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印刷がかすれる原因は大きく分けて３つ考えられます。
１つはインク･･･
一色でも減ってくると仕上がりの色が変わったり、かすれたりします。プリンタ
の設定ページで残量表示をチェックしてみましょう。インクがまだ十分あるのにかすれる場合はイ
ンクを噴出すノズル部分が詰まっている場合もあります。多くのプリンタには詰まりを直すクリー
ニング機能がついていますので、マニュアルを参照してメンテナンスして下さい。年に数回しか使
わない場合はインクが古くなっていることも考えられます。インクの寿命は半年を目安に交換する
と安心。
２つ目は用紙･･･
特殊な紙だとかすれる場合があります。画用紙などデコボコの紙やツルツルのフィルムはきれいに
な印刷に向いていません。紙の厚みも影響します。特殊効果を狙う時以外は純正用紙が一番。
インクも用紙も純正。クリーニングもしている場合・・・・
プリンタドライバをアップデート。お使いのプリンタメーカの HP から、該当するドライバをダウ
ンロードして再インストールします。
ここまでやってもダメな時はあきらめてメーカに問い合わせ｡保証期間中ならほとんどの場合、無料
で直してくれます。
（出典：日本経済新聞）
ビジネス格言集①
大西洋を横断した男の陰になった人がいる。リンドバーグより飛行士としての腕前は上だったのに、
二番目に大西洋を単独横断したバート・ヒングラーの名前を知る人は少ない。拙速でも先に飛んだ
もの勝ちだ。同じ性能であれば人は業界二位のメーカーの商品より、一位のメーカーのものを手に
するというから、やはり一番になることが大事。
（出典：日本経済新聞）

販売元
紀伊国屋書店
丸

善

販売形態
店頭販売とネット書店
(http://bookweb.kinokuniya.co.jp)
店頭販売とネット書店
(http://bwww.maruzen.co.jp)

スカイソフト

ネット書店のみ
(http://www.skysoft.co.jp)

アマゾン
ジャパン

ネット書店のみ
(http://www.amazon.co.jp)

日本洋書販売
（ヨーハン）

小売店を通じた店頭販売のみ

特

徴

店頭販売の値段を最大 33％引下げ
日本橋店での店頭販売の値段を最大
35％引下げ。1 月末まで（延長検討中）
買い上げ代金 1500 円以上は送料無料
提携書店店頭での引取りも可能で送
料無料。ポイントサービスあり。
買い上げ代金 1500 円以上は送料無料
在庫が大量にあり、24 時間以内に発
送される本も多数。
卸売価格を最大４０％値下げ
（出典：日本経済新聞）

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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◆大型ならプラズマ
「新三種の神器」の 1 つ薄型テレビ。薄型と言っても、プラズマテレビと液晶テレビの２種類があ
り、動画の滑らかさや消費電力などに一長一短があるが、５０Ｖ型以上の大型なら全てプラズマ。
液晶も大型化が進んでいるが、４２Ｖ型が最大。自ら発光するプラズマは画面の応答速度が速く、
サッカーなど動きの速い映像も残像がなく見やすい。一番売れているのは３７〜４２Ｖ型で価格は
４０〜７０万が相場。液晶よりも価格が安いことも売り材料だ。白や黒の表現力も優れ、暗くした
部屋で映画館のような雰囲気を楽しみたい人にも向いている。
◆リビングには液晶
家庭のリビングに置くのなら液晶の方が絶対に良い。パネルの背後から光を当てて映像を映し出す
液晶は、ブラウン管やプラズマより画面が明るく、蛍光灯などの光の反射も気にならない。消費電
力がプラズマの 2／3 程度で寿命が長いことも特徴。弱点は早い動画では少し残像が残ることや、
斜めから見にくいという視野角の狭さ。技術の進歩で以前より改良されている。液晶の場合は３２
Ｖ型が売れており、相場は４５万〜５０万。プラズマと違って１３Ｖ型
などキッチンに手軽に置けるサイズもある。
◆最後は自分の目で
薄型は急拡大を続け、２００８年の国内需要台数ではプラズマが１５０
万台、液晶（１０V 型以上）が６９０万台の見込み。液晶が優勢なのは、
小型から大型まで画面サイズの品揃えが豊富なことが背景にある。購入
のポイントとして「まずテレビを使う目的をはっきりさせる。その上で
店頭で見比べて欲しい」。同じプラズマや液晶画面でも、メーカにより
色合いが異なるためで、最後は「自分の目」が購入の決め手になりそう
だ。薄型テレビはまだ高価だが、液晶とプラズマの主戦場である大きさ
の３２V 型は、この１年間で約２割値下りした。売れ行きは当分、右肩
上がりが続きそうだ。
（出典：中経）

【状況編】
インターネットで見た WEB サイト履歴を削除する方法
①抗議・クレームへの対応
＜INTERNET EXPLORER＞を開いて
②謝罪や重要な依頼、緊急時の連絡
WEB サイトを閲覧している場合
③社外秘にあたる文書のやりとり
①アドレスバーの上に＜標準のボタン＞の列がある。
④他人の話、うわさ話
②＜ツール＞にある＜インターネットオプション＞
⑤(紋切り型の)転勤・異動のあいさつ
をクリック。
【用法編】
③＜全般＞のページに＜履歴＞があり、履歴を残す日数
⑥返信の丸ごと引用
を入れるようになっている。
⑦質問や問いかけの多用
この数字を＜０(ゼロ)＞にしておいた方が良い。
⑧[CC](同報)の多用
④＜履歴のクリア＞をクリックし、確認の問い合せに
⑨文章の長さのバラツキ
⑩返信に何日もかける
（出典：日経） ＜YES＞と答えれば履歴が削除される。
●
●
●
●

