
★★★★ オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！ ★★★★私は運動というのが苦手で、学校を卒業してからほとんど運私は運動というのが苦手で、学校を卒業してからほとんど運私は運動というのが苦手で、学校を卒業してからほとんど運私は運動というのが苦手で、学校を卒業してからほとんど運

ザザザザ ツツツツ ククククガガガガ

新人が作った ニュースレター

2009年9月号【【【【Vol.2】】】】

こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。 フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。

前回号で、夏本番って書いておきながら前回号で、夏本番って書いておきながら前回号で、夏本番って書いておきながら前回号で、夏本番って書いておきながら…今年の夏は過ごしやすい今年の夏は過ごしやすい今年の夏は過ごしやすい今年の夏は過ごしやすい

日が多かったように思います。日が多かったように思います。日が多かったように思います。日が多かったように思います。

私個人としては、昼間は蒸し蒸しと湿気が気になりましたが、夕方と私個人としては、昼間は蒸し蒸しと湿気が気になりましたが、夕方と私個人としては、昼間は蒸し蒸しと湿気が気になりましたが、夕方と私個人としては、昼間は蒸し蒸しと湿気が気になりましたが、夕方と

か夜とかに涼しさを感じる日が例年より多いと思いました。今年も我か夜とかに涼しさを感じる日が例年より多いと思いました。今年も我か夜とかに涼しさを感じる日が例年より多いと思いました。今年も我か夜とかに涼しさを感じる日が例年より多いと思いました。今年も我

が家では、エアコンを一回も使わずに夏を乗り切れそうですよ！今が家では、エアコンを一回も使わずに夏を乗り切れそうですよ！今が家では、エアコンを一回も使わずに夏を乗り切れそうですよ！今が家では、エアコンを一回も使わずに夏を乗り切れそうですよ！今

年の夏で、年の夏で、年の夏で、年の夏で、2年連続でエアコンを使ってないのですが年連続でエアコンを使ってないのですが年連続でエアコンを使ってないのですが年連続でエアコンを使ってないのですが…これってエコこれってエコこれってエコこれってエコ

ポイント発生しないですかね？？ポイント発生しないですかね？？ポイント発生しないですかね？？ポイント発生しないですかね？？

さて、もうさて、もうさて、もうさて、もう9月ですね。夏も終わりに向かって行きます。食欲の秋の月ですね。夏も終わりに向かって行きます。食欲の秋の月ですね。夏も終わりに向かって行きます。食欲の秋の月ですね。夏も終わりに向かって行きます。食欲の秋の

前に、夏らしいことは今のうちに！！前に、夏らしいことは今のうちに！！前に、夏らしいことは今のうちに！！前に、夏らしいことは今のうちに！！

私がした今年の夏らしいことは私がした今年の夏らしいことは私がした今年の夏らしいことは私がした今年の夏らしいことは…友達とバーベキューをしに那須へ友達とバーベキューをしに那須へ友達とバーベキューをしに那須へ友達とバーベキューをしに那須へ

行ったことと、東京湾の花火をかなり近い場所で見たことです。行ったことと、東京湾の花火をかなり近い場所で見たことです。行ったことと、東京湾の花火をかなり近い場所で見たことです。行ったことと、東京湾の花火をかなり近い場所で見たことです。

那須は、ほんとに避暑地ってあるんだと実感しました（笑）半袖は寒那須は、ほんとに避暑地ってあるんだと実感しました（笑）半袖は寒那須は、ほんとに避暑地ってあるんだと実感しました（笑）半袖は寒那須は、ほんとに避暑地ってあるんだと実感しました（笑）半袖は寒

かったですかったですかったですかったです…雨が降ったり止んだりしている中ではありましたが、と雨が降ったり止んだりしている中ではありましたが、と雨が降ったり止んだりしている中ではありましたが、と雨が降ったり止んだりしている中ではありましたが、と

てもおいしい食事をすることが出来ました。てもおいしい食事をすることが出来ました。てもおいしい食事をすることが出来ました。てもおいしい食事をすることが出来ました。

そして深夜近くには晴れ間が広がり、都会では見ることのできないそして深夜近くには晴れ間が広がり、都会では見ることのできないそして深夜近くには晴れ間が広がり、都会では見ることのできないそして深夜近くには晴れ間が広がり、都会では見ることのできない

星空見てとても感動と興奮をおぼえました。久しぶりに見たのもあり、星空見てとても感動と興奮をおぼえました。久しぶりに見たのもあり、星空見てとても感動と興奮をおぼえました。久しぶりに見たのもあり、星空見てとても感動と興奮をおぼえました。久しぶりに見たのもあり、

小学生の時に行ったキャンプを思い出したりしてなんだか懐かしい小学生の時に行ったキャンプを思い出したりしてなんだか懐かしい小学生の時に行ったキャンプを思い出したりしてなんだか懐かしい小学生の時に行ったキャンプを思い出したりしてなんだか懐かしい

気分になりました。たまの贅沢に自然の中に行くのもいいものです気分になりました。たまの贅沢に自然の中に行くのもいいものです気分になりました。たまの贅沢に自然の中に行くのもいいものです気分になりました。たまの贅沢に自然の中に行くのもいいものです

ね！！ね！！ね！！ね！！

花火は、某企業の看板がかなり目立ってました（笑）が、その看板の花火は、某企業の看板がかなり目立ってました（笑）が、その看板の花火は、某企業の看板がかなり目立ってました（笑）が、その看板の花火は、某企業の看板がかなり目立ってました（笑）が、その看板の

後ろ側で上がる花火は迫力満点でした。辺りに響く花火の音は心地後ろ側で上がる花火は迫力満点でした。辺りに響く花火の音は心地後ろ側で上がる花火は迫力満点でした。辺りに響く花火の音は心地後ろ側で上がる花火は迫力満点でした。辺りに響く花火の音は心地

よく、夏だな～としみじみと感じられる日を過ごしました。よく、夏だな～としみじみと感じられる日を過ごしました。よく、夏だな～としみじみと感じられる日を過ごしました。よく、夏だな～としみじみと感じられる日を過ごしました。

皆様の今年の夏はどのように過ごされましたか？皆様の今年の夏はどのように過ごされましたか？皆様の今年の夏はどのように過ごされましたか？皆様の今年の夏はどのように過ごされましたか？

この度、弊社では、この度、弊社では、この度、弊社では、この度、弊社では、ニュースレターを発行ニュースレターを発行ニュースレターを発行ニュースレターを発行していくことになりました！内容は、していくことになりました！内容は、していくことになりました！内容は、していくことになりました！内容は、

毎回未定ですが、いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそう毎回未定ですが、いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそう毎回未定ですが、いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそう毎回未定ですが、いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそう

な情報を選りすぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎な情報を選りすぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎な情報を選りすぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎な情報を選りすぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎

月月月月1回。発行日は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、回。発行日は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、回。発行日は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、回。発行日は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、

それに合わせて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜それに合わせて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜それに合わせて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜それに合わせて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜

しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

名前 ：北見大樹

年齢 ：27歳（勤続3年目です）

血液型 ：A型（でも、掃除が苦手）

星座 ：おひつじ座（妹も同じ星座なの

で、星占いは信じられない）

出身 ：葛飾区新小岩（寅さんは柴又）

弊社では、従業員数は限られておりますが、

オフィスのトータルプランナーとして、

貴社オフィスのお困りごとを解決し、その後の

サポートをさせて頂く体制を整えています。

何かありましたら、お気軽にご連絡下さい。
TEL：03-3816-2880 FAX：03-3818-3534

HP検索は、『フタバビジネス』で！

★★★★ オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！ ★★★★私は運動というのが苦手で、学校を卒業してからほとんど運私は運動というのが苦手で、学校を卒業してからほとんど運私は運動というのが苦手で、学校を卒業してからほとんど運私は運動というのが苦手で、学校を卒業してからほとんど運

動をすることがなかったのですが、最近体力も落ち、いろい動をすることがなかったのですが、最近体力も落ち、いろい動をすることがなかったのですが、最近体力も落ち、いろい動をすることがなかったのですが、最近体力も落ち、いろい

ろ考えた結果ランニングを始めることにしました。新小岩にろ考えた結果ランニングを始めることにしました。新小岩にろ考えた結果ランニングを始めることにしました。新小岩にろ考えた結果ランニングを始めることにしました。新小岩に

は大きな公園があるのですが、そこで走っていると不思議には大きな公園があるのですが、そこで走っていると不思議には大きな公園があるのですが、そこで走っていると不思議には大きな公園があるのですが、そこで走っていると不思議に

思うことがありました。世界陸上もあったことですし、スポー思うことがありました。世界陸上もあったことですし、スポー思うことがありました。世界陸上もあったことですし、スポー思うことがありました。世界陸上もあったことですし、スポー

