


 

 

最近、IT 業界では「ビッグデータ」というキーワ

ードが注目されています。 

クラウドの普及等により、蓄積されたインターネッ

ト上の大量の情報や、様々な機器のログ情報、画像

や動画など、現在は様々な情報に溢れています。 

それらの巨大なデータを管理・分析することによ

り、新たな価値を見出す技術が活用され始めていま

す。 

何気ない Web サイトの閲覧や、ちょっとした

Twitter の呟きなども価値ある情報の一つになって

いるのです。 

 

タスクバータスクバータスクバータスクバーをををを右右右右クリッククリッククリッククリック、、、、    before    
表示表示表示表示されたされたされたされたメニューメニューメニューメニューからからからから    
プロパティプロパティプロパティプロパティををををクリッククリッククリッククリック。。。。    
表示表示表示表示されたされたされたされたウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウのののの    
中中中中からからからから、、、、                                    after    
「「「「小小小小さいさいさいさいアイコンアイコンアイコンアイコンをををを使使使使うううう」」」」            
ににににチェックチェックチェックチェックをををを入入入入れるれるれるれる。。。。    

Windows7 ではタスクバーに表示されるプログラム 

が、アイコン表示されるようになりました。 

これを可愛いミニチュアサイズに 

変更する方法をご紹介します！ 

タスクバーの高さも低くなるので、ちょっとだけ広く使えるようになります。 

iPhone同様、手に吸い付くような操

作感やアプリの完成度の高さが大き

な魅力です。 

iPhoneとの同期性も優れており、 

電車の中で iPhone を使って本を読

み家では iPad2 を使ってその続きを

読むということも可能です！ 

そう、iPadならではですね。 

タブレットタブレットタブレットタブレット端末端末端末端末のののの活用方法活用方法活用方法活用方法    --------    最大最大最大最大のののの特徴特徴特徴特徴はははは快適快適快適快適にににに「「「「見見見見るるるる」」」」ことことことこと！！！！    

○インターネット  --  ワンタッチで軽快な起動も大きな魅力。時間と場所を選ばず、快適にネットや動画閲覧を！ 

○読書  --  電子書籍を見るならタブレット端末が最適！軽く運びやすく、自宅の本を電子化するなんてことも・・・ 

メールやゲーム、ビジネスでの活用など、その他端末独自の機能・特徴があります。うまく活用してライフスタイルに新しい変化を！ 

Android 搭載のスマートフォンをお

使いの方にはオススメです。 

Googleアカウントとの連携で、簡単

にスマホや PC 同様にメールやカレ

ンダー等が利用できます。 

Android マーケットから豊富なアプ

リをダウンロードして使うことがで

きるのも大きな特徴です。 

マイクロソフト社の Windows7を搭

載しているので、普段使用している

パソコンと同じ操作感覚で扱うこと

ができます。また、WindowsのＰＣ

向けのソフトなどもそのまま使用す

ることが出来ます。 

Office などもそのまま使えるので、

ビジネスシーンでは非常に便利で

す！ 

完成度の高いデザインと操作感 

Apple iPad 2 Wi-Fi モデルモデルモデルモデル 16GB 

世界で一番普及している携帯ＯＳ 

ASUS Eee Pad Slider SL101 

お使いのパソコンと、同じ感覚で 

Acer ICONIA TAB W500S 

スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンのののの普及著普及著普及著普及著しいしいしいしい昨今昨今昨今昨今、、、、快適快適快適快適ななななモバイルモバイルモバイルモバイル端末端末端末端末としてとしてとしてとしてタブレットタブレットタブレットタブレットのののの人気人気人気人気もももも急上昇急上昇急上昇急上昇していますしていますしていますしています。。。。    
今月今月今月今月はそのはそのはそのはその魅力魅力魅力魅力とととと現在販売現在販売現在販売現在販売されているされているされているされているタブレットタブレットタブレットタブレット端末端末端末端末のののの特徴特徴特徴特徴などについてごなどについてごなどについてごなどについてご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします！！！！    



今回は「「「「照明器具照明器具照明器具照明器具」」」」の節電方法について説明します。 

【こまめに消す】 

無駄な明かりはこまめに消しましょう。 

また家族が同じ部屋で過ごすなど、家全体で使う時間を 

短くしましょう。 

【掃除をすれば明るさアップ】 

ランプやセードが汚れると、明るさは極端に低下します。 

使用場所に応じて定期的に掃除をしましょう 

【適切な明るさで】 

必要以上に明るくせず適度な明るさで使いましょう。 

【白熱電球を LED 電球に交換】 

LED 電球にする事で約 80%も省エネになります。 

●ホルモン    
●キャベツ             
●玉葱          
●にら         
●豆腐         
●じゃがいも         

○コチュジャン          
○合わせ味噌        
○醤油・酒・みりん      
○玉葱と林檎のすりおろし  
○しょうがすりおろし    
○白ネギのみじん切り   
○水     

