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ESSAY

高松市歴史民俗協会会長

大津 秀雄

●記念すべき日は「仏滅」

しい友人などが、友を引くとて道連れにされるの

気候変動のせいか、今年の冬もお決まりみたい

を怖れるからだろう。

な暖冬だった。でも、その反動みたいに春は意外

かつて、そんなの迷信だとばかり周囲の反対を

な寒さ。桜が咲くのが例年に比べて、少し遅れた

押し切って葬式を出したところ、間もなくしてそ

といわれた。その４月１日に結婚式を挙げたカッ

の人が亡くなったという話も伝えられた。そんな

プルがいた。紀元2000年のこの記念すべきミレニ

例が偶然にもいくつか続いて、誰しも「死にたく

アムの陽春４月１日ということであれば、文字ど

ない」の心理が現在に至るも

おり吉日ということだろう。

をみることは、皆無ではなかろうか。

友引

の日に葬式

それなのに、この日は市内の結婚式場ではひと

むかし、といってもそう遠くない以前の戦後ま

つの結婚式も披露宴もなかったという。理由は明

で多くのタブーやしてはいけないこと、しなくて

快。その日は暦でいう

はならないことなどがかなり多くあった。

仏滅

にあたるからだと

いう。

科学的には説明も出来ないし根拠のないものか
まか

その日は、記念すべき年の４月の土曜日。それ

もしれないが、そんなものが随分大手を振って罷

でも希望の式場は空いていたし、値段も大幅に値

りとおっていたし、現代でも無視してしまうには

引きしてくれて至れり尽くせりのサービスであっ

かなり勇気を要する。

たという。

三りんぼう

も嫌われる。特に建築棟上げ、

世の大人たちをはじめ、多くの人達は仏滅は「日

工事着工などは不吉とされる。その日に家を建て

が悪い」と結婚式をはじめ新築家屋の地鎮祭・旅

ていて屋根から落ち大けがしたり亡くなった、と

立ちや、なかには病気で入院するのさえ避けると

いうこともあったらしい。

いう年配者もいる。
大安吉日

この三りんぼう、仏滅、友引などの余り歓迎さ

が絶対好まれるが、そんな佳き日

に大勢の人に祝福されて結婚しても不幸になる人
もある。だからそんなの迷信だと果敢に、あえて
そのような日を選んで挙式する若いカップルが最

れないものがある反面、何をするのも全て吉とい
う大安も六日に一回は必ずある。
少し詳しいカレンダーや日めくり、暦などには
いまでも記載されているものが多い。

近ではボツボツ出て来ているらしい。
●今ではあまり聞くことのないクマウジ
●縁起を気にするには理由がある
そうはいうものの、葬式を

友引

そこまでポピュラーではないがかつては
の日に出す

ウジ

クマ

というものが、暦の上には現れないものの

程の勇気のある人は現代でも殆どいない。友引の

庶民生活に、影響をあたえていた。なんでも毎日

日に葬式を出すと、亡くなった人の身近な人や親

違う方向にその
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ESSAY
れに立ち向かって行くと不幸なことや不吉に見舞
われるというのである。