ツの雑学をご紹介します。ツの雑学をご紹介します。ツの雑学をご紹介します。ツの雑学をご紹介します。

★陸上トラック競技は左回り★陸上トラック競技は左回り★陸上トラック競技は左回り★陸上トラック競技は左回り 理由は何で？？理由は何で？？理由は何で？？理由は何で？？

陸上競技のトラックは右回りではなく、左回りに走者陸上競技のトラックは右回りではなく、左回りに走者陸上競技のトラックは右回りではなく、左回りに走者陸上競技のトラックは右回りではなく、左回りに走者

が走ります。これにはが走ります。これにはが走ります。これにはが走ります。これには1913191319131913年陸上国際連盟が年陸上国際連盟が年陸上国際連盟が年陸上国際連盟が『『『『左手左手左手左手

が内側になるように走らなければいけないが内側になるように走らなければいけないが内側になるように走らなければいけないが内側になるように走らなければいけない』』』』という規という規という規という規

定を作ったことがきっかけです。定を作ったことがきっかけです。定を作ったことがきっかけです。定を作ったことがきっかけです。

この規定が作られた一つの理由としては、人間の軸この規定が作られた一つの理由としては、人間の軸この規定が作られた一つの理由としては、人間の軸この規定が作られた一つの理由としては、人間の軸

足は左足の場合が多いことが関係しています。左足足は左足の場合が多いことが関係しています。左足足は左足の場合が多いことが関係しています。左足足は左足の場合が多いことが関係しています。左足

が軸足の場合、カーブを曲がる際に左足に体重をかが軸足の場合、カーブを曲がる際に左足に体重をかが軸足の場合、カーブを曲がる際に左足に体重をかが軸足の場合、カーブを曲がる際に左足に体重をか

け、体を傾けながら右足で加速して走るので、左回りけ、体を傾けながら右足で加速して走るので、左回りけ、体を傾けながら右足で加速して走るので、左回りけ、体を傾けながら右足で加速して走るので、左回り

の方が自然に走れるということなんです。の方が自然に走れるということなんです。の方が自然に走れるということなんです。の方が自然に走れるということなんです。

実際規定が定まる前に右回りで大会が行われたこと実際規定が定まる前に右回りで大会が行われたこと実際規定が定まる前に右回りで大会が行われたこと実際規定が定まる前に右回りで大会が行われたこと

があるのですが、不自然だとか走りにくいとかクレーがあるのですが、不自然だとか走りにくいとかクレーがあるのですが、不自然だとか走りにくいとかクレーがあるのですが、不自然だとか走りにくいとかクレー

ムがあったとかないとか。野球やスピードスケートなムがあったとかないとか。野球やスピードスケートなムがあったとかないとか。野球やスピードスケートなムがあったとかないとか。野球やスピードスケートな

んかも左回りですが、人間の足の機能の違いから理んかも左回りですが、人間の足の機能の違いから理んかも左回りですが、人間の足の機能の違いから理んかも左回りですが、人間の足の機能の違いから理

にかなったものだったのですね。にかなったものだったのですね。にかなったものだったのですね。にかなったものだったのですね。

いつも私は夜走るのですが、なかなか気持ちがいいですし、いつも私は夜走るのですが、なかなか気持ちがいいですし、いつも私は夜走るのですが、なかなか気持ちがいいですし、いつも私は夜走るのですが、なかなか気持ちがいいですし、

走れる量が増え喜びも感じます。走れる量が増え喜びも感じます。走れる量が増え喜びも感じます。走れる量が増え喜びも感じます。

私にとっては、良い趣味を見つけられたみたいです！私にとっては、良い趣味を見つけられたみたいです！私にとっては、良い趣味を見つけられたみたいです！私にとっては、良い趣味を見つけられたみたいです！

ザザザザ ツツツツ ククククガガガガ

編集者自己紹介

新人が作った ニュースレター

2009年9月号【【【【Vol.2】】】】

今回から数回にわたって紹介する小ネタは今回から数回にわたって紹介する小ネタは今回から数回にわたって紹介する小ネタは今回から数回にわたって紹介する小ネタは

世には星の数ほど！？公開されているけど、世には星の数ほど！？公開されているけど、世には星の数ほど！？公開されているけど、世には星の数ほど！？公開されているけど、

○使い方が分からない○使い方が分からない○使い方が分からない○使い方が分からない… とかとかとかとか

○ウイルスの心配が○ウイルスの心配が○ウイルスの心配が○ウイルスの心配が… とかとかとかとか

○ほんとに使えるか分かんない○ほんとに使えるか分かんない○ほんとに使えるか分かんない○ほんとに使えるか分かんない…

○調べている時間もない○調べている時間もない○調べている時間もない○調べている時間もない…とととと

玄人向けになってしまっている、フリーウエ玄人向けになってしまっている、フリーウエ玄人向けになってしまっている、フリーウエ玄人向けになってしまっている、フリーウエ

アと呼ばれるソフトウエアの中から、私たちアと呼ばれるソフトウエアの中から、私たちアと呼ばれるソフトウエアの中から、私たちアと呼ばれるソフトウエアの中から、私たち

が普段使っていたり、便利だと思ったものをが普段使っていたり、便利だと思ったものをが普段使っていたり、便利だと思ったものをが普段使っていたり、便利だと思ったものを

ご紹介します！！ご紹介します！！ご紹介します！！ご紹介します！！

◆ロボフォーム◆ロボフォーム◆ロボフォーム◆ロボフォーム …パスワード管理ソフトパスワード管理ソフトパスワード管理ソフトパスワード管理ソフト

掲載掲載掲載掲載HP

http://www.roboform.com/jp/ 

近頃はブラウザを使って提供されるサービ近頃はブラウザを使って提供されるサービ近頃はブラウザを使って提供されるサービ近頃はブラウザを使って提供されるサービ

スはインタネット通販やブログ・ＳＮＳだけにスはインタネット通販やブログ・ＳＮＳだけにスはインタネット通販やブログ・ＳＮＳだけにスはインタネット通販やブログ・ＳＮＳだけに

留まらず、ＢｔｏＢ（企業間取引）にも留まらず、ＢｔｏＢ（企業間取引）にも留まらず、ＢｔｏＢ（企業間取引）にも留まらず、ＢｔｏＢ（企業間取引）にも広がりを広がりを広がりを広がりを

みせています。みせています。みせています。みせています。

複数のサイトを利用するとそのサイトの数だ複数のサイトを利用するとそのサイトの数だ複数のサイトを利用するとそのサイトの数だ複数のサイトを利用するとそのサイトの数だ

け、け、け、け、IDとパスワードを安全に管理しなければとパスワードを安全に管理しなければとパスワードを安全に管理しなければとパスワードを安全に管理しなければ

なりません。なりません。なりません。なりません。

ただでさえすぐ忘れがちなものですし、忘れただでさえすぐ忘れがちなものですし、忘れただでさえすぐ忘れがちなものですし、忘れただでさえすぐ忘れがちなものですし、忘れ

ないようにと液晶モニタの脇にテプラや付箋ないようにと液晶モニタの脇にテプラや付箋ないようにと液晶モニタの脇にテプラや付箋ないようにと液晶モニタの脇にテプラや付箋

紙で貼って管理紙で貼って管理紙で貼って管理紙で貼って管理…と言うのはちょっと（笑）と言うのはちょっと（笑）と言うのはちょっと（笑）と言うのはちょっと（笑）

そこで、そこで、そこで、そこで、 パスワードマネージャーパスワードマネージャーパスワードマネージャーパスワードマネージャー

「ロボフォーム」を使ってみましょう！「ロボフォーム」を使ってみましょう！「ロボフォーム」を使ってみましょう！「ロボフォーム」を使ってみましょう！

ロボファームを使うと、ロボファームを使うと、ロボファームを使うと、ロボファームを使うと、IDとパスワードの組とパスワードの組とパスワードの組とパスワードの組

み合わせ１０セットまでは無料で管理するこみ合わせ１０セットまでは無料で管理するこみ合わせ１０セットまでは無料で管理するこみ合わせ１０セットまでは無料で管理するこ

とが出来ます！とが出来ます！とが出来ます！とが出来ます！

使い方は、ブラウザでロボファームに使い方は、ブラウザでロボファームに使い方は、ブラウザでロボファームに使い方は、ブラウザでロボファームにIDとパとパとパとパ

スワードを登録してあるサイトのログイン画スワードを登録してあるサイトのログイン画スワードを登録してあるサイトのログイン画スワードを登録してあるサイトのログイン画

面に行き、メニューバーのロボフォームアイ面に行き、メニューバーのロボフォームアイ面に行き、メニューバーのロボフォームアイ面に行き、メニューバーのロボフォームアイ

コンをクリックするだけ！！コンをクリックするだけ！！コンをクリックするだけ！！コンをクリックするだけ！！

これで安心＆便利なお仕事環境が手に入りこれで安心＆便利なお仕事環境が手に入りこれで安心＆便利なお仕事環境が手に入りこれで安心＆便利なお仕事環境が手に入り

ますね。ますね。ますね。ますね。

早速使ってみてはいかがでしょうか？早速使ってみてはいかがでしょうか？早速使ってみてはいかがでしょうか？早速使ってみてはいかがでしょうか？

こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。 フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。

