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夏も目前、旅行シーズン到来！そこで今回は、エービッツ社員に旅行に関するアンケート
をとり、どんなところに行きたいか、旅行でどんなことをしたいかを聞いてみました！

Ｑ.どこへ行きたい？（カッコ内は票数）

☆海外

☆国内

1 位 ハワイ （11 票） 芸能人に会えるかも！

1 位 沖縄 （15 票） パイナップルの季節。

2 位 韓国 （6 票） 韓流スターにポゴシッポヨ！

2 位 東京 （7 票） 祝・スカイツリー開業！

3 位 パリ （2 票） ファッションの都への憧れ。

3 位 北海道 （6 票） グルメといえば北海道！

ハワイの人気が高いですね。

沖縄が圧倒的支持で 1 位です。

海外といえばハワイ。王道ですね。

やはり青森は雪国だからでしょうか？

Ｑ.誰と旅行にいきたい？

Ｑ.旅行ではなにをしたい？
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男女とも、旅行では仕事を忘れて家族との時間を過ごした
いという人が多いようです。
男性は特に家族と、女性は家族や友人と旅行を楽しみたい
というところに男女の傾向の違いが見えます。

旅行目的としては観光をしたいという意見が約半数。
買い物や遊びなどもいいけれど、のんびり他の土地を見
て、ゆっくり旅行を楽しみたいという人が多いようです。

WinVista からデスクトップガジェットが
設定できるようになりました。ガジェットとは、
ちょっとしたアクセサリーソフトのことを
指します。今回はその設定方法をご紹介！
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表示される
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選択。
右図のような
右図のような一覧
のような一覧が
一覧が表示
されるので、
されるので、好きな
ガジェットを
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上記画像中のもの以外もネットからダウンロードすることができます！

最近ちらほら聞こえてくるスマートテレビ。
明確な定義はまだないようですが、簡単に例えるな
らば、インターネットテレビです。
メーカーで違いはありますが、パソコンやスマート
フォンと同じように、インターネットの動画を見た
り、Skype 等と連携したテレビ電話ができるなど、
様々な可能性が広がってきています。
「賢いテレビ」の時代はすぐそこにきているかもし
れません。

豚しゃぶ
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１個

中華麺

① 卵を半熟に茹でます。
② 中華麺と豚しゃぶをそれぞれかために茹でて
冷水で冷やしておきます。
③ ●を全て混ぜ合わせて、たれを作ります。
④ 茹で上げた卵と豚しゃぶと中華麺をお皿に移し、
☆を全て盛り付けたら完成ですっ！

愛 猫 日 和
ウォーキングは道具も何も使わず、気楽に始める事ができ、
身体への負担もかからない事で運動不足解消の第一歩として
注目されています。かっこよくて、健康的な身体を手に入れる
為に、始めてみませんか？
【無理せず楽しく続ける】
一日 15 分くらいから始めて、音楽を聴きながらまたは友達と
一緒に歩いてみましょう。話しながら歩くと頑張る感がなく
楽しく続ける事が出来ます。
【正しいフォームで歩く】
まず、頭の上から吊り下げられた感じで肩の力を抜き、背筋を
伸ばし、まっすぐ立ちます。それから腕を前後に振りながら
やや大股交互に足を前に出します。着地はかかとから行い
ベタ足で歩くのがポイントです。
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☆トマト(スライス)
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☆わかめ
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☆切りのり
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☆水菜
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主に体の元となる、タンパク質が多く
含まれています。
感染症に対する免疫力を高め、
脳血管疾患を予防する働きもあります。
消化吸収にも優れ、体内で効果的に
働きます。

縁故者やお世話になった方々に贈り物をする「お中元」。
起源は中国の道教の「三元節」にあるそうです。
三元とは１月１５日の「上元」、７月１５日の「中元」、１０月１５日の「下元」
で、それぞれ神様を祭る風習のことです。
７月１５日の中元はお盆の時期と重なったことから、先祖供養とともにお正
月から半年間無事に過ごせた事を祝い、両親や年長者に素麺（そうめん）
などの食べ物を贈るようになりました。
これが目上の人やお世話になった人に贈り物をする、現在の「お中元」となっ
たそうです。

あなたがもっとも心を許せる人と過ごしましょう。そうすれば、日頃の疲れもスッと消えるはず。新し
いアクセサリーが恋愛運の向上を招きます。お気に入りを探してみては！！ラッキーカラーはピンク、
ラッキーアイテムは割引クーポン♪

７月に入り、読者の皆さんは、いかがお過ごしでしょうか。この季節は天気し
だいになるのですが、やはりアウトドアで日頃のストレスを発散し、心身とも
にリフレッシュと行きたいですね。また、普段運動不足の方は、軽いジョギン
グなどをされてみてはどうでしょうか。生活習慣病の予防にはピッタリだと思
います。家から出たくない人は、家庭サービスをしてはいかがでしょうか。掃
除をしたり、料理に挑戦するなど家庭が円満になることは、間違いないと思い
ます。是非、楽しかった７月をお聞かせください。
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
⇒a-com_news@a-bits.co.jp
でお願い致します。

※ブラウンとホワイトは在庫に限りがご
ざいまして販売終了となっております。
また、人気商品の為、他のカラーも
無くなり次第販売終了となりますので
ご了承下さいませ。

電

源：

DC 5V（USB ポートより供給） / 単 3 形乾電池×4

電池接続時間：

約 6 時間（風力 1）

外 形 寸 法：

W101×D107×H345（mm）

保 証 期 間：

６ヶ月

☆場所をとらないスリムタワー型
☆電源は USB と乾電池両対応
☆手動で左右の風向き調整が可能

今月は弊社、バスケットボール部が大会へ出場致します。詳細は下記の通りです。
【第２９回
２９回 青森県会長杯争奪バスケットボール
青森県会長杯争奪バスケットボール大会
バスケットボール大会】
大会】
日時：平成２４年７月７（土）・８日（日）
会場：三沢市総合体育館
選手一同、一生懸命頑張ります。是非、会場へ足をお運びください！
※試合開始時間、組合せ等は、お手数ですがこちらへお問い合わせください。⇒
a-com_news@a-bits.co.jp

（株）エービッツ

本社

〒038-0003

TEL 017-781-8662
FAX 017-782-1024

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

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

■弘前営業所
■八戸営業所
■むつ営業所

TEL 0172-39-6440
TEL 0178-47-8630
TEL 0175-33-1235

〒036-8002 弘前市駅前 2-2-2 弘前第一生命ビル
〒031-0031 八戸市番町 3 ＮＣビル
〒035-0033 むつ市横迎町 2-16-7

017-752-8832
017-752-8830
017-752-8833
017-752-8833
017-715-3781

FAX
FAX
FAX
FAX

017-752-8831
017-752-8831
017-752-8834
017-752-8835

FAX 0172-39-6441
FAX 0178-71-1508
FAX 0175-33-1236