●虫が天に昇らないように
この庚申信仰にまつわる話である。

昔の旅行は大変な苦労があったらしい。旅立ち

その日の夜は、人間の体の中に平素は眠ってい

にさいしては神や仏に祈念するとともに、佳き日

る悪い虫

を選ぶこととなるがその日を判断する役目は

ク

釈天のもとに躯け昇って主人の悪口を散々告げ口

などに詳しい長老が村や地区には必ずい

する。告げ口された人は死期を早める、という信

マウジ

て重宝されていた。
でもその

クマウジ

三尸

（さんし）が天にいるという帝

仰である。
時々刻々にその位置を変

えていくので、時刻を見計らうなどして出発の時
間を決めるという高等な知識も必要とするといわ
れていた。

だからその夜は、一晩中眠らないで身体中にい
る虫が天に昇らないようにしておく。
庚申講という寄り合いをして一晩中話をしたり、
飲食して夜を明かすことになる。

病気で入院するなどのときには、ことさら慎重
ということになっていたらしい。

その夜はいくつかのタブーがある。
男女の交わりは、絶対禁止。若し万一、禁を破

現在では、その言葉の意味さえ知らない人が多
いのだろうが……。

って出来た子供は泥棒になる。
このことを古川柳は多く残している。
※寝て用がないので庚申

●庚申信仰にまつわるタブー

※庚申をあくる日聞いて

こうしん

夜を更かし
嫁こまり
はら

それに類するものに「庚申信仰」と、いうのが
ある。

※こらえ情なく盗人を

孕むなり

この他、ちょっとこまるような句も多い。古い

よく話好きの人がいるが（つかまるとなかなか
離してくれないおしゃべり婆さんは今もいるが）、

伝承説話も、考えようによっては一服の清涼剤に
なるものもあるのでなかろうか。

そうでなくても酒の場などでくどくど長話をする
人に「話は庚申さんの晩にせえ」なんてことはよ
く聞かれた。
甲（きのえ）にはじまり癸（みずのと）までの
十干と、子にはじまり亥までつづく十二支という
のがある。この十干と十二支を組合せあるいは単
独で暦、方向、時刻、運勢等に用いる。
十干と十二支の数字の最小公倍数は60。だから
60年ごとに同じ干支の年が巡ってくる。そこで満
ほん け

60歳を還暦とか本卦還りと称して、現在でも盛大
な祝宴を開く人もある。
今年は庚（かのえ）辰の年。さきの庚申の年は
大正９年その次は昭和55年だからあと40年すれば
巡ってくることになる。
月日も60日周期だから、年に６、７回はある。
今年は１月３日だったから12月28日までに７回あ
ることになる。

■ 表紙写真 ■
後楽園は岡山市にある名園。
日本三公園の一つ。
江戸時代、貞享〜元禄年間、
藩主池田綱政が創設。旭川を隔
てて岡山城址と対する。回遊式庭
園の典型。

●エッセイ「迷信・タブー」…………1

●パソコンＱ＆Ａ………………… 7

●事例紹介
「丸亀町商店街インターネット
環境整備」のご紹介…3

●情報最前線……………………… 9

●ユーザーインフォメーション
研精堂印刷株式会社 様……5

●ＴＳインフォメーション………10
●ミニミニパソコン講座…………10
●クイズに挑戦……………………10
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事例紹介

丸亀町商店街

高松駅

郵便局

香川県高松市のアーケード商店街である丸亀町商店街振興組合様より本年
６月にお話しがあり、㈱トスバックシステムズがご提案させていただいたシステムの

三
越

事例紹介です。

兵庫町商店街

本システムは、丸亀町商店街の約１５０店舗の間にＬＡＮ環境を整備しようとす
るもので、運用面や費用面を検討した上で、無線LANをご提案させていただきました。

美術館通り

中
央
通
り

美術館

丸
亀
町
商
店
街

ラ
イ
オ
ン
通
り

フ
ェ
リ
ー
通
り

国道11号線
南
新
町

この無線ＬＡＮシステムには、
ケーブルテレビとの接続でインターネット接続サー
ビスが受けられるようになっています。本年８月に弊社に御下命いただき、
１２月完
了予定で本システムの構築を開始しております。
以下にシステム概要をご紹介させていただきたいと思います。

●写真で見る商店街風景●

システムの4つの特長
①インターネット網（ＣＡＴＶ）との
接続により商店街の加入組合員
店舗においてインターネットが無
料で利用できる。
②商店街における店舗間の情報の
共有・活用がはかれる。

