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●●

iPhoneの修理始めました！ ●●

そらみみ工房ではパソコンの修理だけでなく、パソコンの販売、ホームページの作成、iPhoneの修理、データの救出・復旧、バックアップシステム
導入、業務支援システム開発、紙媒体のデザイン、曲作りなど、多くの問題解決ができます！ぜひ一度ご相談ください。

個人情報の流出（抽出）を狙って
ソフトのインストールを促した
Ｔポイントツールバー事件！！
みなさん、このマーク見覚えありますよね？そうですTSUTAY

守る！
シリーズ

情報抽出＆売買はYahooBB!さんがADSL契約の際に大々的に

Aさんのカードについているマークです。TSUTAYAさんに行く

行っていたのですが、このTポイントツールバーも凄まじいですよ

と「イロイロたまる、Tポイントー！」って流れていますね。それに

。見た目では「検索すればＴポイントがたまる！」なのですが実態

しても最近いろんなところで見かけませんか？このマーク。言わ

は、検索したキーワード、アクセスしたホームページなどの情報

れませんか「Tカードお持ちですか？」って。これで自分がいつ、

をすべて漏らすことなく情報送信しています。そしてこの情報は

どこで、なにを、どれくらい買ったのかという個人情報がTSUTA

第三者へ譲渡されることもあります。実は送られている情報内容

YA本部（カルチャーコンビニエンスクラブ）に流れている事は、

を調査すると、クラウドに置いてあるファイルも漏れちゃいます。

多くの方が知っていると思います。それがパソコンでも実行され

最近「○○ツールバー」というものが、なにかにつけインストール

始めたのが今回の事件だったりします。

しようとされています。みなさんのインターネットのソフトの上の

２０１２年８月１３日から、パソコンでのTポイントツールバーが

方にアレコレくっついていませんか？実は知らない間にこのよう

配布され始めたのですが、これが色々と酷い情報流出で…

に情報が抜き取られ、彼らの営業活動に使われて（情報を売買さ
れ）いることがありますので気をつけてくださいね。この記事に

最先端の未来を体感しよう！
今回は「これは新しい！」と感じたものをお伝え
したいと思います。みなさんは「hulu（フール
ー）」って知っていますか？これは月額980円
で映画や海外ドラマなどが見放題になるというシステムなんで
す。24、スパイダーマン、ルパン三世、仮面ライダー、ウルトラ
マンもすべて見放題。しかもパソコンでも、タブレットでも、ス
マートフォンでも、どの端末からでも観られるんですよ。
AppleTVにも対応しているので、家の大画面で映画がいっぱ
い観れます。この良いところはレンタルに行かなくていい…と
いうレベルはなく、とにかく見放題なので、これまでに観たい
な〜と思っていた映画が観れるのはもちろん、ちょっとだけ見
てつまらなければおしまいにも出来る。パソコンで途中までみ
たら続きは通勤途中にスマホで！とかもできちゃう。こんな素
敵なものがあっていいの？２週間無料お試し（Ａppleユーザー
は１か月無料！）是非一度未来を感じてみてください！

ついてより詳しく知りたい方は、下記アドレスを参照ください！
■http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20120818.html

ITニュース・プチトピックス
IT業界のここ最近の動きと、今後の予定などをピックアップしてお届け！

７月
７月下旬
下半期
2012年夏
9月
9月

MacOSX Mountain Lionリリース
NTTdocomo らくらくスマートフォン発売
Amazon Kindle Fire 8.9インチモデル発売
Ultyabook国内メーカー本格参入
中国製パソコンに出荷時からウィルス
KDDI「iPhone5」発売と同時に
「4GLTE」スタート
９月
iPhone5発売
10月
Windows8 発売
10月下旬 oﬃce2013 アップグレード・プログラム開始
11月
iPadmini発売？
2013年夏 ANA、国際線機内でWi-Fiサービス開始予定