前回号で、夏本番って書いておきながら前回号で、夏本番って書いておきながら前回号で、夏本番って書いておきながら前回号で、夏本番って書いておきながら…今年の夏は過ごしやすい今年の夏は過ごしやすい今年の夏は過ごしやすい今年の夏は過ごしやすい

日が多かったように思います。日が多かったように思います。日が多かったように思います。日が多かったように思います。

私個人としては、昼間は蒸し蒸しと湿気が気になりましたが、夕方と私個人としては、昼間は蒸し蒸しと湿気が気になりましたが、夕方と私個人としては、昼間は蒸し蒸しと湿気が気になりましたが、夕方と私個人としては、昼間は蒸し蒸しと湿気が気になりましたが、夕方と

か夜とかに涼しさを感じる日が例年より多いと思いました。今年も我か夜とかに涼しさを感じる日が例年より多いと思いました。今年も我か夜とかに涼しさを感じる日が例年より多いと思いました。今年も我か夜とかに涼しさを感じる日が例年より多いと思いました。今年も我

が家では、エアコンを一回も使わずに夏を乗り切れそうですよ！今が家では、エアコンを一回も使わずに夏を乗り切れそうですよ！今が家では、エアコンを一回も使わずに夏を乗り切れそうですよ！今が家では、エアコンを一回も使わずに夏を乗り切れそうですよ！今

年の夏で、年の夏で、年の夏で、年の夏で、2年連続でエアコンを使ってないのですが年連続でエアコンを使ってないのですが年連続でエアコンを使ってないのですが年連続でエアコンを使ってないのですが…これってエコこれってエコこれってエコこれってエコ

ポイント発生しないですかね？？ポイント発生しないですかね？？ポイント発生しないですかね？？ポイント発生しないですかね？？

さて、もうさて、もうさて、もうさて、もう9月ですね。夏も終わりに向かって行きます。食欲の秋の月ですね。夏も終わりに向かって行きます。食欲の秋の月ですね。夏も終わりに向かって行きます。食欲の秋の月ですね。夏も終わりに向かって行きます。食欲の秋の

前に、夏らしいことは今のうちに！！前に、夏らしいことは今のうちに！！前に、夏らしいことは今のうちに！！前に、夏らしいことは今のうちに！！

私がした今年の夏らしいことは私がした今年の夏らしいことは私がした今年の夏らしいことは私がした今年の夏らしいことは…友達とバーベキューをしに那須へ友達とバーベキューをしに那須へ友達とバーベキューをしに那須へ友達とバーベキューをしに那須へ

行ったことと、東京湾の花火をかなり近い場所で見たことです。行ったことと、東京湾の花火をかなり近い場所で見たことです。行ったことと、東京湾の花火をかなり近い場所で見たことです。行ったことと、東京湾の花火をかなり近い場所で見たことです。

那須は、ほんとに避暑地ってあるんだと実感しました（笑）半袖は寒那須は、ほんとに避暑地ってあるんだと実感しました（笑）半袖は寒那須は、ほんとに避暑地ってあるんだと実感しました（笑）半袖は寒那須は、ほんとに避暑地ってあるんだと実感しました（笑）半袖は寒

かったですかったですかったですかったです…雨が降ったり止んだりしている中ではありましたが、と雨が降ったり止んだりしている中ではありましたが、と雨が降ったり止んだりしている中ではありましたが、と雨が降ったり止んだりしている中ではありましたが、と

てもおいしい食事をすることが出来ました。てもおいしい食事をすることが出来ました。てもおいしい食事をすることが出来ました。てもおいしい食事をすることが出来ました。

そして深夜近くには晴れ間が広がり、都会では見ることのできないそして深夜近くには晴れ間が広がり、都会では見ることのできないそして深夜近くには晴れ間が広がり、都会では見ることのできないそして深夜近くには晴れ間が広がり、都会では見ることのできない

星空見てとても感動と興奮をおぼえました。久しぶりに見たのもあり、星空見てとても感動と興奮をおぼえました。久しぶりに見たのもあり、星空見てとても感動と興奮をおぼえました。久しぶりに見たのもあり、星空見てとても感動と興奮をおぼえました。久しぶりに見たのもあり、

小学生の時に行ったキャンプを思い出したりしてなんだか懐かしい小学生の時に行ったキャンプを思い出したりしてなんだか懐かしい小学生の時に行ったキャンプを思い出したりしてなんだか懐かしい小学生の時に行ったキャンプを思い出したりしてなんだか懐かしい

気分になりました。たまの贅沢に自然の中に行くのもいいものです気分になりました。たまの贅沢に自然の中に行くのもいいものです気分になりました。たまの贅沢に自然の中に行くのもいいものです気分になりました。たまの贅沢に自然の中に行くのもいいものです

ね！！ね！！ね！！ね！！

花火は、某企業の看板がかなり目立ってました（笑）が、その看板の花火は、某企業の看板がかなり目立ってました（笑）が、その看板の花火は、某企業の看板がかなり目立ってました（笑）が、その看板の花火は、某企業の看板がかなり目立ってました（笑）が、その看板の

後ろ側で上がる花火は迫力満点でした。辺りに響く花火の音は心地後ろ側で上がる花火は迫力満点でした。辺りに響く花火の音は心地後ろ側で上がる花火は迫力満点でした。辺りに響く花火の音は心地後ろ側で上がる花火は迫力満点でした。辺りに響く花火の音は心地

よく、夏だな～としみじみと感じられる日を過ごしました。よく、夏だな～としみじみと感じられる日を過ごしました。よく、夏だな～としみじみと感じられる日を過ごしました。よく、夏だな～としみじみと感じられる日を過ごしました。

皆様の今年の夏はどのように過ごされましたか？皆様の今年の夏はどのように過ごされましたか？皆様の今年の夏はどのように過ごされましたか？皆様の今年の夏はどのように過ごされましたか？

この度、弊社では、この度、弊社では、この度、弊社では、この度、弊社では、ニュースレターを発行ニュースレターを発行ニュースレターを発行ニュースレターを発行していくことになりました！内容は、していくことになりました！内容は、していくことになりました！内容は、していくことになりました！内容は、

毎回未定ですが、いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそう毎回未定ですが、いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそう毎回未定ですが、いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそう毎回未定ですが、いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそう

な情報を選りすぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎な情報を選りすぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎な情報を選りすぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎な情報を選りすぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎

月月月月1回。発行日は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、回。発行日は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、回。発行日は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、回。発行日は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、

それに合わせて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜それに合わせて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜それに合わせて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜それに合わせて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜

しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

フタバビジネス株式会社

名前 ：北見大樹

年齢 ：27歳（勤続3年目です）

血液型 ：A型（でも、掃除が苦手）

星座 ：おひつじ座（妹も同じ星座なの

で、星占いは信じられない）

出身 ：葛飾区新小岩（寅さんは柴又）

趣味 ：ダーツ（下手の横好き）

ジョギング（いつまで続くかな？）

弊社では、従業員数は限られておりますが、

オフィスのトータルプランナーとして、

貴社オフィスのお困りごとを解決し、その後の

サポートをさせて頂く体制を整えています。

何かありましたら、お気軽にご連絡下さい。
TEL：03-3816-2880 FAX：03-3818-3534

HP検索は、『フタバビジネス』で！

★★★★ オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！ ★★★★私は運動というのが苦手で、学校を卒業してからほとんど運私は運動というのが苦手で、学校を卒業してからほとんど運私は運動というのが苦手で、学校を卒業してからほとんど運私は運動というのが苦手で、学校を卒業してからほとんど運

動をすることがなかったのですが、最近体力も落ち、いろい動をすることがなかったのですが、最近体力も落ち、いろい動をすることがなかったのですが、最近体力も落ち、いろい動をすることがなかったのですが、最近体力も落ち、いろい

ろ考えた結果ランニングを始めることにしました。新小岩にろ考えた結果ランニングを始めることにしました。新小岩にろ考えた結果ランニングを始めることにしました。新小岩にろ考えた結果ランニングを始めることにしました。新小岩に

は大きな公園があるのですが、そこで走っていると不思議には大きな公園があるのですが、そこで走っていると不思議には大きな公園があるのですが、そこで走っていると不思議には大きな公園があるのですが、そこで走っていると不思議に

思うことがありました。世界陸上もあったことですし、スポー思うことがありました。世界陸上もあったことですし、スポー思うことがありました。世界陸上もあったことですし、スポー思うことがありました。世界陸上もあったことですし、スポー

ツの雑学をご紹介します。ツの雑学をご紹介します。ツの雑学をご紹介します。ツの雑学をご紹介します。

★陸上トラック競技は左回り★陸上トラック競技は左回り★陸上トラック競技は左回り★陸上トラック競技は左回り 理由は何で？？理由は何で？？理由は何で？？理由は何で？？