丸亀町商店街入口

丸亀町商店街振興組合事
務所がある丸亀町町営北
駐車場。この屋上に無線
親機を設置

③商店街のインターネットモ ール
の立上で、各種イベントへの活用
や情報発信拠点として機能を持
たせることができる。
④各店舗が、
ＬＡＮ・インターネット

組合事務所入口

を利用した新しいサービスに取
り組むことができる。

アーケードの中

アーケードの上
TOMORROW
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事例紹介

丸亀街商店街LANイメージ図

各店舗

各店舗へ

事務局へ

アーケード

商店街組合事務局
各店舗
サーバ機

インターネット網

LAN環境概要図

町商店
亀

街

丸

CATV

アーケード
無線親機

各店舗
（組合員様）

無線親機

無線親機

無線親機

無線子機

無線子機

HUB

無線親機

CATV
ルータ

無線親機

無線子機

無線親機

F/W
サーバー機

無線子機
無線親機

組合
事務局

無線子機

無線親機

無線親機
無線子機
無線親機

※設定・状況によっては
携帯端末による受信も可能。

アーケード
外側

アーケード
内側

●無線LAN設置場所
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USER INFORMATION

研精堂印刷株式会社 様

研精堂印刷株式会社 会社概要
称
●名
● 本部所在地

岡山市の研精堂印刷株式会社本社

昭和２２年の創業以来、私たちは堅実経営を基本に時代と共に
高度化する技術イノベーションにも迅速に対応。そして常に時
代の流れを確実にキャッチして「印刷業は情報産業である」との
信念を掲げ、最先端の設備の導入、
ノウハウの蓄積に努めてきま
した。昔の活版印刷からコンピュータによるDTPシステムが主
流の今日まで、技術はまさに日進月歩の勢で進化。
しかし、印刷というものが「何かを伝える」という人と人との
交流の基本であることは、いつの時代も不変であると私たちは
考えています。
マルチメディアへの積極果敢な対応、
それは、品質管理への揺るぎなき信念がもたらすもの。
印刷物は常に安定した「高品位・高品質」でなければならない
という信念のもと、当社は絶対的な指標である「数値」により一
連の工程を管理し、ユーザーからの多彩でシビアなニーズに、最
高の技術でお応えできる体制を築き上げてまいりました。
こ の 日 常 から の 品 質 確 保 に 対 す る 業 務 努 力 が 実って 、
ISO9002の認証も受けることができました。
環境と印刷エコロジーの発想
それは２１世紀を生きる企業の必須条件です。
暮らしの便利さと引き換えに、地球環境が大きなダメージに
晒されています。いまや環境への気づかいは、企業・団体から一
般家庭にも浸透し、世界的な動きになっています。研精堂印刷に
おいても、数年前から地球環境保全のためのさまざまな試みに
挑戦。中でも植物油としての大豆油を使った「大豆油インキ」は、
脱石油系溶剤の一番手で、
とくにVOC規制への対応が容易です。
さらに、大豆油は枯渇資源の石油と違って生産資源であるこ
とも特長として上げられます。当社商品はこの環境にやさしい
大豆インキを１００％使用した商品です。
また、
「印刷用紙」に関して限りある森林資源を守るため、古
紙配合率５０％以上で水質を汚濁するAOXや漂白剤などの化学
物質など少ないもの、そしてリサイクルが容易なものを使用し
ています。一方、全社をあげてゴミ減量にも取り組み、外部業者
と力を合わせて新たなエコ商品の開発にも力を注いでいます。

●
●
●
●
●

代 表
創
資 本
売 上
従 業 員

者
業
金
高
数

研精堂印刷株式会社
岡山市高柳東町10-30
電話086（254）6471
FAX086（254）5405
URL http://www.kenseido.co.jp
代表取締役社長 田中 久暁
1947年1月23日
3,000万円（平成12年7月現在）
59.1億円（平成12年7月実績）
187名（平成12年7月現在）