サポート 前川

第18話：「未来の選択を」
サポートチーフ 吉本
いよいよ次期iPhoneの発表・発売が近づいてきた。もちろん

【ウイルス対策ソフトのお話】

筆者は購入する予定なのであるが、予約受け付け開始日に予約
今、お使いのパソコンにウイルス対策ソフトは入っていますか？

が出来るかが目下のところ最大の壁である。
今のところ現地時間9月12日にAppleが開催するプレスイベン

「必要だとは知っているけど、いろいろあってよくわからない」

トでの発表気配が濃厚である。とすれば9月21日か28日辺りに

という方が多いのではないでしょうか。また「パソコンに盗られ

日本での発売となる可能性が高い。発表と同時に予約受け付け

て困るような情報は入っていないから不要だ」

は開始されるという予想のもと、13日にはSBショップへ駆け込

と思っておられるかもしれません。
実は、私自身もそんな考えを持つ一人でした。

まねばならない。また噂ではiPad miniが同時に発表になるので
はないかと言われている。真偽は定かではないが。筆者としては

しかもつい最近まで…。某メーカーでパソコン

こちらも少々気になるのである。

修理を担当していた私ですが、パソコンのセキ
というのも今使っ

ュリティ対策について、まったくド素人でした。

ているiPad2は筆者

メーカー修理とは基本的にウイルスに感染したパソコンを治す

の使い方ではやはり

作業は無く、知識や実作業は不要なのです。パソコンのお医者

大きすぎるように感

さんとなり、自宅のパソコンは大丈夫なんだろうか

じてならず、普段は

？と考えるようになり検疫してみると…出てくる

iPhone4ばかりにな

わ出てくるわ、大量に侵入している不正なプロ

ってしまっている。

グラムたちが。。
（＠o＠；
エラーをパソコンのモニターに表示させる

しかし齢43にしてす
でに老眼の筆者にとってはiPhone4の画面で長時間というのが

ような明らかにわかるモノは、不正プログラ

厳しくなりつつある。(́=ω=｀)