200ｇ 
小ぶり 1/2 枚 
1/2 個 
1 輪 
半丁 
1 個 
 

90ｇ 
大さじ 3 
各大さじ 2 
各大さじ 2          
小さじ 1 
大さじ 1 
70CC 

① キャベツはざく切り、玉葱は 1cm スライス、 
   にらは 5cm 幅に、豆腐は半丁を 4 つに切る。 
② じゃがいもは半分の 5mm 厚さにし、水にさらす。 
③ ○を合わせてホットプレート鍋に少しひく。 
④ 肉、野菜、豆腐と重ねて残りの○をかける。 
⑤ 中火で煮立たせ、野菜がしんなりしたら食べる。 

 
前から欲しかった物が手に入りそう。また、金運もなかなか好調です♪今月は 
普段から親しくしている人からプレゼントをもらう等の嬉しい予感がします★
ラッキーカラーはシルバー、ラッキーアイテムはマグカップです♪ 

暦の上では 3 月となり、寒さが多少なりとも和らいできた様に感じます。しかし今

まさに県内でもインフルエンザが猛威をふるっております。やはり『手洗いうがい』

は予防の基本中の基本ですので、常日頃から習慣にすることをお勧めいたします。 

また、暖房による乾燥からの肌トラブル、そして女性は特に静電気による髪のトラ

ブルでも悩まされる季節です。良いケア方法はないのか思考錯誤しながらも、今年

の冬も乗り切りたいと思っている今日この頃です。 

エービッツニュースレターに関するご意見、ご感想は下記のメールアドレスまでお

願い致します。        ⇒⇒⇒⇒a-com_news-room@a-bits.co.jp 

★★★★カブカブカブカブ葉葉葉葉おにぎりおにぎりおにぎりおにぎり★★★★    
①カブの葉をよく洗い、ざるで水切りをしたら細かく切る。 

②フライパンにサラダ油をしいて①を炒め、しんなりしてきたらたらこを加える。 

③たらこに火が通ったら、ご飯と混ぜ合わせ、おにぎりにしたら完成ですっ！ 

 
★★★★春小春小春小春小カブカブカブカブととととアサツキアサツキアサツキアサツキのののの麻婆麻婆麻婆麻婆★★★★    
①小カブの皮をむいて一口サイズに切り、水を入れた鍋に入れ５分煮る。 

（煮くずれてしまわないように注意します。） 

②①の煮汁はとっておき、カブを取り出してざるに切っておく。 

③フライパンにごま油をしき、にんにくと生姜を炒める。 

④香りが出てきたら豚ひき肉を加え、火が通ったらしめじも入れて炒める。 

⑤別の小鍋に煮汁２００cc、麻婆豆腐の素、小カブ、アサツキを入れて煮立てる。 

（中火３分） 

⑥その間に残りの煮汁１００cc を別の小鍋に入れてとろみ粉を溶かしておく。 

⑦⑥の煮溶かしたとろみ粉を⑤に混ぜ合わせたら完成ですっ！ 

カカカカカカカカブブブブブブブブ葉葉葉葉葉葉葉葉おおおおおおおおににににににににぎぎぎぎぎぎぎぎりりりりりりりり        
ご飯        ・・・・ 茶碗２杯 
カブ葉       ・・・・ １束 
たらこ       ・・・・ １００g 
サラダ油      ・・・・ 少々 
 

春春春春春春春春小小小小小小小小カカカカカカカカブブブブブブブブととととととととアアアアアアアアササササササササツツツツツツツツキキキキキキキキのののののののの麻麻麻麻麻麻麻麻婆婆婆婆婆婆婆婆        
小カブ       ・・・・ １束 
アサツキ      ・・・・ ２枚 
にんにく･生姜(みじん切り)・ １欠片 
ごま油         ・・ 大さじ１ 
豚ひき肉               ・・ ２００g 
しめじ          ・・ １株 
麻婆豆腐の素      ・・ １袋 
とろみ粉の素      ・・ １袋 
水           ・・ ３００cc 

   