印刷媒体の変化は、それより一歩遅れている状況にありますが、
数年前から本格化している、印刷前工程のデジタル化（DTP）の
進歩により印刷メディアと新しいデジタルメディアとの間で画像、
文字などの情報の共用化が容易に行える土壌が生まれてきました。
印刷用データの再編集によるデジタル・パブリッシングの提案
や顧客ニーズの広がりに対応する新しいマルチメディア・コンテ
ンツの提供など、
これまで我々がテリトリーとしてきた印刷媒体
以外の分野にも、活動を広げる素地ができあがりつつあります。
印刷会社としてのデジタル処理技術に磨きをかけながら情報
産業としての多彩な総合技術力を培っていく。それが研精堂印
刷株式会社のデジタル戦略についての基本姿勢です。
より正確に、より美しく、臨場感あふれる色の再現のために、
磨き抜かれた技術と最新の設備が一体となる瞬間。
より美しい色の再現は、印刷技術に求められる最大にして最
高のテーマ。とりわけ印刷プロセスの中で最も精密な技術とコ
ンビネーションが要求されるのが刷版技術。最新の設備をフル
に使いこなすプロの確かな技術がフィルムの精度を正確に再現、
次工程への橋渡しを行います。
印刷工程においても、インクの微妙な調整をコンピュータで
厳しく管理するインキプリセットシステムを採用、スピーディで正
確な色の再現を可能にしました。さらに熟練オペレーターの確
かなノウハウがクオリティをさらに高めています。
また、大量の印刷物を高速で量産する輪転機においても屈指
の設備が完備。岡山西町工場において３台の輪転機がフル稼働。
いかなる要請にも正確かつ迅速な対応が可能な生産体制が構
築されています。
こうして完成された印刷物は私たちの技術と高いクオリティ
の結晶として市場に出ることとなるのです。

研精堂印刷のワークフロー
製本

印刷

最新のデジタル・パブリッシング環境を備えた
DTP＆マルチメディアの総合製作施設です。
コンピュータの急速な進歩とネットワークの世界的な普及に
より、放送、通信、郵便、新聞、出版、印刷など、情報に関わる全て
の業界を根底からゆさぶるような大きな変革が、今まさに現実
のものとして我々の目前に迫ってきました。インターネット、衛
生デジタル放送、CATV、電子メールなどにより既に放送、通信、
郵便の垣根が不鮮明になってきており、従来の電波媒体は電波
と通信（有線）が混在する形でデジタル情報が氾濫し、変貌しつ
つあります。
TOMORROW
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納品

色校正刷り
出力

カラー
マネジメント

DTP
マルチ
メディア

画像入力

企画制作

受注
生産管理

企画提案
営業
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研精堂印刷株式会社 印刷業総合管理システム
ネットワークシステム概念図
本
業務サーバ
GS700S

メールサーバ
GS200S

社

高柳工場
バーコードデータ収集サーバ
MAGNIA LITE 10
本社

光ケーブル

印刷機

色校

高柳工場

裁断機

経理
総務

専用回線

西町工場

梱包

刷版

印刷機

営業
フレームリレー

東京支社

業務サーバ
GS700S

企画
DTP
刷版

制作

生産管理

導入システム一覧

ハンディーターミナル
（バーコード読取）

■見積管理システム
■受注・販売管理システム
■発注・仕入管理システム
■工程管理システム
■原価管理システム
■作業指示書管理システム
TOMORROW
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バソコンＱ＆Ａ

最近では、携帯電話や家庭のテレビからホー
ムページを見ることができるようになってい
ます。そこで今回は、そのホームページにお
けるＱ＆Ａを作成編と活用編に分けてご紹介
したいと思います。
これからホームページに挑戦してみようと思
っている方は、是非参考にしてください。