ムの中でも愉快犯的で小物です。本当にやっかいな不正

普段かけない老眼鏡をiPhone4を使うたびにかけ続けるのも

プログラム（ウイルス）は、感染していることを使用者に気が付

疲れる。そういう時にはiPad2を出して来て大きな画面に大きな

かれないように常駐しています。

文字で見ているのだが、寝転んで仰向け状態でiPad2を使い続け

「対策していないけれど、普通に使えているから大丈夫だ」
「怪

るのはやはり重たいと感じてしまうのである。こうなるとiPhone

しいホームページは見ていないから大丈夫だ」と考えていると

とiPadの中間に位置づけされるiPad miniが欲しくなってしまう

すれば、それはかなり危険なことなのです。

のである。大中小とiOS端末が出そろえば使用目的に合わせて、

また、セキュリティ対策ソフトにはたくさん

またそれぞれ
れの環境
またそれぞれの環境に合わせて機種を選択でき、
ユーザーのやり

の種類があり、これも導入に二の足を踏む原

たかった
った事を
った
事をまた
ま 一
たかった事をまた一つ叶える未来が広がるのではないだろうか。

因の一つです。このようなトータルなセキュリ

ここ
こはぜひと
ひと
とも未
も未来
ここはぜひとも未来の選択肢としての3機種をAppleに揃えて貰

ティ対策について、ご説明させていただくのが

いた
たいと
いと切に
切に願う
願 筆
願う
いたいと切に願う筆者であった。

我々の使命だと考えています。ご不明な点や、
気になる点など、お気軽にご用命くださいませ。
（＾o＾/

回「モバイルOSの戰い」
「モバイ
「モ
バイルO
バイ
ルO
OSの
次回
み〜んなで、見てね！ (^-^)v

を！平均180分待ちですが、めちゃめちゃ楽しい！！私はミラコス

いなざわのディズニー通信

秋

タからのアーリーエントランス(開園１５分前に入れるんです）＆
バケーションパッケージ＆ファストパスをフル活用して１日で３

こんにちは。院長のいなざわは、いち早く秋ディズニーを満

回も楽しんじゃって大満足でした！(＾o＾*)さて！もしディズニー

喫いえ、調査にいってまいりました。今年の秋ディズニーの

に行ったら「絶対ミッキーに会いたい!」そんな方にお勧めしたい

見どころは、なんといっても【ランド】のパレード「スプーキ

のが「ディズニーガイドツアー」です。キャストさんがパークを

ーヴィル2012」！フロートやダンサーは去年と同じだけど

一緒に回りながら、裏話などを交えながらパークを案内してくれ

音楽が新しく楽しくノリノリになっちゃってます。もし１日し

ます。時間は約２時間半。へ〜、これにはそんな意味合いがあっ

か行けない場合は、ランドをお勧めします！そして【シー】

たんだ〜！とか感心しながら進んでいくと〜〜…おっとここから

のハーバーショーは全くの新作。これを見る時はハーバー

は言っちゃだめだね。そして最後の特典として、ガイドツアー席

に突き出た島「リドアイル」で見ることをお勧めします！今

から見る夜のハーバーショー「ファンタズミック」は迫力満点で

回はマリーちゃんがめっちゃかわいい！子どもさんはがい骨

す！！ぜひ楽しんでほしいです！！今回もディズニーで３６０度パ

を見た瞬間に悲鳴を上げるレベルの恐ろしさですが(笑)楽

ノラマ写真をいっぱい撮ってきました。もしよければ見てくださ

しいよ〜。
【シー】に行かれる方は「トイストーリーマニア」

いね。→http://bit.ly/OoEBIm、http://bit.ly/OoGXHo

すこし、風が秋っぽくなったかな〜？
なんて思っていますが…いかがでしょうか？
『食欲の夏』から『食欲の秋』に移るだけで、いつも食べて

のHAPPY もの
女
彼
と
僕
をつくる
ｂｙ．Ｔａｋａ

いる事に変わりがないわたくしTakaの毎日ですが（笑）今年の夏もい
っぱい美味しいもの食べましたよ〜o(*^▽^*)o~♪

銀座久兵衛

今年は白桃をいっぱい頂いたので、朝からカットして、ヨーグルト
に入れるという大胆な朝を何日も送り＼(●~▽~●)Уイェーイ
土用の丑の日には、明石の魚の棚の鰻をまたまた頂いて（嬉）夏バ
テってなんですか？って、聞きたくなるくらいのパワー全開！特に美
味しかったのが、銀座久兵衛のいくら〜いくら〜いくら〜です。携帯
のポイントが結構たまっていて、そのポイントをせっかくだから美味しいものにチェンジ
しようって事で、24年度・第11回家族会議（笑）結構色んな種類があるもので…勿論、

北海道産の秋鮭の中でも上質な
いくらを吟味し、
『久平衛』伝統の
やさしい出汁で味付け。
このまま食べるのが最もおいしい
ですが、醤油をすこしたらしても
GOODです。
http://www.kyubey.jp/

俺はこれが食いた〜い・私はこっち〜などなど意見はバラバラ。それを何とか収拾して先
週無事にお腹の中にIN♪ドコモユーザーの皆様はぜひ！その他のお客様は…関西なら帝
国ホテル大阪にお店がありますのでそちらでお召し上がりくださいませ。

菜園日記

Emi

☆パソコン君へのお告げ☆

こんにちは〜 夏の家庭菜園のご報告を♪
まずは【ズッキーニ】全く実りませんでした！！！！(ﾟ㲆ﾟ ;)

私はdocomoユーザー。

花は咲いたのですが半ば枯れてきて、諦めていたら、ちょっこ

それも未だに『ガラケー』と呼ばれる携帯を使ってい

し元気になってきたので、これからに期待しつつ…葉っぱは

る。もっと告白すると…メールと電話とカメラ、時々目

青々としてて元気なのにな〜…(ノд・。)