陸上競技のトラックは右回りではなく、左回りに走者陸上競技のトラックは右回りではなく、左回りに走者陸上競技のトラックは右回りではなく、左回りに走者陸上競技のトラックは右回りではなく、左回りに走者

が走ります。これにはが走ります。これにはが走ります。これにはが走ります。これには1913191319131913年陸上国際連盟が年陸上国際連盟が年陸上国際連盟が年陸上国際連盟が『『『『左手左手左手左手

が内側になるように走らなければいけないが内側になるように走らなければいけないが内側になるように走らなければいけないが内側になるように走らなければいけない』』』』という規という規という規という規

定を作ったことがきっかけです。定を作ったことがきっかけです。定を作ったことがきっかけです。定を作ったことがきっかけです。

この規定が作られた一つの理由としては、人間の軸この規定が作られた一つの理由としては、人間の軸この規定が作られた一つの理由としては、人間の軸この規定が作られた一つの理由としては、人間の軸

足は左足の場合が多いことが関係しています。左足足は左足の場合が多いことが関係しています。左足足は左足の場合が多いことが関係しています。左足足は左足の場合が多いことが関係しています。左足

が軸足の場合、カーブを曲がる際に左足に体重をかが軸足の場合、カーブを曲がる際に左足に体重をかが軸足の場合、カーブを曲がる際に左足に体重をかが軸足の場合、カーブを曲がる際に左足に体重をか

け、体を傾けながら右足で加速して走るので、左回りけ、体を傾けながら右足で加速して走るので、左回りけ、体を傾けながら右足で加速して走るので、左回りけ、体を傾けながら右足で加速して走るので、左回り

の方が自然に走れるということなんです。の方が自然に走れるということなんです。の方が自然に走れるということなんです。の方が自然に走れるということなんです。

実際規定が定まる前に右回りで大会が行われたこと実際規定が定まる前に右回りで大会が行われたこと実際規定が定まる前に右回りで大会が行われたこと実際規定が定まる前に右回りで大会が行われたこと

があるのですが、不自然だとか走りにくいとかクレーがあるのですが、不自然だとか走りにくいとかクレーがあるのですが、不自然だとか走りにくいとかクレーがあるのですが、不自然だとか走りにくいとかクレー

ムがあったとかないとか。野球やスピードスケートなムがあったとかないとか。野球やスピードスケートなムがあったとかないとか。野球やスピードスケートなムがあったとかないとか。野球やスピードスケートな

んかも左回りですが、人間の足の機能の違いから理んかも左回りですが、人間の足の機能の違いから理んかも左回りですが、人間の足の機能の違いから理んかも左回りですが、人間の足の機能の違いから理

にかなったものだったのですね。にかなったものだったのですね。にかなったものだったのですね。にかなったものだったのですね。

いつも私は夜走るのですが、なかなか気持ちがいいですし、いつも私は夜走るのですが、なかなか気持ちがいいですし、いつも私は夜走るのですが、なかなか気持ちがいいですし、いつも私は夜走るのですが、なかなか気持ちがいいですし、

走れる量が増え喜びも感じます。走れる量が増え喜びも感じます。走れる量が増え喜びも感じます。走れる量が増え喜びも感じます。

私にとっては、良い趣味を見つけられたみたいです！私にとっては、良い趣味を見つけられたみたいです！私にとっては、良い趣味を見つけられたみたいです！私にとっては、良い趣味を見つけられたみたいです！

ザザザザ ツツツツ ククククガガガガ

編集者自己紹介

新人が作った ニュースレター

2009年9月号【【【【Vol.2】】】】

今回から数回にわたって紹介する小ネタは今回から数回にわたって紹介する小ネタは今回から数回にわたって紹介する小ネタは今回から数回にわたって紹介する小ネタは

世には星の数ほど！？公開されているけど、世には星の数ほど！？公開されているけど、世には星の数ほど！？公開されているけど、世には星の数ほど！？公開されているけど、

○使い方が分からない○使い方が分からない○使い方が分からない○使い方が分からない… とかとかとかとか

○ウイルスの心配が○ウイルスの心配が○ウイルスの心配が○ウイルスの心配が… とかとかとかとか

○ほんとに使えるか分かんない○ほんとに使えるか分かんない○ほんとに使えるか分かんない○ほんとに使えるか分かんない…

○調べている時間もない○調べている時間もない○調べている時間もない○調べている時間もない…とととと

玄人向けになってしまっている、フリーウエ玄人向けになってしまっている、フリーウエ玄人向けになってしまっている、フリーウエ玄人向けになってしまっている、フリーウエ

アと呼ばれるソフトウエアの中から、私たちアと呼ばれるソフトウエアの中から、私たちアと呼ばれるソフトウエアの中から、私たちアと呼ばれるソフトウエアの中から、私たち

が普段使っていたり、便利だと思ったものをが普段使っていたり、便利だと思ったものをが普段使っていたり、便利だと思ったものをが普段使っていたり、便利だと思ったものを

ご紹介します！！ご紹介します！！ご紹介します！！ご紹介します！！

◆ロボフォーム◆ロボフォーム◆ロボフォーム◆ロボフォーム …パスワード管理ソフトパスワード管理ソフトパスワード管理ソフトパスワード管理ソフト

掲載掲載掲載掲載HP

http://www.roboform.com/jp/ 

近頃はブラウザを使って提供されるサービ近頃はブラウザを使って提供されるサービ近頃はブラウザを使って提供されるサービ近頃はブラウザを使って提供されるサービ

スはインタネット通販やブログ・ＳＮＳだけにスはインタネット通販やブログ・ＳＮＳだけにスはインタネット通販やブログ・ＳＮＳだけにスはインタネット通販やブログ・ＳＮＳだけに

留まらず、ＢｔｏＢ（企業間取引）にも留まらず、ＢｔｏＢ（企業間取引）にも留まらず、ＢｔｏＢ（企業間取引）にも留まらず、ＢｔｏＢ（企業間取引）にも広がりを広がりを広がりを広がりを

みせています。みせています。みせています。みせています。

複数のサイトを利用するとそのサイトの数だ複数のサイトを利用するとそのサイトの数だ複数のサイトを利用するとそのサイトの数だ複数のサイトを利用するとそのサイトの数だ

け、け、け、け、IDとパスワードを安全に管理しなければとパスワードを安全に管理しなければとパスワードを安全に管理しなければとパスワードを安全に管理しなければ

なりません。なりません。なりません。なりません。

ただでさえすぐ忘れがちなものですし、忘れただでさえすぐ忘れがちなものですし、忘れただでさえすぐ忘れがちなものですし、忘れただでさえすぐ忘れがちなものですし、忘れ

ないようにと液晶モニタの脇にテプラや付箋ないようにと液晶モニタの脇にテプラや付箋ないようにと液晶モニタの脇にテプラや付箋ないようにと液晶モニタの脇にテプラや付箋

紙で貼って管理紙で貼って管理紙で貼って管理紙で貼って管理…と言うのはちょっと（笑）と言うのはちょっと（笑）と言うのはちょっと（笑）と言うのはちょっと（笑）

そこで、そこで、そこで、そこで、 パスワードマネージャーパスワードマネージャーパスワードマネージャーパスワードマネージャー

「ロボフォーム」を使ってみましょう！「ロボフォーム」を使ってみましょう！「ロボフォーム」を使ってみましょう！「ロボフォーム」を使ってみましょう！

ロボファームを使うと、ロボファームを使うと、ロボファームを使うと、ロボファームを使うと、IDとパスワードの組とパスワードの組とパスワードの組とパスワードの組

み合わせ１０セットまでは無料で管理するこみ合わせ１０セットまでは無料で管理するこみ合わせ１０セットまでは無料で管理するこみ合わせ１０セットまでは無料で管理するこ

とが出来ます！とが出来ます！とが出来ます！とが出来ます！

使い方は、ブラウザでロボファームに使い方は、ブラウザでロボファームに使い方は、ブラウザでロボファームに使い方は、ブラウザでロボファームにIDとパとパとパとパ

スワードを登録してあるサイトのログイン画スワードを登録してあるサイトのログイン画スワードを登録してあるサイトのログイン画スワードを登録してあるサイトのログイン画

面に行き、メニューバーのロボフォームアイ面に行き、メニューバーのロボフォームアイ面に行き、メニューバーのロボフォームアイ面に行き、メニューバーのロボフォームアイ

コンをクリックするだけ！！コンをクリックするだけ！！コンをクリックするだけ！！コンをクリックするだけ！！

これで安心＆便利なお仕事環境が手に入りこれで安心＆便利なお仕事環境が手に入りこれで安心＆便利なお仕事環境が手に入りこれで安心＆便利なお仕事環境が手に入り

ますね。ますね。ますね。ますね。

早速使ってみてはいかがでしょうか？早速使ってみてはいかがでしょうか？早速使ってみてはいかがでしょうか？早速使ってみてはいかがでしょうか？

こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。 フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。フタバビジネスの北見大樹です。