Ｑ１．ホームページを作成するのに何が必要なの？
Ａ
●インターネット接続に必要なもの
モデムと電話回線

パソコンとアナログ回線で接続する場合、現在のパソコンにはモデムが標準装備され
ていることが多いので、パソコン購入時に確認すること

ＴＡとＩＳＤＮ回線

パソコンとＩＳＤＮ回線で接続する場合、ＤＳＵ内蔵型ではないＴＡを購入する場合
は、別途ＤＳＵも必要

● コンテンツ作成のために必要なもの
パソコン

上記＋画像処理や自作ＣＧＩなど

● ＋αとして必要なもの
ホームページ作成ソフト

HTML自動生成をソフトに任せる
（自分でHTMLのタグを覚えるつもりの人は不要）

フォトレタッチソフト

写真加工や画像ファイル作成

スキャナー

紙媒体の写真などをパソコン上に取り込む

デジタルカメラ

撮影時点でデジタル画像として記録

プリンタ

ホームページの内容を印刷して残す

トスバックシステムズ
のホームページ

Ｑ２．ホームページ作成ソフトにはどんな種類がある？
Ａ ホームページ作成ソフトには、低価格の初心者向きのものからプロ向きのものまで非常に多くの種類が発売され
ています。最近ではプロも業務用としてホームページ作成ソフトを使うくらい使用感もよくなってきました。プ
ロが利用しているソフトは初心者向けのものと比べると高価で、高機能な為操作も複雑になっています。先々プ
ロを目指す方以外は、まず入門用ソフトを利用してみてはいかがでしょうか。現在メジャーなソフトを下記にご
紹介します。

「ホームページ・ビルダー2001」 発売元：日本アイ・ビー・エム
標準価格：14,800円 http://www.ibm.co.jp/
「Adobe
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PageMail3.0」

発売元：アドビシステムズ
標準価格：オープン（アドビストアで9,500円） http://www.adobe.co.jp/

「FrontPage2000」

発売元：マイクロソフト
標準価格：オープン（実勢価格19,800円程度） http://www.microsoft.com/japan/

「ｉホタルパーソナル」

発売元：デービーソフト
標準価格：9,800円 http://www.db-soft.co.jp/
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バソコンＱ＆Ａ

