前の空室の有効活用により、従来では
考えられないような低価格料金で宿泊
ができる。最大 95％割引あり！パブリッ
ク会員（無料）は、一泊の予約につきひ
とり 840 円の利用料が必要。プレミアム
５会員（年会費 3780 円）は、５人まで
利用料無料。

ビジネスホテルをはじめ、格安の国内旅
行もさまざまなプランが用意 されてい
る 。 ト ッ プ ペ ー ジに あ る 「 宿 ぷ ら ざ
Original プラン」のコーナでは、期間限
定で格安ホテルが用意されるので要チェ
ック。ビジネスマンやカップルにとくに
おススメ！

http://www.coo.ne.jp/

http://www.yadoplaza.com/

■仕事には、二通りしかない。
カッコイイけど、
好きでもない仕事と
カッコ悪いけど、好きな仕事。
カッコ悪いけど好きな仕事を選
ぼう。きっと仕事が楽しくなる。
笑顔で働けるよ。

どうすれば、仕事の迷いを断ち切ることができるのでしょ
うか？ あなたは、今、二つの仕事のうち、どちらを選ぶ
かで迷っています。すべての人が、その二通りの仕事のう
ちどちらを選ぶかで、迷っています。お金が儲かる仕事と、
儲からない仕事ではありません。カッコイイ仕事と、カッ
コ悪い仕事ではありません。好きな仕事と、好きでもない
仕事です。
世の中には、カッコ悪くても好きな仕事をしている人と、
カッコイイ仕事でもガマンしながらしている人の二通りし
かないのです。どちらを選ぶのも、あなたの自由です。

②
③
④
⑤

パソコンを使えるようになる為の発想術
① とにかく使ってみること
② 専門用語を覚えようとしないこと
③ 本当に必要な機能だけを使うこと
④ 全てをやろうとしないこと
ＩＴを上手に利用するための発想術
①

ＩＴ時代、経営者のための発想術
① 定年退職をした年配の人を雇う
② 若さと経験が生きるところを見極める

ＩＴを理解するにはその本質を考える

白川 OA インターネット事業部
● ISDN について知りたい
● インターネットを始めたい
● ホームページを作ってみたい

●
●
●
●

ＩＴを過信しない
既存の作業をＩＴに置き換える
Ｅメールはビジネスツールとして必須
無駄なホームページは作らない

パソコンを始めたい
メールの使い方を教えて欲しい
LAN について知りたい
新たに商売を始めたい
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こんなとき
ご連絡ください
電話 0574-74-0013
FAX 0574-72-2008

パソコン用語解説＜１＞
○メニューバー→「機能の一覧バー」
ワードやエクセルなどを起動すると、「ファイル 編集 表示 挿入 書式 ツール」などと書
いてある棒が表示されます。これは「メニューバー」といい、そのソフトでできる操作が一覧にな
っています。
○ツールバー→「よく使う機能のアイコンバー」
メニューバーの上か下に、さまざまなアイコンボタンが並んでいるのが「ツールバー」。これは、
メニュー項目のなかで特によく使う便利な機能を取り出して、ボタン表示にしたもの。たとえば、
ファイルを上書き保存するとき、通常はメニューバーの｢ファイル｣→「上書き保存」を選択します
が、ツールバーのボタンを押しても同じ結果が得られます。印刷や書体の変更なども、ツールバー
のアイコンボタンで簡単に実行することができます。
Windows では、「ツール（tool）」という言葉をよく見かけます。ツールは、「用具」「道具」「工
具」という意味。職人が便利に仕事をするための道具、という意味から、Windows でも「設定や
操作を便利にする機能」という意味合いで使われています。
パソコン用語解説＜２＞
「マイドキュメント」は何のためにある？ →「大型収納ケース」です。
Windows のデスクトップ上には、「マイドキュメント（My Documents）」というフォルダが
あります。「私の書類入れ」で、Windows で作成したさまざまなデータファイルを収納する大型
の収納場所、と考えてください。
この大型の収納場所の中には、あらかじめ写真や絵を収納する「My Picture」フォルダがありま
す。その他にも、自分が使いやすいようにフォルダを作っておくと、すっきり整理することができ
ます。いってみれば、家の中の大きなクローゼットがあって、その中にいくつかの収納ケースがあ
る、といった感じです。収納ケースに「夏服」「冬服」
「スーツ」｢下着｣など、わかりやすい名前を
つけるのと同じように、マイドキュメント内のフォルダにも、わかり
やすい名前をつけて保存をするとよいでしょう。
なお、新しいフォルダはマイドキュメント内の何もない
ところで右クリックし、表示されたメニューの「新規作成」
→「フォルダ」を選択すると作成できます。わかりやすい
名前に変更しておきましょう。
パソコン用語解説＜３＞
「Alt」キーの意味は？ →交替キーと訳しましょう。
[Alt]キーと他のキーを一緒に押すと、さまざまな機能を実行することができます。
たとえば、[Alt]キーと[Ｆ４]キーを一緒に押すと、ウインドウを閉じる機能が、[Alt]キー
と[スペース]キーを押すと、ウインドウのサイズを変更する機能が実行されます。
[Alt]とは、Alternate（オルタネイト）の略で、「交互」「交替」という意味。[Alt]キーを押すこと
によって、他のキーが本来もっている機能を交替する役割を果たします。
●
●
●
●