覚まししか使わない。

次は【きゅうり】こちらは去年も植えたの

そんな私にむかって院長は『うちの会社はITさんなの

で楽勝〜♪(*￣ー￣)ｖのはずが…何故

にね〜』っと、ちょっぴり冷たい視線を投げかける…

か苦い！！なんだか緑も薄かったし…栄

(*ﾟДﾟ*)

養過多とか水・日照不足などが原因だっ

院長もチーフも『iPhone』ユーザーなので、画面

たりするらしい…うーん。来年に期待！

をさ〜っとなでながら涼しい顔をして携帯を操ってい

お次は【プチトマト♪】今年は大成功〜

る！←本当はちょっと悔しい(*ʼε )

去年は全く実りのなかったプチトマトで

今の携帯が壊れる頃、私の愛する『ガラケー』はす

すが今年は豊作でした！！去年の失敗の

っかり消滅し・・『スマートフォン』がショップの棚を

せいで植える気はなかったのですが、

席巻しているんだろう。

100均で何気なく買った、プチトマト栽培セットで、種を植え

そのうち『アンドロイド』か

てみると、脅威の発芽率で!!!Σ(ﾟдﾟ;)こんなに生えてきたなら

『iphone』かを選択する時

〜ということで、プランターに移して本格的に栽培開始！

が私にもやってくるんだろ

o(㱢▽㱡)oにょきにょき伸びて、こーんなに鈴なりに実をつけ

うな。いやいや！そんな事よ

てくれました。おかげで今年の夏はほぼトマト買わずにすみま

り問題は、通話やメールが

した(*^-ﾟ)vｨｪｨ♪何回トマト祭りをしたことか〜。

無料になるので、家族や実

今年は【バジル】も栽培したので、自家製の野菜でアクアパッ

家など、みんなで仲良く家

ツァも作れたし〜ピザ風のものも食べれたし〜素敵な夏でし

族割にしている私のこの環

た。
【とうもろこし】も栽培してみましたが、やっぱり初の挑戦

境！！

だったので、実が少なかったです…。アメリカで大干ばつが起

ここで一人抜けしたら、怒られるだろうな…。誰も電

こって、とうもろこしに実がつかへんってニュースでやってた

話くれないんだろうな…。

な〜なんて思い出しつつね(ﾉ△･｡) 後は、生ごみを土に埋めて

っと言う事で、問題は常に先送りにし…ネットは買っ

土を肥えさせようと思って、埋めてたら…【かぼちゃ】がにょ

たばかりのパソコン君で見たら良いじゃない！と言い

きにょき生えてきたし、
【キャベツ】の芯から花が咲いて種が

聞かせるヘタレのshiｎguなのでした(*T̲T*)

とれたし、植物の生きる力ってスゴイですね！

あっ、また冷たい視線を感じる…

しんぐう。

間違わないパソコン選びを提案いたします!!
今、そらみみ工房のスタッフが
一押しする商品はこれだ！

1

MAC de Windows

あっ
ぷる
さん
・番

外編

MacにWindowsをインストールすれば、使い慣れた
Windowsソフトが、憧れのMacで全部使えるのである。
プライベートな時間は楽しくて使いやすいMacOSXで存
分に。(^o^)♪仕事の時間は、取引先とのデータの互換性重視を考えてWindows
で。(-̲-)これが1台のMacで出来ちゃうのである。
「今までWindowsしか使った
ことないけどMacに興味深々」な諸兄にはお勧めの環境である。何といっても
WindowsPCとMacの2台を持つ必要が無く1台で両方使えてしまうのは、山椒
は小粒でピリリと辛い・・・ではなく、1粒で2度美味しいアーモンドグリコのよう
にお得なのである。“Mac de Windows”に興味をもたれた諸兄は、この機会に
ぜひ私にご連絡を！なのである。

