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首相官邸のホームページは「http://www.kantei.go.jp/」という URL です。
URL は WWW サーバーになっているコンピュータの名前と、情報が保存されているファイルの位
置（フォルダ）、およびそのファイル名を組み合わせたものです。これらの内、コンピュータの中
に「ドメイン名」が含まれています。首相官邸の場合、「kantei.go.jp」がドメイン名です。
ドメイン名はサイトを識別するための名称です。
インターネット上にはたくさんのサイトがあるので、それを認識するためのドメイン名の重複は許
されません。重複を避けるために、ドメイン名は階層構造になっています。ドットを区切りとして、
右端から左に向かって見ていくと大きな枠組みから小さな枠組みになっていることが分かります。
しかし、段階構造になっているだけでは、ドメイン名の重複を避けることはできません。
そこで、世界の各地域や国にドメイン名を管理する機関が存在するのです。ドメイン名の最後に
「jp」と付く日本のドメイン名（「jp ドメイン名」と呼ばれる）は、
「社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター」
「JPNIC」（ジェイ･ピー･ニック）という機関が管理しています。

（出典：中小企業の EC 入門）

インターネットを利用することで、売上や受注が急に増えると楽観する経営者はいない。
しかし、インターネットやＨＰが、今後ますます企業経営に対して重要なファクタとなり、高い必
要性をもっているということは十分認識されている。
ＨＰの開設による絶対的な競争優位は無いが、不利になることもない。ＨＰ上で自社を公開してい
ることは、自分の会社に興味を持ってくれる相手に一種の安心感を与えると考える経営者も存在し
ている。
いったん、インターネットや電子メールを使い始めた経営者の多くは、その必要性を認めている。
しかし、ＨＰを積極的に活用するためには、経営者や従業員が、ある程度インターネットに精通し
ていなければならない。せっかくＨＰを立ち上げても、本業が忙しければ、ＨＰの更新やメールへ
の対応もおろそかになりがち。また、ＨＰへのアクセスには冷やかしも多い。したがって、さまざ
まな手間が掛かることを考えると、経営にインターネットを生かすといっても、経営者本人が精通
してなければ、規模の小さな企業ほどマンパワーの問題から、ハードルは高いのが現状と思われる。
小企業のインターネット利用は、今後も少しずつ進んでいくであろう。その一方で、積極的に利用
を進めていくことができる企業と、利用したくてもできない企業との格差が、より拡大していく可
能性もはらんでいる。
（出典：MonthlyREPORT）

お問い合わせは

白川 OA／加藤・奥村

TEL：0574-74-0013／E-mail：soasys@poplar.ocn.ne.jp
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Windows でよく使われるショートカットキーの一覧です。覚えて使うことで、簡単に素早く操作
が出来るようになります。
Home
End
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+S
F１２
Ctrl+Z
ESC
Ctrl+A
Win+D
Win+E
F４
F２
Ctrl+C
Ctrl+X
Ctrl+V
Ctrl+；
（セミコロン）
ALT+Shift+D
Ctrl+F
Win
Alt+Pnintscreen

行の先頭やページの先頭に移動するときに使う｡動作は、アプリケーションに
よって違う
行の最後へ移動
データや文書の先頭に移動する
データや文書の最後に移動する
上書き保存
名前をつけて保存する （Word、Excel、PowerPoint で有効）
元に戻す
操作の取り消し｡但し、元に戻すのではなく、入力途中の文字を取り消したり、
ダイアログボックスをキャンセルしたりするときに使う
すべて選択
デスクトップを表示する｡２回押すと元に戻る
エクスブローラの起動
同じことを繰り返すときに使う （Word、Excel、PowerPoint で有効）
ファイルの名前の変更｡ Excel の場合は、セルの内容を変更できる
コピー
切り取り
貼り付け
Excel で今日の日付を入力
Word で今日の日付を入力 （但し、毎日変更される）
検索｡Word、Excel ではデータの中から文字を検索｡フォルダでは、ファイル
の検索
スタートボタンを押す
画面のコピー｡ この操作の後ワードなどに貼りつける事が出来る｡
ノートパソコンの場合は、機種によって違う場合がある｡ マニュアル等で確
認を｡

条件によって電気を通したり、通さなかったりする性質を利用してつくられた部品。
コンピュタや家電製品などに使われるＩＣ、メモリ、トランジスタ、ダイオードなども半導体の仲間。
ほとんどがシリコンでできていますが、シリコンが石や砂に含まれているためか、半導体のことを
＜石（いし）＞といったり、その重要性から＜産業の米＞と呼ばれたりします。
（出典：用語辞典）