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

白川ＯＡではインターネット接続のお手伝いをして

◎ホームページ作成
＆管理サービス

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。
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日差しの季節にビタミン C&E
この時期の紫外線対策としては、日傘･長袖･
帽子などを利用したり、サンスクリーンを塗る
のが効果的ですが、それでも当たってしまう紫
外線に対しては、体の中から予防線をはりまし
ょう。特に、ビタミンＣと E は、抗酸化ビタ
ミンと呼ばれ、紫外線によって生まれる活性酸
素を失活させます。また、ビタミン C は、そ
れ自身抗酸化作用をもちますが、失活したビタ

ミン E の抗酸化作用を再生する働きもあるの
で、一緒に摂るとより効果的です。さらに、
ビタミン C には、しみ、そばかすの原因とな
るメラニン合成を抑える作用があり、コラー
ゲン合成にも不可欠です。つまり、ビタミン
C と E は、健康と美容には欠かせない栄養素
というわけです。 （出典：COMMUNITY）

フランスワインというと、ボルドーやブルゴー
ニュなど高級ワインが有名で、重厚な味わいのイ
メージがありますが、軽くて気軽に飲めるワイン
もたくさん作っています。
その代表的な生産地がプロヴァンス。ここはフ
ランスでもワインの歴史が最も古く、なんと紀元
前 600 年ごろからワイン造りが始められたとい
う由緒ある地方です。中でも有名なのがロゼワイ
ン。プロヴァンス地方はフランスで最大のロゼワ
イン生産量を誇っているのです。
「ロゼワインは甘い」というイメージがありま
すが、プロヴァンスのロゼは辛口。でも、果実の
甘味が感じられる、爽やかでフル−ティなすっき
りタイプ。どんな食事にもあわせやすく、ごくご
く飲めるワインです。
◆ ロゼワインってどうやって作るの？
ここで、ちょっとだけお勉強。ロゼワインって
どうやって作るのかご存知ですか？
実は、途中までは赤ワインと同じなんです。赤
ワイン用と同じ果皮の黒いブドウ、つまり搾ると
赤いジュースになるブドウを使い、これをつぶし
て発酵させます。
果皮の中の赤い色素が次第にワインに移りま
すが、最後まで放っておくと赤ワインになってし
まうので、ほんのり美しいピンク色になったあた

りで果皮と種をとりのぞくのです。
こうしてつくられるのがロゼワイン。赤ワ
インの特徴である「コク」が適度にあり、ま
た、白ワインの「すっきりした口当たり」も
楽しめるので、ロゼワインは「赤と白のおい
しいとこ取り」をしたワイン、と言えるかも。
ちなみに、最後まで発酵させると辛口に、
途中で発酵を止めて糖分を残すと、その分だ
け甘口に仕上がります。
フランスでは、いろんな食材がいっぺんに
出てくるアジアの料理に、ほどよいコクのプ
ロヴァンス を合わせるのが定番になってい
るようです。
◆ 夏ならではのロゼワインの飲み方
夏にはカクテル 風にロックで飲むのがお
勧め。ワインを氷で割るなんて 邪道じゃな
い？と思うかもしれませんが、本場フランス
で特に女性に流行りなのが「ロゼワインをロ
ックで」という飲み方。透き通ったピンクの
ワインに氷がキラキラと反射して、とっても
オシャレで、おいしいんです。飲んでる女性
を美しくしてしまうかも・・・。
（出典：COMMUNITY）

地域ホームページ白川より、白川 OA Web サービスの
コーナー内にありますバナーをクリックしてお入りください。
地域ホームページ白川

http://www.shirakawa-hp.com
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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