ははははははははままままままままぐぐぐぐぐぐぐぐりりりりりりりりとととととととと菜菜菜菜菜菜菜菜のののののののの花花花花花花花花ののののののののおおおおおおおお吸吸吸吸吸吸吸吸いいいいいいいい物物物物物物物物          
  はまぐり       ・・・ １パック 

菜の花(茹でたもの)    ・・・ １束 
  花麩         ・・・ お好み 
 ●水          ・・・ ７００cc 
 ●酒､みりん､塩､だしの素・・・ 各大さじ１ 
 ●だし昆布       ・・・ ２cm 程度 

★★★★はまぐりとはまぐりとはまぐりとはまぐりと菜菜菜菜のののの花花花花のおのおのおのお吸吸吸吸いいいい物物物物★★★★    
①鍋に●を全て入れて煮立てる。（中火５分） 

②煮立ってきたらはまぐりを加える。 

③貝が開いてきたら菜の花を加える。 

④ひと煮立ちしたら、おわんに盛りそっと花麩を 

 添えたら完成ですっ！ 

 



 

（株）エービッツ  本社 〒038-0003 青森市石江字江渡 6 番地 5    

 

■問屋町仮事務所  〒030-0113 青森市第二問屋町 3-7-10         

総務部                                                             

営業部 

第一システム部 

第二システム部 

青森データ・ビジネス 

 

■弘前営業所    〒036-8002 弘前市駅前 2-2-2 弘前第一生命ビル   

■八戸営業所    〒031-0031 八戸市番町 3 ＮＣビル         

■むつ営業所    〒035-0033 むつ市横迎町 2-16-7           

 

TEL 017-752-8832 FAX 017-752-8831 

TEL 017-752-8830 FAX 017-752-8831 

TEL 017-752-8833 FAX 017-752-8834 

TEL 017-752-8833 FAX 017-752-8835 

TEL 017-715-3781 

 

TEL 0172-39-6440 FAX 0172-39-6441 

TEL 0178-47-8630 FAX 0178-71-1508 

TEL 0175-33-1235 FAX 0175-33-1236 

 

 

TEL 017-781-8662 

FAX 017-782-1024 

 

     

詳細は・・・http://www2.elecom.co.jp/peripheral/mouse/m-eg3dr/index.asp 

 

M-EG3DRBK 

M-EG3DRBR 

M-EG3DRGN 

M-EG3DRPN 

M-EG3DRWH 

M-EG3DRYL 

【型番】 ﾌﾞﾗｯｸ 

ﾌﾞﾗｳﾝ 

ｸﾞﾘｰﾝ 

ﾋﾟﾝｸ 

ﾎﾜｲﾄ 

ｲｴﾛｰ 

■H24.1 月号よりエービッツのホームページでも 

ニュースレターが御覧いただける様になりました。 

皆様ぜひお気軽に御覧下さい。 

これからもエービッツニュースレターをよろしくお願い致します。 

エービッツホームページはこちらから   http://www.a-bits.co.jp/ 

■弊社のバスケットボールチームが、先月青森市内で開催された 

『会長杯争奪バスケットボール大会』におきまして優勝いたしました。 

応援にきてくださった方々、ありがとうございました。 

詳しい試合結果は青森市バスケットボール協会のＨＰを御覧下さい。 

http://www.aocbba.com/index.html 

□外形寸法   幅 49.6mm×奥行 66.0mm×高さ 35.4 ㎜ 
□質量      約 33ｇ 
□電池      単 4 形乾電池 1 本 
□付属品     ﾚｼｰﾊﾞ×1(ｻｲｽﾞ :幅 15.0×奥行 19.0×高さ
6.5mm) 
           動作確認用単 4 形ｱﾙｶﾘ電池×1 

3333月月月月 11111111日日日日でででで東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災からからからから一年一年一年一年をををを迎迎迎迎えることとなりますえることとなりますえることとなりますえることとなります。。。。    

犠牲犠牲犠牲犠牲となったとなったとなったとなった方方方方々々々々をををを追悼追悼追悼追悼しししし、、、、被災地被災地被災地被災地のののの一日一日一日一日もももも早早早早いいいい復興復興復興復興とととと、、、、被災者被災者被災者被災者のののの方方方方々々々々がががが    

一日一日一日一日もももも早早早早くくくく元元元元のようなのようなのようなのような生活生活生活生活をををを立立立立てててて直直直直せるようせるようせるようせるよう、、、、弊社一同弊社一同弊社一同弊社一同おおおお祈祈祈祈りしておりますりしておりますりしておりますりしております。。。。    