●ＩＥ（インターネットエクスプローラ）の便利ワザ
Q１．
ホームページの履歴とは？

Ａ

履歴は過去に見たことのあるホームページの記録のこと
です。
［履歴］ボタンのクリックで、画面左にエクスプロー

ラバーが表示され、過去３週間の間にアクセスしたホームペー
ジのURLが表示されます。URLを忘れても、
クリックするだけで

●オンライン株取引
Ｑ１．
オンライントレードって何？

Ａ

インターネットを使って証券会社のホームページにアクセ
スし、
ネット上で株式やミニ株、投資信託、転換社債などの

取引をすることです。
1999年10月に売買委託手数料が自由化になり、各証券会

ページにジャンプすることができます。

社がインターネットを使ったオンライントレードの手数料を店頭

Ｑ２［
．お気に入り］に登録するには？

取引より安く設定したり、格安料金で新規に参入する証券会

Ａ

［お気に入り］に登録すれば、
いちいちURLを入力しなくて
もクリックするだけで目的のページにアクセスできるので、

社が増えてきました。ホームページに慣れた方は、挑戦してみて
はいかがですか。ミニ株だったら３万円程度から始められるので、

よく見るページは登録しておくと便利です。登録方法は、
メニュ

初めての方も気楽にチャレンジできます。

ーバーの［お気に入り］→［お気に入り追加］
を選び、ホームペ

Ｑ２．
オンライントレードに必要なものは？

ージの名前を付けて［OK］ボタンを押すだけです。
Q３．
スタートページを変えるには？

Ａ

・パソコン（ウィンドウズ９５/９８）

Ａ ・インターネットプロバイダとの契約

起動時に表示されるページを変更するには、
メニューバー

・オンライン証券会社に口座に開設

の［ツール］→［インターネットオプション］
をクリック、画面

・株の購入資金

の［全般］
タブで表示させたいURLを入力します。

・新聞の株価欄やチャートがわかること

Q４．
ホームページの画像を保存するには？

・《会社四季報》or《会社情報》など

Ａ

写真や絵の上で右クリックすると
［画像の保存］ダイアロ
グボックスが開くので、保存先のフォルダを選び、
［保存］

ボタンを押すと保存されます。

Ｑ３．
オンライントレードのメッリットは？

Ａ

ここで注意することは、ホームページで使われている画像は、

れます。画像を使用する時は、ホームページの作成者に許可を
もらうようにしてください。

・好きなときに注文できる
・投資情報が簡単に得られる

特に断りがない場合、著作権がありますので無断で他人に渡
したり、自分のホームページに掲載したりすると、法律で罰せら

・手数料が安い

・小額でも投資できる
Ｑ４．
オンライントレードはどうすれば始められるの？

Ａ

オンライントレードをやっている証券会社に口座を開設す
れば、いつでも始められます。インターネットができる環境

にあるなら口座開設の申し込みもオンラインでできます。
証券会社のホームページにアクセスすると、
『口座開設』
『資
料請求』といったボタンがあるのでそれをクリックすると住所・
氏名などを記入するための専用フォームが表示されます。キー
ボードから必要事項を入力して『送信』のボタンをクリックします。
数日後にはパンフレット、口座開設申込書などが届くので、
必要事項を記入して返送します。
１〜２週間後に証券会社から
『口
座開設』のお知らせが送られてきますので、口座番号・パスワ
ードなどを入力してログインすれば、
オンライントレードを始めるこ
とができます。

トスバックシステムズのホームページで
「TOMORROW」を紹介しています

TOMORROW
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情報最前線

近年の急速なインターネットの普及によって、電子メールやＷＷＷの閲覧だけでなく、より積極的に
情報発信をする人が増えてきています。企業によっては、会社案内や商品紹介などの情報発信のほかに、
インターネット通販などの電子商取引（ＥＣ）を始めるところも多くなりました。このような情報発信の
ために、個人・企業ともにインターネット上における独自のドメイン名を取得されています。そこで今
回は、インターネット上の住所である ドメイン名 についてご紹介させて頂きます。

■ドメイン名とは？
よく名刺に電子メールアドレスやホームページアドレスを見
かけますが、次のアルファベットの列の中で、下線部分がドメイ
ン名です。

Ｑ１： JPNICにドメイン名を登録しましたが、
これでイン
ターネットに接続できますか？

●メールの場合

●ホームページアドレスの場合

info@tokyo.co.jp http://www.tokyo.co.jp

Ａ１：ドメイン名を登録することと、
ドメイン名を利用しイ
ンターネットに接続を行うことは、独立しています。
インターネットへの接続サービスについては、接続
予定のインターネットサービスプロバイダーに申

■ドメイン名の役割とは？
電子メールを送ったり、ホームページを見たりするためには、
郵便で手紙を送るのに住所が必要なのと同じように、相手がイ
ンターネット上の「どこ」にいるか？を表示する必要があります。
電子メールを送るときにも宛先を書きますが、
この宛先はメール
アドレスと呼ばれ、相手の名前とドメイン名という
「どこの国」の「ど

込して下さい。
Ｑ２： JPNICへのドメイン名の登録申請に料金がかか
りますか？
Ａ２： 初期費用（申請手数料等）
と維持管理費用（毎月）
が必要となります。料金明細は、代行申請業者（プ
ロバイザー）にお問合せ下さい。

この組織」なのかという住所情報が示してあります。このため

Ｑ３：「．
ＣＯＭ」のドメイン名を取得したいのですが？

電子メールを届けることができるのです。

Ａ３：トップレベルドメイン名が「．
ＣＯＭ」の場合の管

ドメイン名は、
「インターネット上での住所」としてメールの宛

理は、
ＩＣＡＮＮが行っており各個人で直接申請登

先やホームページの場所を示す役割を担っており、同じ住所が

録をして頂くようになります。日本語での登録申

二つ存在しては困るため、
ドメイン名は世界に一つしかないの

請ができる業者としてインターキュー㈱などがあり

です。

ます。
（参考ＨＰ：http://www.onamae.com/）

世界中のドメイン名とＩ
ＰアドレスはＮ
Ｉ
Ｃという機関が管理して
います。また、
どのドメイン名がどのＩ
Ｐアドレスに対応しているか
の管理も行っています。日本では、
ＪＰＮ
ＩＣがそれらすべての管
理を行っています。

