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こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。

外回りがシンドイ季節がやって来ました。今年から私は

クールビズを実践してノーネクタイでお客様先に訪問して

います。（軽装で失礼しております。）

私は人一倍汗っかきなので、ネクタイを締めて歩くと結構

大変な事になります（笑）去年までは我慢してネクタイをし

て歩いておりましたが、お客様先でも最初汗が止まらない

ので、気持ち悪い人になるよりはいいかな～という判断と

最近ノーネクタイの人が多く、クールビズが浸透して来た

のかな？と感じたことが理由です。と言っても日向に出たら

どうしようも無いですが。。

夏に暑い暑いと言っていても始まらないので、今回はVol.1
号から自己紹介に書いている、趣味のことを書きたいと思

います。無趣味傾向の強い私ですが、3年近く続けている

趣味がダーツです。ダーツと言っても、大きく分けて2種類

ありまして、先っちょが金属製で、

コルクボードや木に刺すハードと、機械付属のプラッチッ

ク製のボードに刺すソフトがあります。私は主にソフト

ダーツをやっています。

ダーツに限らずですが、上手になるには壁があります。一

気に上手になる人も中にはいますが、大半はすぐ下手っぴ

に逆戻り。私はと言えば、多分ダーツ人口で一番多いであ

ろうレベルをさまよっていますが、上手な人と認識されるレ

ベルにあと少しの処までやっと来ることが出来ました。何事

も経験と継続なのですね～。まるで仕事みたいな…
8月に試合があるので、日頃の成果を出せるように頑張り

たいです！！目指せ上位入賞！！！

弊社では、ニュースレターを発行しております！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、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。

ヒヨッコ 通信
フタバビジネス ニュースレター

汁なし坦々麺 ¥1,000円

名前 ：北見大樹

年齢 ：28歳（勤続4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

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
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食べると、自家製ラー油の辛味と山椒のピリ辛が口の中に広がりま

す。山椒が強めの味ですが、良い香りも手伝って食欲が増す感じで

す。この日昼間に激辛カレーを食べていたので、普通の辛さで頼み

ましたが、私としてはちょっと物足りない（笑）辛さは調節可能なので、

辛い食べ物が得意な方は調整して下さい。

この坦々麺、その他の辛い料理は、ハマる人はハマっちゃうと思いま

す！本郷以外にも店舗がいくつかあるようなので、辛党の方は一度

は行ってみて下さい！

ヒヨッコ 通信
フタバビジネス ニュースレター

夏は辛いものを食べたい！と思うのは私だけでは無いはずです。そ

こで、辛いラーメンの代表的存在の坦々麺を食べて来ました～。本

郷にある、栄児家庭料理さんです。ランチで行くと、最高額メニューで

¥1,000円。水餃子がセルフサービスで食べられます。（本郷店だけみ

たいですが…）この日は夜ゴハンに行ってみました。

私が食べたのは、何度かリピートしている『汁なし坦々麺』です。スー

プが無いので、ジャジャ麺みたいですが、混ぜると右写真のように。

少し赤みがかります。これで準備完了！
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汁なし坦々麺 ¥1,000円
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先日ニュースでマイクロソフトの4～6月期の純利益が前年

同期対48.8％増とありました。最新OSのWindows7の好調も

ひとつの原因でしょう。そろそろWindows7を使いたいとか、

導入を考えている企業や個人の方増えていませんか？

そこで、Winロゴキーを使った覚えておくと便利なショートカッ

トキーをご紹介。

vernoteがどんどん便利になってますよ！

Evernoteネタばかりでスミマセン（笑）

先月号で紹介したアプリケーションソフトですが、アップデー

トしてさらに便利な機能が付きました。

電子書籍は次世代の本屋さんです。ハードカバーの本を重

い思いせず何冊も持ち運べますし、過去のお気に入りの本

もPDFにしておけば本の色褪もなく、古い本の独特の匂いも

ありません。もちろん、実物の本にはその良さがありますが、

ここではソフトの話なので割愛させて頂きます。

さて、電子書籍で買った本も、それを読み込むソフトウエア

がないと見れません。その読み込むソフトで使われている

iBOOKやGoodReaderというソフトと連携を取れるようになっ

たそうです。

Evernoteはクラウドのサービスですから、基本的にインター

ネットへ接続して同期しないと、データは見れませんが、実

はデバイス側にもデータを保有しています。

オフラインの時に、見たいデータもこれのおかげで見れるの

ですが、EvernoteだけではPDFやその他データは、実は見に

くいんです。そこで、このPDFを読み込むソフトと連携させれ

ば、本と同じようにデータ閲覧が出来るわけです。

日々進化していますねー。

★すぐに使えるネタを紹介して行きたいと思います！★

indows7のショートカットキー紹介

ウインドウを画面左半分に表示

［Win］+［→］

ウインドウを画面右半分に表示

［Win］+［←］

最大化

［Win］+［↑］

元に戻す/最小化

［Win］+［↓］
アクティブ以外を最小化/元に戻す

［Win］+［Home］
ウインドの透明化

［Win］+［Space］
デスクトップON/OFF
［Win］+［D］

画面拡大

［Win］+［＋］

画面拡大を戻す

［Win］+［－］

タスクバーにフォーカス

［Win］+［T］
フリップ3D（対応OSのみ）

［Win］+［Tab］

Windows7では、画面左半分や右半

分にウインドを一瞬で固定すること

が出来ます。（今までは手動でサイ

ズ変更）

これが2つのウインドを見比べたい

時にはスゴイ便利ですよ！是非

導入時にはお役立 下さ

皆様の声をお聞かせ下さい！！
お客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。是⾮お客様の声をお聞かせください！

編集者 北見から一読頂いた皆様へ

御返信頂 たお客様 声を タ 上 ご紹介する事があ
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［Win］+［Space］
デスクトップON/OFF
［Win］+［D］

画面拡大

［Win］+［＋］

画面拡大を戻す

［Win］+［－］

タスクバーにフォーカス

［Win］+［T］
フリップ3D（対応OSのみ）

［Win］+［Tab］

Windows7では、画面左半分や右半

分にウインドを一瞬で固定すること

が出来ます。（今までは手動でサイ

ズ変更）

これが2つのウインドを見比べたい

時にはスゴイ便利ですよ！是非

Windows7導入時にはお役立て下さ

い。