前回号で、夏本番って書いておきながら前回号で、夏本番って書いておきながら前回号で、夏本番って書いておきながら前回号で、夏本番って書いておきながら…今年の夏は過ごしやすい今年の夏は過ごしやすい今年の夏は過ごしやすい今年の夏は過ごしやすい

日が多かったように思います。日が多かったように思います。日が多かったように思います。日が多かったように思います。

私個人としては、昼間は蒸し蒸しと湿気が気になりましたが、夕方と私個人としては、昼間は蒸し蒸しと湿気が気になりましたが、夕方と私個人としては、昼間は蒸し蒸しと湿気が気になりましたが、夕方と私個人としては、昼間は蒸し蒸しと湿気が気になりましたが、夕方と

か夜とかに涼しさを感じる日が例年より多いと思いました。今年も我か夜とかに涼しさを感じる日が例年より多いと思いました。今年も我か夜とかに涼しさを感じる日が例年より多いと思いました。今年も我か夜とかに涼しさを感じる日が例年より多いと思いました。今年も我

が家では、エアコンを一回も使わずに夏を乗り切れそうですよ！今が家では、エアコンを一回も使わずに夏を乗り切れそうですよ！今が家では、エアコンを一回も使わずに夏を乗り切れそうですよ！今が家では、エアコンを一回も使わずに夏を乗り切れそうですよ！今

年の夏で、年の夏で、年の夏で、年の夏で、2年連続でエアコンを使ってないのですが年連続でエアコンを使ってないのですが年連続でエアコンを使ってないのですが年連続でエアコンを使ってないのですが…これってエコこれってエコこれってエコこれってエコ

ポイント発生しないですかね？？ポイント発生しないですかね？？ポイント発生しないですかね？？ポイント発生しないですかね？？

さて、もうさて、もうさて、もうさて、もう9月ですね。夏も終わりに向かって行きます。食欲の秋の月ですね。夏も終わりに向かって行きます。食欲の秋の月ですね。夏も終わりに向かって行きます。食欲の秋の月ですね。夏も終わりに向かって行きます。食欲の秋の

前に、夏らしいことは今のうちに！！前に、夏らしいことは今のうちに！！前に、夏らしいことは今のうちに！！前に、夏らしいことは今のうちに！！

私がした今年の夏らしいことは私がした今年の夏らしいことは私がした今年の夏らしいことは私がした今年の夏らしいことは…友達とバーベキューをしに那須へ友達とバーベキューをしに那須へ友達とバーベキューをしに那須へ友達とバーベキューをしに那須へ

行ったことと、東京湾の花火をかなり近い場所で見たことです。行ったことと、東京湾の花火をかなり近い場所で見たことです。行ったことと、東京湾の花火をかなり近い場所で見たことです。行ったことと、東京湾の花火をかなり近い場所で見たことです。

那須は、ほんとに避暑地ってあるんだと実感しました（笑）半袖は寒那須は、ほんとに避暑地ってあるんだと実感しました（笑）半袖は寒那須は、ほんとに避暑地ってあるんだと実感しました（笑）半袖は寒那須は、ほんとに避暑地ってあるんだと実感しました（笑）半袖は寒

かったですかったですかったですかったです…雨が降ったり止んだりしている中ではありましたが、と雨が降ったり止んだりしている中ではありましたが、と雨が降ったり止んだりしている中ではありましたが、と雨が降ったり止んだりしている中ではありましたが、と

てもおいしい食事をすることが出来ました。てもおいしい食事をすることが出来ました。てもおいしい食事をすることが出来ました。てもおいしい食事をすることが出来ました。

そして深夜近くには晴れ間が広がり、都会では見ることのできないそして深夜近くには晴れ間が広がり、都会では見ることのできないそして深夜近くには晴れ間が広がり、都会では見ることのできないそして深夜近くには晴れ間が広がり、都会では見ることのできない

星空見てとても感動と興奮をおぼえました。久しぶりに見たのもあり、星空見てとても感動と興奮をおぼえました。久しぶりに見たのもあり、星空見てとても感動と興奮をおぼえました。久しぶりに見たのもあり、星空見てとても感動と興奮をおぼえました。久しぶりに見たのもあり、

小学生の時に行ったキャンプを思い出したりしてなんだか懐かしい小学生の時に行ったキャンプを思い出したりしてなんだか懐かしい小学生の時に行ったキャンプを思い出したりしてなんだか懐かしい小学生の時に行ったキャンプを思い出したりしてなんだか懐かしい

気分になりました。たまの贅沢に自然の中に行くのもいいものです気分になりました。たまの贅沢に自然の中に行くのもいいものです気分になりました。たまの贅沢に自然の中に行くのもいいものです気分になりました。たまの贅沢に自然の中に行くのもいいものです

ね！！ね！！ね！！ね！！

花火は、某企業の看板がかなり目立ってました（笑）が、その看板の花火は、某企業の看板がかなり目立ってました（笑）が、その看板の花火は、某企業の看板がかなり目立ってました（笑）が、その看板の花火は、某企業の看板がかなり目立ってました（笑）が、その看板の

後ろ側で上がる花火は迫力満点でした。辺りに響く花火の音は心地後ろ側で上がる花火は迫力満点でした。辺りに響く花火の音は心地後ろ側で上がる花火は迫力満点でした。辺りに響く花火の音は心地後ろ側で上がる花火は迫力満点でした。辺りに響く花火の音は心地

よく、夏だな～としみじみと感じられる日を過ごしました。よく、夏だな～としみじみと感じられる日を過ごしました。よく、夏だな～としみじみと感じられる日を過ごしました。よく、夏だな～としみじみと感じられる日を過ごしました。

皆様の今年の夏はどのように過ごされましたか？皆様の今年の夏はどのように過ごされましたか？皆様の今年の夏はどのように過ごされましたか？皆様の今年の夏はどのように過ごされましたか？

この度、弊社では、この度、弊社では、この度、弊社では、この度、弊社では、ニュースレターを発行ニュースレターを発行ニュースレターを発行ニュースレターを発行していくことになりました！内容は、していくことになりました！内容は、していくことになりました！内容は、していくことになりました！内容は、

毎回未定ですが、いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそう毎回未定ですが、いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそう毎回未定ですが、いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそう毎回未定ですが、いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそう

な情報を選りすぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎な情報を選りすぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎な情報を選りすぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎な情報を選りすぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎

月月月月1回。発行日は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、回。発行日は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、回。発行日は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、回。発行日は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、

それに合わせて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜それに合わせて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜それに合わせて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜それに合わせて編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。宜

しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。



き続
デメリットとしては、社会的に新しい環境・ソフトウエアを受け入れてデメリットとしては、社会的に新しい環境・ソフトウエアを受け入れてデメリットとしては、社会的に新しい環境・ソフトウエアを受け入れてデメリットとしては、社会的に新しい環境・ソフトウエアを受け入れて

いく時に、いく時に、いく時に、いく時に、XPモードがある為に古い環境のまま取り残されていく心配モードがある為に古い環境のまま取り残されていく心配モードがある為に古い環境のまま取り残されていく心配モードがある為に古い環境のまま取り残されていく心配

があります。があります。があります。があります。

今は必要な機能ですが、今は必要な機能ですが、今は必要な機能ですが、今は必要な機能ですが、 いつまでもいつまでもいつまでもいつまでもXPに頼ることが許されるとはに頼ることが許されるとはに頼ることが許されるとはに頼ることが許されるとは

思いませんので、その時は柔軟な対応が求められるのだと思います。思いませんので、その時は柔軟な対応が求められるのだと思います。思いませんので、その時は柔軟な対応が求められるのだと思います。思いませんので、その時は柔軟な対応が求められるのだと思います。

○○○○BitLokerとはとはとはとは …

紛失による情報漏洩・紛失による情報漏洩・紛失による情報漏洩・紛失による情報漏洩・USBを狙ったウイルス感染など、デメリットがを狙ったウイルス感染など、デメリットがを狙ったウイルス感染など、デメリットがを狙ったウイルス感染など、デメリットが

多いものの、今ではかかせないツールとなってしまった、多いものの、今ではかかせないツールとなってしまった、多いものの、今ではかかせないツールとなってしまった、多いものの、今ではかかせないツールとなってしまった、USBメモリ。メモリ。メモリ。メモリ。

紛失した時に暗号化しておくとセキュリティ上いいということで、紛失した時に暗号化しておくとセキュリティ上いいということで、紛失した時に暗号化しておくとセキュリティ上いいということで、紛失した時に暗号化しておくとセキュリティ上いいということで、USB

暗号化ソフトなんてものが多く開発されました。しかしこの暗号化ソフトなんてものが多く開発されました。しかしこの暗号化ソフトなんてものが多く開発されました。しかしこの暗号化ソフトなんてものが多く開発されました。しかしこのBitLokerがががが