うですが？
Ａ４： 汎用JPドメイン名として、組織種別のない「ＸＸＸ
ＸＸＸ．
ＪＰ」が2000年11月よりの登録規則施行

■ドメイン名の構造
tokyo.co.jp
①

Ｑ４： JPNICで新しいJPドメイン名が検討されているよ

予定で検討されています。また、合わせて日本語
によるドメイン名の登録も検討されています。
（例「日本語名．
ＪＰ」）

② ③

①第３レベルドメイン・
・任意の名前を表しています。
三文字以上のアルファベット・数字で表記。
②第２レベルドメイン・
・組織種別を表しています。
企業＝co、政府＝go、
ネットワークサービス業者＝neなど

ＩＰアドレス：ネットワーク上の住所番号
ＮＩＣ：Network Information Center
ＪＰＮＩＣ：Japan Network Information Center
ＩＣＡＮＮ：Internet Corporation for Assigned Names
and Number

③トップレベルドメイン・
・国の種類を表しています。
日本＝jp、米国＝us、英国＝ukなど
TOMORROW
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（JPNICのホームページより）
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TSインフォメーション

インターネットサービス事業に参入
弊社は本年４月より、
インターネットサービス事業への取り組みと
して、
Ｅ−ビジネス事業グループを設立しました。本グループでは、
イ
ンターネットの専属技術者を配属して、専用回線（1.5Mb/s）の接
続とＷｅｂ専用サーバー（UNIX、Win-NT）の立上を行い、本年７月
よりインターネット・サービス・プロバイダーとしての事業を開始しました。
以下に、
トスバックシステムズのインターネット・サービスの一部を
ご紹介致します。尚、本サービス及びインターネット関連のお問合
せについては、弊社の各事業所又は、本社の事業企画推進部（土
井／溝渕）
までお願いたします。

● 印刷システム事業部

担当営業：岡谷
担当営業：立川
● 四国地区（高松営業所内）担当営業：米井
● 広島営業所

※お問い合わせ先の住所、電話番号は弊誌の
裏表紙を参照ください。

■トスバック・インターネット・サービス■
①ドメイン名取得代行申請サービス
② インターネット接続サービス
（現在は四国地区のみ）
③ インターネット・メール・サービス
（現在は四国地区のみ）
④ ホームページ用レンタル・ディスク・サービス
⑤ ホームページ作成サービス
⑥ レンタル・サーバー・サービス
現在、企業紹介用ホームページとして「ＴＯＭＯＲＲＯＷモール」
を構築中です。次のＵＲＬで一度開いてみて下さい。弊社のホーム
ページもよろしく。
【ＴＯＭＯＲＲＯＷモール】
URL：http://www.tomorrow.ne.jp/ E-mail：info@tomorrow.ne.jp

ＵＲＬを構成する文字の中には、ふだんはあまり
使うことのない見慣れない文字が含まれているこ
とがあります。そこで、
ブラウザを使う際に入力が
必要になる機会が多い特殊記号をまとめて紹介
します。キーの場所を覚えておくと、見たいページ
のＵＲＬをすんなりと入力できます。
★ 半角で入力することを忘れずに★
ＵＲＬを入力する際に使うことが多い特殊記号
を表にまとめました。
入力方法は、
ウィンドウズパソコンの標準的な
日本語キーボードである106（109）キーボードを
例にとって説明しています。
「Shift」+「け」は、
「Shift」キーを押しながら、
ひらがなの「け」を押すことを表します。
なお、
ＵＲＬを入力する際は半角文字を使います。
日本語入力システムがオンになっていると、半角
の英字を入力したつもりでも、
自動的に全角文字
になってしまうことがあります。入力し始める前に、
日本語入力システムをオフにしておきましょう。
記号
＊
＠
̲
：
／
；
˜
−