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？
白川ＯＡインターネット事業部
インターネットの手続きってどうやるの？
TEL：0574-74-0013
料金は高いの？システム管理者はどうするの？
FAX：0574-72-2008
独自ドメインってどうすれば取れるの？
早い物勝ちってホント？
白川ＯＡではインターネット接続のお手伝いをして

◎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

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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右図キーボード の□のキー
は何でしょう？

アルファベット でもひらがな
でもＯＫ。貴方は、いくつ解り
ますか？
パソコン検定試験の一例です。
答えは自分のパソコンのキー
ボードを見て下さい。

外務省ホームページ

Travel.co.jp
旅の窓口

バスたびどっとコム
はとバスオンライン

温泉ナビ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/
海外旅行前にチェックしたい外務省のページ。渡航関連情報、海外安全や
パスポートの情報がある
http://www.travel.co.jp
80 社以上のツアー・格安航空券を検索・比較できる旅行ポータルサイト。
最安値も一目でわかる
http://www.mytrip.net
総合旅行情報の定番サイト
http://www.bus-tabi.com
東海地区発のバスツアーが検索・予約できるサイト。クーポン券や旅のノ
ウハウが掲載されている
http://www.hatobus.co.jp
バス観光の老舗はとバスのホームページ。季節のバス旅の検索が出来る
http://www.onsen-navi.net
全国の温泉宿や温泉施設を検索できるサイト。写真、泉質、料金、料理、
特典情報など情報が豊富

・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

白川 OA

ＴＥＬ：0574-74-0013
ＦＡＸ：0574-72-2008
e-mail：soasys＠poplar.ocn.ne.jp

何から始めればいいの？？？
★
★
★
★

ホームページを作りたいけど、まず何をすればいいの？
業務の効率アップにはどんなＩＴ化が必要？
顧客の管理・対応をきちんとするためのノウハウは？
今使っているパソコンやソフトをもっと仕事に活用したい・・・！
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こんな 時は 白川ＯＡ
にお問合せ下さい。
ＴＥＬ：0574-74-0013
ＦＡＸ：0574-72-2008

貴方の血液の状態を自己採点
① 魚介類より肉類の方を良く食べる
② 生野菜は嫌い
③ ネギ、タマネギはあまり食べない
④ タバコを吸う
⑤ 晩酌程度に毎日お酒を飲む
⑥ あまり運動しない
⑦ よく汗をかく
⑧ どちらかというと肥満体系
⑨ いくらなど魚卵類が大好き
⑩ 水分はあまり摂らない方

﹁課長いる？﹂
返ったこたえは
﹁いりません﹂

第 16 回：タバコより 体に悪い 妻のグチ
第 15 回：デジカメの エサはなんだと 孫に聞く
第 14 回：ドットコム どこが混むのと 聞く上司
第 13 回：プロポーズ あの日に帰って ことわりたい
第 12 回：コストダウン さけぶあんたが コスト高
第 11 回：わが家では 子どもポケモン パパノケモン
第 10 回：「早くやれ」 そう言うことは 早く言え
第９回：「ゴハンよ」と 呼ばれて行けば タマだった
第８回：やせてやる!! これ食べてから やせてやる!!
第７回：連れ込むな! 私は急に 泊まれない!
第６回：いい家内 10 年経ったら おっ家内
第５回：まだ寝てる 帰ってみれば もう寝てる
第４回：ボディコンを 無理して着たら ボンレスハム

（出典：第一生命サラリーマン川柳）

人間の血管を一本につなげると、地球の二週半にも
及ぶという 。ここには食生活や加齢などが原因で
様々な症状があらわれる。血液がどろどろした状態
になる高脂血症がその一つ。これは悪玉と呼ばれる
ＬＤＬコレステロールや中性脂肪の過剰などで起き
る。動脈内部に付着して動脈硬化の原因となり、脳
梗塞などに見舞われやすくなる。特に男性 45 歳以
上、女性 55 歳以上が注意。
「LDL コレステロールが
血液１? 中 140mg 以上」などの基準に達すると高
脂血症と診断
20 点以上＝危険
12 点以上＝要注意
（出典：日本経済新聞）

□
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＜採点方法＞はい＝３点、どちらでもない＝１点、いいえ＝０点で計算して合計

Ｑ.
Ｑ.

木星には地面がないってホント？

本当！太陽系の惑星の中でも木星、土星、天王
星、海王星には地面がなく、星の表面は液体状
の水素の層でできている。
Ｑ.

星はなにからできているの？

宇宙にただよう希薄な「星間ガス（主に水素）」
と「ちり」が集まって「分子雲」となり、やがて
その重み（重力）によって収縮し、星はできてい
く。

星はどんな一生をおくるの？

太陽ぐらいの大きさの星は、中心部の水素が燃え尽きると、大きく膨張して「赤色巨星」となる。
その後「惑星状星雲」をつくり、その中心に「白色矮星」ができる。一方太陽の８倍より重い星は、
「赤色超巨星」となり、超新星爆発をおこし中性子星かブラックホールを残す。ちなみに太陽の年
齢は 45 億年と推定され、ちょうど一生の中間地点くらいである。

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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