あれば、あれば、あれば、あれば、windows上で簡単に暗号化をすることが出来るのです。暗上で簡単に暗号化をすることが出来るのです。暗上で簡単に暗号化をすることが出来るのです。暗上で簡単に暗号化をすることが出来るのです。暗

号化の方法は、パスワード保護。一度暗号化すると、どのパソコン号化の方法は、パスワード保護。一度暗号化すると、どのパソコン号化の方法は、パスワード保護。一度暗号化すると、どのパソコン号化の方法は、パスワード保護。一度暗号化すると、どのパソコン

ににににUSBを差しても、パスワードの入力が求められ、セキュリティの向を差しても、パスワードの入力が求められ、セキュリティの向を差しても、パスワードの入力が求められ、セキュリティの向を差しても、パスワードの入力が求められ、セキュリティの向

上が望めます。ただ、これはもしもの時の予防策のひとつですから、上が望めます。ただ、これはもしもの時の予防策のひとつですから、上が望めます。ただ、これはもしもの時の予防策のひとつですから、上が望めます。ただ、これはもしもの時の予防策のひとつですから、

パスワード保護があるからと過信せず、管理はきっちりしていくことパスワード保護があるからと過信せず、管理はきっちりしていくことパスワード保護があるからと過信せず、管理はきっちりしていくことパスワード保護があるからと過信せず、管理はきっちりしていくこと

が大切です。が大切です。が大切です。が大切です。

いかがでしょうか？実際私もまだ使っていませんので、使い勝手ないかがでしょうか？実際私もまだ使っていませんので、使い勝手ないかがでしょうか？実際私もまだ使っていませんので、使い勝手ないかがでしょうか？実際私もまだ使っていませんので、使い勝手な

どはまだまだ不明ですが、今までにない機能としておもしろいと思いどはまだまだ不明ですが、今までにない機能としておもしろいと思いどはまだまだ不明ですが、今までにない機能としておもしろいと思いどはまだまだ不明ですが、今までにない機能としておもしろいと思い

ます。ます。ます。ます。

今後も新しい情報はこのニュースレターに記載していきたいと思いま今後も新しい情報はこのニュースレターに記載していきたいと思いま今後も新しい情報はこのニュースレターに記載していきたいと思いま今後も新しい情報はこのニュースレターに記載していきたいと思いま

す！す！す！す！

マイクロソフト社が次期マイクロソフト社が次期マイクロソフト社が次期マイクロソフト社が次期OSののののWindows７を、今年７を、今年７を、今年７を、今年2009年の年の年の年の10月月月月22日発売と発日発売と発日発売と発日発売と発

表しました。前号で、①利便性、②パフォーマンス、③信頼性が向上されてい表しました。前号で、①利便性、②パフォーマンス、③信頼性が向上されてい表しました。前号で、①利便性、②パフォーマンス、③信頼性が向上されてい表しました。前号で、①利便性、②パフォーマンス、③信頼性が向上されてい

るとマイクロソフト社では説明していると掲載しましたので、その他の情報をるとマイクロソフト社では説明していると掲載しましたので、その他の情報をるとマイクロソフト社では説明していると掲載しましたので、その他の情報をるとマイクロソフト社では説明していると掲載しましたので、その他の情報を

今回は記載しようと思います。今回は記載しようと思います。今回は記載しようと思います。今回は記載しようと思います。

毎回毎回毎回毎回OSにはエディションというのがあります。これは、エディションのにはエディションというのがあります。これは、エディションのにはエディションというのがあります。これは、エディションのにはエディションというのがあります。これは、エディションの

違いによって機能が制限されているもので、用途や環境に合わせて違いによって機能が制限されているもので、用途や環境に合わせて違いによって機能が制限されているもので、用途や環境に合わせて違いによって機能が制限されているもので、用途や環境に合わせて

使う私たちがどれにするか選べるものです。もちろん、値段が変わっ使う私たちがどれにするか選べるものです。もちろん、値段が変わっ使う私たちがどれにするか選べるものです。もちろん、値段が変わっ使う私たちがどれにするか選べるものです。もちろん、値段が変わっ

てきますがてきますがてきますがてきますが…

今回用意されているものは、今回用意されているものは、今回用意されているものは、今回用意されているものは、

①①①①Starter②②②②Home Premium③③③③Professional④④④④Ultimateのののの4種類で、種類で、種類で、種類で、

①から順に機能が増え、④番が①から順に機能が増え、④番が①から順に機能が増え、④番が①から順に機能が増え、④番が1番最上位番最上位番最上位番最上位OSとなっています。家庭となっています。家庭となっています。家庭となっています。家庭

で使う分には、で使う分には、で使う分には、で使う分には、Home Premiumで十分だと思いますが、で十分だと思いますが、で十分だと思いますが、で十分だと思いますが、Professional、、、、

Ultimateには私が感じた限り、面白い機能が付いています。それが、には私が感じた限り、面白い機能が付いています。それが、には私が感じた限り、面白い機能が付いています。それが、には私が感じた限り、面白い機能が付いています。それが、

XPモードとモードとモードとモードとBitLokerです。この機能を説明します。です。この機能を説明します。です。この機能を説明します。です。この機能を説明します。

○○○○XPモードとはモードとはモードとはモードとは …

vistaが発売されて、世の企業に受けいれられなかった一つの理由とが発売されて、世の企業に受けいれられなかった一つの理由とが発売されて、世の企業に受けいれられなかった一つの理由とが発売されて、世の企業に受けいれられなかった一つの理由と

してあげられるのが、ソフトウエアの移行の問題です。してあげられるのが、ソフトウエアの移行の問題です。してあげられるのが、ソフトウエアの移行の問題です。してあげられるのが、ソフトウエアの移行の問題です。XPで問題なくで問題なくで問題なくで問題なく

動くソフトも動くソフトも動くソフトも動くソフトも vistaでは動かないことがあったり、一部障害が出たりしでは動かないことがあったり、一部障害が出たりしでは動かないことがあったり、一部障害が出たりしでは動かないことがあったり、一部障害が出たりし

ました。ました。ました。ました。

その対策としてその対策としてその対策としてその対策として 作られた作られた作られた作られたXPモードは、仮想化という新しい技術を使モードは、仮想化という新しい技術を使モードは、仮想化という新しい技術を使モードは、仮想化という新しい技術を使

い、い、い、い、Windows7の中に違うの中に違うの中に違うの中に違うOSののののXPを動かす環境を作りだし、同時にを動かす環境を作りだし、同時にを動かす環境を作りだし、同時にを動かす環境を作りだし、同時に2

つのつのつのつのOSを操ることを可能にしたモードのこと。を操ることを可能にしたモードのこと。を操ることを可能にしたモードのこと。を操ることを可能にしたモードのこと。XPから使っているソフトから使っているソフトから使っているソフトから使っているソフト

が使えることで、が使えることで、が使えることで、が使えることで、OSの移行時にソフトへの投資を少なくすることが出の移行時にソフトへの投資を少なくすることが出の移行時にソフトへの投資を少なくすることが出の移行時にソフトへの投資を少なくすることが出

来ます。来ます。来ます。来ます。

き

あなた様の声をお聞かせ下さい！！
あなた様の喜びの声を聞くことほど、私たちの仕事に情熱とやりがいを与えてくれるものはありません！
いいこと・悪いこと・このレターの感想など、どんなことでも結構です。是非あなた様の声をお聞かせください。

編集者編集者編集者編集者 北見から一読頂いた皆様へ北見から一読頂いた皆様へ北見から一読頂いた皆様へ北見から一読頂いた皆様へ

続
デメリットとしては、社会的に新しい環境・ソフトウエアを受け入れてデメリットとしては、社会的に新しい環境・ソフトウエアを受け入れてデメリットとしては、社会的に新しい環境・ソフトウエアを受け入れてデメリットとしては、社会的に新しい環境・ソフトウエアを受け入れて

いく時に、いく時に、いく時に、いく時に、XPモードがある為に古い環境のまま取り残されていく心配モードがある為に古い環境のまま取り残されていく心配モードがある為に古い環境のまま取り残されていく心配モードがある為に古い環境のまま取り残されていく心配

があります。があります。があります。があります。

今は必要な機能ですが、今は必要な機能ですが、今は必要な機能ですが、今は必要な機能ですが、 いつまでもいつまでもいつまでもいつまでもXPに頼ることが許されるとはに頼ることが許されるとはに頼ることが許されるとはに頼ることが許されるとは

思いませんので、その時は柔軟な対応が求められるのだと思います。思いませんので、その時は柔軟な対応が求められるのだと思います。思いませんので、その時は柔軟な対応が求められるのだと思います。思いませんので、その時は柔軟な対応が求められるのだと思います。