●

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？ 管理はどうするの？

●

白川ＯＡインターネット事業部
TEL：0574-74-0013
FAX：0574-72-2008

独自ドメインってどうすれば取れるの？
早いもの勝ちってホント？
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■インターネット常時接続（ブロードバンド）を考える■
常時接続の特徴--------------------定額で使い放題
■ インターネット接続の概要
インターネットに接続するには「プロバイ
ダ」と契約します。プロバイダとは、インター
ネット接続業者のことで、ODN、＠NIFTY、
BIGLOBE、DION などが有名。
私たちのパソコンからプロバイダまでは、
「デ
ータの信号」さえ送信・受信できるなら、どん
な方法でも構いません。一番使われているのが
「電話線」です。
パソコンからプロバイダの「アクセスポイン
ト」と呼ばれる番号に電話をかけると、パソコ
ンからプロバイダまでがつながります。プロバ
イダから向うはインターネットですので、これ
でインターネットにつながったことになりま
す。 ただし、厳密にいうと電話なので、パソ
コンからプロバイダまでの間には NTT が存在
します。したがって、「パソコン→NTT→プロ
バイダ→インターネット」となります。パソコ
ンからプロバイダまでをつなぐ方法は電話以外
もあります。ケーブルテレビ、光ケーブル、携
帯電話などです。
脚光を浴びているのが光ファイバで、光なの
で、速度がハンパではありません。
■常時接続とは？
プロバイダのメニューに月 1.500 円で「使い
放題」というのがあります。これは「プロバイ
ダ→インターネット」の部分のことです。
「パソ
コン→NTT→プロバイダ」の部分は、電話回線
の使用料として、NTT から請求されますので、
普通の電話と同じ○分１０円となり、使えば使
うほど、NTT に払うお金が増えます。常時接続
ではありません。
「常時接続」とは、パソコンか
らインターネットまで全部が月○○○円、使い
放題です。ただし、電話もインターネットも使
い放題というわけではありません。インターネ
ットのみに限られていて、電話（通話）は従来
通り、利用します。
■種類はいろいろ
時間を気にせずインターネットができるのは
魅力です。そ こ で、常 時 接 続にしたい 人は、
「ADSL」「フレッツ・ISDN」「CATV」「光フ
ァイバ」などが選択肢です。それぞれの違いは、
パソコンからプロバイダまでのやり取りの方法
です。

CATV や光ファイバーは電話線を使いません
ので、当然「NTT」や「電話番号」は関係あ
りません。
■どこに住んでいるのかが重要
ADSL やフレッツ・ISDN などは、つなぎ方
以外にも値段やスピードが違います。光ファ
イバーが良いように見えますが、提供される
地域が限られています。肝心なのは「自分が
どこに住んでいるか」で、提供地域によって
は、フレッツ・ISFN しか選べないということ
もありえます。光ファイバーは、まだ一部の
大都市圏でしか始められていません。また、
サービスを受けられる地域に住んでいても配
線できない、ノイズが多いなどの理由からダ
メな場合があります。
その点、フレッツ・ISDN はほぼ全国でサー
ビスを受けることができます。導入も、他に
比べると簡単なのが魅力です。速度が一番の
難点ですが、Web で文章を読むことがほとん
どの人なら、気にならないと思います。
CATV は、会社によって全く違っていて、
高いところもあれば、安いところもあり、イ
ンターネットのサービスをやっていないとこ
ろもあります。住んでいる地域の CATV が激
安、高速インターネット接続サービスをして
いるならとってもラッキーです。
ASDL は、電話回線を利用しているにも関
わらず、非常に安価で高速な常時接続を提供
しています。
この ASDL を提供している会社はたくさん
あります。大きく分けると、「パソコン→プロ
バイダ」までを請け負う会社（NTT のフレッ
ツ・ADSL など）と、
「自宅パソコン→プロバ
イダ→インターネット」まで全部を請け負う
会社があります。前者の場合、「プロバイダ→
インターネット」は提供しませんので、別途
プロバイダに入会する必要があります。しか
も ADSL に対応したプロバイダでなければな
らないので、ちょっと面倒が、すでにプロバ
イダに入会していて、しかも、ADSL に対応
しているのなら、手軽に手続きができるので、
逆に簡単といえます。
（出典：電脳通信）
白川 OA

・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

≪繊維別使用洗剤と洗い方≫
綿・麻
絹
毛
レーヨン
アセテート
ナイロン

石鹸か弱アルカリ性合成洗剤。染色の弱いものは中性洗剤をの冷水で洗う。
中性洗剤。40℃以下でつかみ洗いなど。染色の弱いものは洗液に酢を加えて手
早く洗う。
中性洗剤。手で軽く押し洗いをする程度。洗濯温度は洗いからすすぎまで 30
〜40℃。
石鹸か弱アルカリ性合成洗剤をぬるま湯に溶かした中で、押し洗いなど。
中性洗剤。40℃以下で押し洗いなど。
中性洗剤を溶かした液を用い、ネットを使用して手洗い。

≪取扱絵表示≫
水温 40℃が限度

水温 40℃が限度で、弱水流か
手洗い

水温 30℃が限度で、手洗い

水洗いはできない

塩素系漂白剤が使える

塩素系漂白剤は使えない

ドライクリーニングできるが
パークロルエチレンか石油系
溶剤を使用する

ドライクリーニングできるが
石油系溶剤を使用する

ドライクリーニングはできな
い

手でしぼるときは弱く、脱水機
では短時間でしぼる

絞ってはいけない

つり干し

日陰でつり干し

全体を平らな所で広げて干す

日陰で全体を平らな所で広げ
て干す

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
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