2

おまか
せ価
格！

￥224,000-

税込価格
Apple iMac (MC309J/A)
【速度：CPU】Corei5 2コア 2.5GHz
【容量：HDD】500GB
【作業場：メモリ】4GB
【ドライブ】DVDスーパーマルチドライブ
【モニタ】21.5インチワイド液晶モニタ
【OS】MacOSX 10.7
Windows7 Home Premium 64bit
【WORD/EXCEL】Microsoft Oﬃce
MacかWindowsどちらか片方。(追加も可能）
【ウィルス対策】カスペルスキー 2012
【メーカー保証】1年保証
【基本設定内容】
本体初期設定／インターネット接続設定
メール設定／プリンタ設定／ウィルス対策設定
旧PCからのデータ引っ越し(写真、ワードエクセ
ルデータ）＊詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

おまか
せ価
格！

￥164,000-

Windows7 or 8

「パソコンの買い替えも検討しているが、何を買ったら良
いのか分からないしデータや設定のこともあり…。」修理
や動作不具合で来店されるお客様からそのようなお声を良く耳にします。お医者
さんの本業としては、具合の悪くなったパソコンを診察し改善させるのが基本なの
ですが故障の度合いや経年劣化の状態によって、買い替えの方が良いと判断する
事もあります。そんな場合オススメするのが「新規パソコン＋データ引っ越し＋設
定丸ごとパック」です！パソコンはお医者さんが選定するので間違いなしです！も
ちろん、環境や用途についてヒヤリングを行い、お客様にピッタリの１台を選びま
す。パソコン本体には、メーカー延長保証サービスが３年（通常１年）付きます。
また、今使っているパソコンからのデータ（写真・書類・年賀状住所録など）引っ越
しや面倒な初期設定も行います。何よりも購入後サポートとして、店頭での診察と
検査費用が無料となりますのでアフターもバッチリです！！もちろん買い替えだけ
でなく新規にパソコンを導入される場合もお気軽に前川までご相談ください。

税込価格
富士通ノートパソコン LIFEBOOK
【速度：CPU】Corei5 2コア 2.5GHｚ
【容量：HDD】500GB
【作業場：メモリ】8GB
【ドライブ】DVDスーパーマルチドライブ
【OS】Windows7 Home Premium
【モニタ】15.6インチワイド液晶モニタ
【WORD/EXCEL】Microsoft Oﬃce
Personal 2010
【ウィルス対策】Norton ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｾｷｭﾘﾃｨ2012
【メーカー保証】３年保証
【基本設定内容】
本体初期設定／インターネット接続設定
メール設定／プリンタ設定／ウィルス対策設定
旧PCからのデータ引っ越し(写真、ワードエクセ
ルデータ）＊詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

ホームページ・紙媒体のデザイン・製作やってます
近頃、わが社ではホームページやリーフレット、名刺な
どの制作が活気づいています！会社説明、ＰＲ、マーケテ
ィングを含めた製作まで、御社の営業活動、情報発信を
しっかりサポートいたします。自社のココをもっと強化し
たい！等、どんなことでもお気軽にご相談ください

超有名な地域密着型情報誌「まるはり
」さんで、iＰａｄを中心としたコラ
ムを掲載させていただいています！
書店でお手に取ってご覧ください！

困ったときは、社外IT事業部にご相談下さい！速効解決します！！
メール：oﬃce@soramimist.com
ホームページ:http://www.soramimist.com

0120-73-8855

■ これまでのニュースレターは、ホームページからご覧頂くことが可能です ■
※このニュースレターは当店のお客様や、名刺を交換させて頂きました企業の方にお送りしております。
今後配送を希望されない方はお手数ですが、メール等でご連絡下さい。

http://www.facebook.com/Dr.soramimi

@doctor_pasokon
☆フォローをお願いしま〜すo(*'▽'*)/☆ﾟʼ