○○○○BitLokerとはとはとはとは …

紛失による情報漏洩・紛失による情報漏洩・紛失による情報漏洩・紛失による情報漏洩・USBを狙ったウイルス感染など、デメリットがを狙ったウイルス感染など、デメリットがを狙ったウイルス感染など、デメリットがを狙ったウイルス感染など、デメリットが

多いものの、今ではかかせないツールとなってしまった、多いものの、今ではかかせないツールとなってしまった、多いものの、今ではかかせないツールとなってしまった、多いものの、今ではかかせないツールとなってしまった、USBメモリ。メモリ。メモリ。メモリ。

紛失した時に暗号化しておくとセキュリティ上いいということで、紛失した時に暗号化しておくとセキュリティ上いいということで、紛失した時に暗号化しておくとセキュリティ上いいということで、紛失した時に暗号化しておくとセキュリティ上いいということで、USB

暗号化ソフトなんてものが多く開発されました。しかしこの暗号化ソフトなんてものが多く開発されました。しかしこの暗号化ソフトなんてものが多く開発されました。しかしこの暗号化ソフトなんてものが多く開発されました。しかしこのBitLokerがががが

あれば、あれば、あれば、あれば、windows上で簡単に暗号化をすることが出来るのです。暗上で簡単に暗号化をすることが出来るのです。暗上で簡単に暗号化をすることが出来るのです。暗上で簡単に暗号化をすることが出来るのです。暗

号化の方法は、パスワード保護。一度暗号化すると、どのパソコン号化の方法は、パスワード保護。一度暗号化すると、どのパソコン号化の方法は、パスワード保護。一度暗号化すると、どのパソコン号化の方法は、パスワード保護。一度暗号化すると、どのパソコン

ににににUSBを差しても、パスワードの入力が求められ、セキュリティの向を差しても、パスワードの入力が求められ、セキュリティの向を差しても、パスワードの入力が求められ、セキュリティの向を差しても、パスワードの入力が求められ、セキュリティの向

上が望めます。ただ、これはもしもの時の予防策のひとつですから、上が望めます。ただ、これはもしもの時の予防策のひとつですから、上が望めます。ただ、これはもしもの時の予防策のひとつですから、上が望めます。ただ、これはもしもの時の予防策のひとつですから、

パスワード保護があるからと過信せず、管理はきっちりしていくことパスワード保護があるからと過信せず、管理はきっちりしていくことパスワード保護があるからと過信せず、管理はきっちりしていくことパスワード保護があるからと過信せず、管理はきっちりしていくこと

が大切です。が大切です。が大切です。が大切です。

いかがでしょうか？実際私もまだ使っていませんので、使い勝手ないかがでしょうか？実際私もまだ使っていませんので、使い勝手ないかがでしょうか？実際私もまだ使っていませんので、使い勝手ないかがでしょうか？実際私もまだ使っていませんので、使い勝手な

どはまだまだ不明ですが、今までにない機能としておもしろいと思いどはまだまだ不明ですが、今までにない機能としておもしろいと思いどはまだまだ不明ですが、今までにない機能としておもしろいと思いどはまだまだ不明ですが、今までにない機能としておもしろいと思い

ます。ます。ます。ます。

今後も新しい情報はこのニュースレターに記載していきたいと思いま今後も新しい情報はこのニュースレターに記載していきたいと思いま今後も新しい情報はこのニュースレターに記載していきたいと思いま今後も新しい情報はこのニュースレターに記載していきたいと思いま

す！す！す！す！

マイクロソフト社が次期マイクロソフト社が次期マイクロソフト社が次期マイクロソフト社が次期OSののののWindows７を、今年７を、今年７を、今年７を、今年2009年の年の年の年の10月月月月22日発売と発日発売と発日発売と発日発売と発

表しました。前号で、①利便性、②パフォーマンス、③信頼性が向上されてい表しました。前号で、①利便性、②パフォーマンス、③信頼性が向上されてい表しました。前号で、①利便性、②パフォーマンス、③信頼性が向上されてい表しました。前号で、①利便性、②パフォーマンス、③信頼性が向上されてい

るとマイクロソフト社では説明していると掲載しましたので、その他の情報をるとマイクロソフト社では説明していると掲載しましたので、その他の情報をるとマイクロソフト社では説明していると掲載しましたので、その他の情報をるとマイクロソフト社では説明していると掲載しましたので、その他の情報を

今回は記載しようと思います。今回は記載しようと思います。今回は記載しようと思います。今回は記載しようと思います。

毎回毎回毎回毎回OSにはエディションというのがあります。これは、エディションのにはエディションというのがあります。これは、エディションのにはエディションというのがあります。これは、エディションのにはエディションというのがあります。これは、エディションの

違いによって機能が制限されているもので、用途や環境に合わせて違いによって機能が制限されているもので、用途や環境に合わせて違いによって機能が制限されているもので、用途や環境に合わせて違いによって機能が制限されているもので、用途や環境に合わせて

使う私たちがどれにするか選べるものです。もちろん、値段が変わっ使う私たちがどれにするか選べるものです。もちろん、値段が変わっ使う私たちがどれにするか選べるものです。もちろん、値段が変わっ使う私たちがどれにするか選べるものです。もちろん、値段が変わっ

てきますがてきますがてきますがてきますが…

今回用意されているものは、今回用意されているものは、今回用意されているものは、今回用意されているものは、

①①①①Starter②②②②Home Premium③③③③Professional④④④④Ultimateのののの4種類で、種類で、種類で、種類で、

①から順に機能が増え、④番が①から順に機能が増え、④番が①から順に機能が増え、④番が①から順に機能が増え、④番が1番最上位番最上位番最上位番最上位OSとなっています。家庭となっています。家庭となっています。家庭となっています。家庭

で使う分には、で使う分には、で使う分には、で使う分には、Home Premiumで十分だと思いますが、で十分だと思いますが、で十分だと思いますが、で十分だと思いますが、Professional、、、、

Ultimateには私が感じた限り、面白い機能が付いています。それが、には私が感じた限り、面白い機能が付いています。それが、には私が感じた限り、面白い機能が付いています。それが、には私が感じた限り、面白い機能が付いています。それが、

XPモードとモードとモードとモードとBitLokerです。この機能を説明します。です。この機能を説明します。です。この機能を説明します。です。この機能を説明します。

○○○○XPモードとはモードとはモードとはモードとは …

vistaが発売されて、世の企業に受けいれられなかった一つの理由とが発売されて、世の企業に受けいれられなかった一つの理由とが発売されて、世の企業に受けいれられなかった一つの理由とが発売されて、世の企業に受けいれられなかった一つの理由と

してあげられるのが、ソフトウエアの移行の問題です。してあげられるのが、ソフトウエアの移行の問題です。してあげられるのが、ソフトウエアの移行の問題です。してあげられるのが、ソフトウエアの移行の問題です。XPで問題なくで問題なくで問題なくで問題なく

動くソフトも動くソフトも動くソフトも動くソフトも vistaでは動かないことがあったり、一部障害が出たりしでは動かないことがあったり、一部障害が出たりしでは動かないことがあったり、一部障害が出たりしでは動かないことがあったり、一部障害が出たりし

ました。ました。ました。ました。

その対策としてその対策としてその対策としてその対策として 作られた作られた作られた作られたXPモードは、仮想化という新しい技術を使モードは、仮想化という新しい技術を使モードは、仮想化という新しい技術を使モードは、仮想化という新しい技術を使

い、い、い、い、Windows7の中に違うの中に違うの中に違うの中に違うOSののののXPを動かす環境を作りだし、同時にを動かす環境を作りだし、同時にを動かす環境を作りだし、同時にを動かす環境を作りだし、同時に2

つのつのつのつのOSを操ることを可能にしたモードのこと。を操ることを可能にしたモードのこと。を操ることを可能にしたモードのこと。を操ることを可能にしたモードのこと。XPから使っているソフトから使っているソフトから使っているソフトから使っているソフト

が使えることで、が使えることで、が使えることで、が使えることで、OSの移行時にソフトへの投資を少なくすることが出の移行時にソフトへの投資を少なくすることが出の移行時にソフトへの投資を少なくすることが出の移行時にソフトへの投資を少なくすることが出

来ます。来ます。来ます。来ます。
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あなた様の声をお聞かせ下さい！！
あなた様の喜びの声を聞くことほど、私たちの仕事に情熱とやりがいを与えてくれるものはありません！
いいこと・悪いこと・このレターの感想など、どんなことでも結構です。是非あなた様の声をお聞かせください。
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続
デメリットとしては、社会的に新しい環境・ソフトウエアを受け入れてデメリットとしては、社会的に新しい環境・ソフトウエアを受け入れてデメリットとしては、社会的に新しい環境・ソフトウエアを受け入れてデメリットとしては、社会的に新しい環境・ソフトウエアを受け入れて

いく時に、いく時に、いく時に、いく時に、XPモードがある為に古い環境のまま取り残されていく心配モードがある為に古い環境のまま取り残されていく心配モードがある為に古い環境のまま取り残されていく心配モードがある為に古い環境のまま取り残されていく心配

