思い出をデータとして
データとして残
として残そう！
そう！

季節は
季節は秋になり、
になり、家族でお
家族でお出
でお出かけする機会
かけする機会が
機会が多くなってきたと思
くなってきたと思います。
います。
そんな時
そんな時、お出かけ先
かけ先の思い出や風景を
風景をデジカメで
デジカメで撮りたいと思
りたいと思いませんか？
いませんか？
今月は
今月は今年の
今年の夏から秋
から秋にかけて発売
にかけて発売となった
発売となった最新
となった最新の
最新のデジカメを
デジカメを紹介します
紹介します！
します！

広角ズームタイプ

防水・耐衝撃タイプ

Canon PowerShot A2400 IS

富士フィルム FinePix XP50
・５ｍの防水設計なので、水中撮影時や雨の日でも

・シーンの状態を判断してブレ補正を切り替える

安心して撮影できます

「マルチシーンＩＳ」機能付き
・広角２８ｍｍから望遠５倍（２８-１４０ｍｍ相当）

・１．５ｍの耐衝撃構造で、急な落下の際にも安心です
・低反射高輝度液晶モニター搭載で、強い日差しの下

のズームアップが可能で、幅広い撮影が楽しめます

でもクッキリ撮影画像を確認できる

・コンパクトで持ち運びも便利

高倍率光学ズームタイプ

3Ｄ静止画撮影機能搭載

SONY Cyber-shot SC-WX170

OLYMPUS Tough TG-1

・新開発のジャイロセンサーにより高倍率ズームで

・ダイナミックな３Ｄ写真を簡単に撮影できます

起こりやすい手ブレを高精度に補正します

・レンズ群＋シャッター＋絞りを支える枠を徹底的に

・光学 10 倍ズーム機能搭載

検証、１００ｋｇｆの荷重に耐えられる構造です

・高倍率ズームで起こりやすい手ブレを補正する

・鮮やかな色再現性と高コントラストな描写力の

「光学式手ブレ補正」機能搭載

有機ＥＬディスプレイを搭載

こちらでご紹介している製品の詳細に関しましては、営業担当にお気軽にお問い合せ下さい。

前回に引き続き、今回も Google のイースター
エッグを特集します。今回は、昼休みなどの
ちょっとした時間に楽しめる、ミニゲームが
できるコマンドをご紹介します！

Google の検索ボックスに
「Zerg Rush」と入力。
すると、「O」が落ちてきて
検索結果を消してしまう！
落ちてくる「O」をクリック
し破壊すると得点します。
ハイスコアを狙いましょう！

クリック！

※ご使用のブラウザによってはイースターエッグが動作しない場合があります。

スマホでの無料通話、無料メール。
現在爆発的に普及している「LINE」は、無料通話
を強みに世界中で利用者を増やし、現在では様々な
機能拡張がされているスマホアプリです。
人気のトーク機能では大人数でのリアルタイムチ
ャットが可能で、SMS のような感覚で利用してい
るユーザも増えてきています。
スマホを利用している方は、是非活用してみてはい
かがでしょうか？

鮭（塩・胡椒を振っておく）
ナス（縦切り）

・・

２切

・・・・

１本

サラダ油

・・・・

少々

ピザ用チーズ

・・・・

お好み

クッキングシート

・・・・

１枚

（フライパンに収まるサイズ）
アルミホイル

・・・・

２枚

（鮭とナスのサイズに合わせて）
●合わせ味噌
味噌

・・・・

大さじ３

砂糖

・・・・

大さじ１

豆板醤、生姜

・・・・

少々

① フライパンにサラダ油を少々ひく。その上にクッキングｼシートを
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

しいてクッキングシートの上にも油をひく。
（こうすることで、焦げ付かず、後片付けも簡単♪）
ナスを皮の方から焼いていく。（中火２分）
取り出してアルミホイルの上に乗せておく。
同じフライパンを使い、鮭の皮の方から充分に火が通るまで
焼いていく。（弱火３分）
取り出してアルミホイルの上に乗せておく。
ナスと鮭に合わせ味噌を乗せ、トースターに入れる。
焦げめがついてきたら取り出し、ピザ用チーズをたっぷりと
かけて再びトースターへ入れる。
焦げめがついたら完成っ！

鮭には DHA（ドコサヘキサエン酸）
と EAP（エイコサペンタエン酸）が多
く含まれており、動脈硬化・心筋梗塞・
糖尿病など、生活習慣病（成人病）の予
防効果があると言われています。

愛 猫 日 和

10 月の第 2 月曜日は｢スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう
ことが趣旨の国民の祝日。1966 年(昭和 41 年)
｢国民の祝日に関する法律｣の改正により建国記念の日、敬老の
日ととに追加制定された。それ以前は 10 月第 1 土曜日がスポーツ
振興法による｢スポーツの日｣とされていたが、1964 年の東京オリン
ピック大会開会式の日を記念して 10 月 10 日が「体育の日」とな
る。その後の法改正により 2000 年(平成 12)から 10 月に第 2 月曜
日となった。

全体運は何でもいいから新しい挑戦を始めてみるとグッド。ラブ運はあなたの気持ちを積極
的に相手に伝えるよう頑張ってみて！仕事運は怠けている暇はなし。公立重視で取り組む
ようにして。ラッキーアイテムはマフラー、ラッキーカラーは緑。
季節はそろそろ読書の秋。
今回は読書とアタマの以外な関係について説明します。
【読書が若さの秘訣？！】
読書は知識を深め、感情を豊かにする効果があると言われて
いますが、実はそれだけではありません。読書は脳全体を
刺激する為、痴呆や脳の老化防止に効果があるそうです。
中でも記憶力や感情をつかさどる「前頭前野」が特に刺激を
うけているので、
「視覚、記憶力、判断力」が一度に活用さ れ、
いつまでも元気に過ごす事が期待出来るそうです。
【声に出して効果倍増】
「音読」は視覚や判断力に加え、
「口と耳」を使うため、
脳細胞はより刺激を受け、黙読以上の効果があると言われて
います。皆さんも試してみてはいかがでしょうか？

読者のみなさんいかがお過ごしでしょうか。ペナントレースもパ・リーグは混戦で
盛り上がっているこの頃です。猛暑も一段落した様子で、朝晩は寒いくらいです。
まだ紅葉には早かったのですが、この間ドライブがてらに、八甲田城ヶ倉大橋まで、
行って来ました。天気は、今一ぱっとしなかったのですが、観光客で賑わっていま
した。それと１０月は、収穫の季節です。家庭菜園をしている方は収穫が楽しみだ
と思います。家へ帰る途中、田んぼで稲刈りの風景を見ましたが、何だかホットし
た気分になりました。
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
⇒a-com_news@a-bits.co.jp
願い致します。

＜製品ラインアップ＞
□巻芯径(mm)：25
□サイズ(mm×m)：12×11.4
＜製品詳細＞
個装
□サイズ(mm)：140×72×30
□重
量(g)：35
梱
□サイズ(mm)：165×165×90
□重量(g)：385

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３９回
全国クラブ
クラブバスケットボール
３９回 全国
クラブバスケットボール選手権大会
バスケットボール選手権大会 青森県予選会】
青森県予選会】
日時：平成２４年１０月６日（土）
・７日（日）
会場：つがる市柏総合体育センター
１３年連続の東北大会出場をかけて選手一同、一生懸命頑張ります。
是非、会場へ足をお運びください！

（株）エービッツ

本社

〒038-0003

■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
青森エービッツ・サービス
■弘前営業所
■八戸営業所
■むつ営業所

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

青森市石江字江渡 6 番地 5

〒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

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

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

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

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