読み方
アスタリスク
アットマーク
アンダースコア
コロン
スラッシュ
セミコロン
チルダ
ハイフン

入力の際に押すキー
「Shift」+「け」
「＠」
「Shift」+「ろ」
「け」
「め」
「れ」
「Shift」+「へ」
「ほ」

応募要領

【タテのカギ】
①高橋尚子選手が金メダルを
獲得した女子□□□□。
②「次の」を英語で。
③栗鼡。
④人間、□□□□が肝心。
⑥北陸地方の□□半島。
⑨親の決めた□□□□□と結
婚する。
⑪←→南。
⑬□□□小説で犯人を探す。
⑮マッチの原料。
⑯介護保険の□□・マネージ
ャー。
⑰飽食の陰に□□で苦しんで
いる人もいる。
【ヨコのカギ】
①毎年同じことばかりで□□
□□に陥る。
④食欲の□□。
⑤樟脳を取る木。
⑦ニュース□□□は明かせな
い。
⑧ラグビーの得点方法の一つ。
⑩□□は金なり。
⑫読売巨人軍の外国人左投手。
⑭エビで□□を釣る。
⑯政府は□□□対策をしっか
りと。
⑱競馬で気になるのは。
⑳感謝するときに出る言葉。

前回のクロスワードパズルはいかがでしたで
しょうか。答えは「ヒダリウチワ」でした。今回も
仕事の合間にお楽しみください。
Ａ〜Ｇに入った文字をならびかえて言葉をつ
くってください。
アンケートにお答えいただき、
クロスワードパ
ズルの答えを書いて（087）851−5441㈱トス
バックシステムズ（土井／工藤）
までFAXでお
送りください。
アンケート＆クイズにお答えいただいた方に
粗品をお送りします。
1

4

3

2
Ａ
5

6

9

8

7

Ｃ

Ｂ
10

11

12

Ｄ
15

14

13

Ｅ
17

16
Ｆ

18
Ｇ

19
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新発売

印刷業総合管理システム

印刷業をトータルにサポート。オンデマンドにも対応した最新鋭の統合業務システムです。
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●サーバOS：WindousNT Server4.0
●データベース：Oracle8
●開発言語：Visual Basic

秋も深まり、過ごしやすい季節となりました。秋は私の一番好きな季節でもあります。秋になると、ただでさえ食欲旺盛な私も一段と
食欲が湧いてきます。秋は不思議と何を食べても本当においしいですよね。
ところで、今年も残りあとわずか。
１ヶ月少々でいよいよ２０世紀ともお別れです。
２１世紀に向けて時代もどんどんスピードＵＰして生
活もより便利になってきています。時代に置いてきぼりにされないためにもパソコンは、生活の中において切っても切れないものとな
ってしまいました。
「Tomorrow」も、時代と共に一歩一歩これからも成長していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。

本

社／高松市朝日町2丁目2番22号 東芝高松ビル3F
TEL.087-851-5357㈹ FAX.087-851-5441
東 京 支 店／東京都渋谷区渋谷3丁目6番6号 渋谷パークビル3F
TEL.03-5466-9290㈹ FAX.03-5466-2524
印刷事業部／東京都渋谷区渋谷3丁目6番6号 渋谷パークビル3F
TEL.03-5469-5631㈹ FAX.03-5466-2524
高松営業所／高松市朝日町2丁目2番29号
TEL.087-823-6380㈹ FAX.087-823-6383

徳島営業所／徳島市藍場町1-5 徳島第一生命ビル6F ㈱東芝内
TEL.0886-57-2558㈹ FAX.0886-57-2561
松山営業所／松山市空港通5丁目9番1号 東芝松山ビル1F
TEL.089-974-9150㈹ FAX.089-974-9130
高知営業所／高知市薊野1050 東芝高知ビル2F
TEL.088-846-1201㈹ FAX.088-846-1202
広島営業所／広島市中区東千田町2-9-57 広電タワービル5F
TEL.082-242-8900㈹ FAX.082-504-4121
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