があります。があります。があります。があります。

今は必要な機能ですが、今は必要な機能ですが、今は必要な機能ですが、今は必要な機能ですが、 いつまでもいつまでもいつまでもいつまでもXPに頼ることが許されるとはに頼ることが許されるとはに頼ることが許されるとはに頼ることが許されるとは

思いませんので、その時は柔軟な対応が求められるのだと思います。思いませんので、その時は柔軟な対応が求められるのだと思います。思いませんので、その時は柔軟な対応が求められるのだと思います。思いませんので、その時は柔軟な対応が求められるのだと思います。

○○○○BitLokerとはとはとはとは …

紛失による情報漏洩・紛失による情報漏洩・紛失による情報漏洩・紛失による情報漏洩・USBを狙ったウイルス感染など、デメリットがを狙ったウイルス感染など、デメリットがを狙ったウイルス感染など、デメリットがを狙ったウイルス感染など、デメリットが

多いものの、今ではかかせないツールとなってしまった、多いものの、今ではかかせないツールとなってしまった、多いものの、今ではかかせないツールとなってしまった、多いものの、今ではかかせないツールとなってしまった、USBメモリ。メモリ。メモリ。メモリ。

紛失した時に暗号化しておくとセキュリティ上いいということで、紛失した時に暗号化しておくとセキュリティ上いいということで、紛失した時に暗号化しておくとセキュリティ上いいということで、紛失した時に暗号化しておくとセキュリティ上いいということで、USB

暗号化ソフトなんてものが多く開発されました。しかしこの暗号化ソフトなんてものが多く開発されました。しかしこの暗号化ソフトなんてものが多く開発されました。しかしこの暗号化ソフトなんてものが多く開発されました。しかしこのBitLokerがががが

あれば、あれば、あれば、あれば、windows上で簡単に暗号化をすることが出来るのです。暗上で簡単に暗号化をすることが出来るのです。暗上で簡単に暗号化をすることが出来るのです。暗上で簡単に暗号化をすることが出来るのです。暗

号化の方法は、パスワード保護。一度暗号化すると、どのパソコン号化の方法は、パスワード保護。一度暗号化すると、どのパソコン号化の方法は、パスワード保護。一度暗号化すると、どのパソコン号化の方法は、パスワード保護。一度暗号化すると、どのパソコン

ににににUSBを差しても、パスワードの入力が求められ、セキュリティの向を差しても、パスワードの入力が求められ、セキュリティの向を差しても、パスワードの入力が求められ、セキュリティの向を差しても、パスワードの入力が求められ、セキュリティの向

上が望めます。ただ、これはもしもの時の予防策のひとつですから、上が望めます。ただ、これはもしもの時の予防策のひとつですから、上が望めます。ただ、これはもしもの時の予防策のひとつですから、上が望めます。ただ、これはもしもの時の予防策のひとつですから、

パスワード保護があるからと過信せず、管理はきっちりしていくことパスワード保護があるからと過信せず、管理はきっちりしていくことパスワード保護があるからと過信せず、管理はきっちりしていくことパスワード保護があるからと過信せず、管理はきっちりしていくこと

が大切です。が大切です。が大切です。が大切です。

いかがでしょうか？実際私もまだ使っていませんので、使い勝手ないかがでしょうか？実際私もまだ使っていませんので、使い勝手ないかがでしょうか？実際私もまだ使っていませんので、使い勝手ないかがでしょうか？実際私もまだ使っていませんので、使い勝手な

どはまだまだ不明ですが、今までにない機能としておもしろいと思いどはまだまだ不明ですが、今までにない機能としておもしろいと思いどはまだまだ不明ですが、今までにない機能としておもしろいと思いどはまだまだ不明ですが、今までにない機能としておもしろいと思い

ます。ます。ます。ます。

今後も新しい情報はこのニュースレターに記載していきたいと思いま今後も新しい情報はこのニュースレターに記載していきたいと思いま今後も新しい情報はこのニュースレターに記載していきたいと思いま今後も新しい情報はこのニュースレターに記載していきたいと思いま

す！す！す！す！

マイクロソフト社が次期マイクロソフト社が次期マイクロソフト社が次期マイクロソフト社が次期OSののののWindows７を、今年７を、今年７を、今年７を、今年2009年の年の年の年の10月月月月22日発売と発日発売と発日発売と発日発売と発

表しました。前号で、①利便性、②パフォーマンス、③信頼性が向上されてい表しました。前号で、①利便性、②パフォーマンス、③信頼性が向上されてい表しました。前号で、①利便性、②パフォーマンス、③信頼性が向上されてい表しました。前号で、①利便性、②パフォーマンス、③信頼性が向上されてい

るとマイクロソフト社では説明していると掲載しましたので、その他の情報をるとマイクロソフト社では説明していると掲載しましたので、その他の情報をるとマイクロソフト社では説明していると掲載しましたので、その他の情報をるとマイクロソフト社では説明していると掲載しましたので、その他の情報を

今回は記載しようと思います。今回は記載しようと思います。今回は記載しようと思います。今回は記載しようと思います。

毎回毎回毎回毎回OSにはエディションというのがあります。これは、エディションのにはエディションというのがあります。これは、エディションのにはエディションというのがあります。これは、エディションのにはエディションというのがあります。これは、エディションの

違いによって機能が制限されているもので、用途や環境に合わせて違いによって機能が制限されているもので、用途や環境に合わせて違いによって機能が制限されているもので、用途や環境に合わせて違いによって機能が制限されているもので、用途や環境に合わせて

使う私たちがどれにするか選べるものです。もちろん、値段が変わっ使う私たちがどれにするか選べるものです。もちろん、値段が変わっ使う私たちがどれにするか選べるものです。もちろん、値段が変わっ使う私たちがどれにするか選べるものです。もちろん、値段が変わっ

てきますがてきますがてきますがてきますが…

今回用意されているものは、今回用意されているものは、今回用意されているものは、今回用意されているものは、

①①①①Starter②②②②Home Premium③③③③Professional④④④④Ultimateのののの4種類で、種類で、種類で、種類で、

①から順に機能が増え、④番が①から順に機能が増え、④番が①から順に機能が増え、④番が①から順に機能が増え、④番が1番最上位番最上位番最上位番最上位OSとなっています。家庭となっています。家庭となっています。家庭となっています。家庭

で使う分には、で使う分には、で使う分には、で使う分には、Home Premiumで十分だと思いますが、で十分だと思いますが、で十分だと思いますが、で十分だと思いますが、Professional、、、、

Ultimateには私が感じた限り、面白い機能が付いています。それが、には私が感じた限り、面白い機能が付いています。それが、には私が感じた限り、面白い機能が付いています。それが、には私が感じた限り、面白い機能が付いています。それが、

XPモードとモードとモードとモードとBitLokerです。この機能を説明します。です。この機能を説明します。です。この機能を説明します。です。この機能を説明します。

○○○○XPモードとはモードとはモードとはモードとは …

vistaが発売されて、世の企業に受けいれられなかった一つの理由とが発売されて、世の企業に受けいれられなかった一つの理由とが発売されて、世の企業に受けいれられなかった一つの理由とが発売されて、世の企業に受けいれられなかった一つの理由と

してあげられるのが、ソフトウエアの移行の問題です。してあげられるのが、ソフトウエアの移行の問題です。してあげられるのが、ソフトウエアの移行の問題です。してあげられるのが、ソフトウエアの移行の問題です。XPで問題なくで問題なくで問題なくで問題なく

動くソフトも動くソフトも動くソフトも動くソフトも vistaでは動かないことがあったり、一部障害が出たりしでは動かないことがあったり、一部障害が出たりしでは動かないことがあったり、一部障害が出たりしでは動かないことがあったり、一部障害が出たりし

ました。ました。ました。ました。

その対策としてその対策としてその対策としてその対策として 作られた作られた作られた作られたXPモードは、仮想化という新しい技術を使モードは、仮想化という新しい技術を使モードは、仮想化という新しい技術を使モードは、仮想化という新しい技術を使

い、い、い、い、Windows7の中に違うの中に違うの中に違うの中に違うOSののののXPを動かす環境を作りだし、同時にを動かす環境を作りだし、同時にを動かす環境を作りだし、同時にを動かす環境を作りだし、同時に2

つのつのつのつのOSを操ることを可能にしたモードのこと。を操ることを可能にしたモードのこと。を操ることを可能にしたモードのこと。を操ることを可能にしたモードのこと。XPから使っているソフトから使っているソフトから使っているソフトから使っているソフト

が使えることで、が使えることで、が使えることで、が使えることで、OSの移行時にソフトへの投資を少なくすることが出の移行時にソフトへの投資を少なくすることが出の移行時にソフトへの投資を少なくすることが出の移行時にソフトへの投資を少なくすることが出

来ます。来ます。来ます。来ます。


