


WEB制作者・デザイナー向け知ってて便利な最近追加したお薦めブックマークのま
とめ。45記事

日々、新しい情報が発信されいつの間にか肥大化したブックマークの整理も兼ねて　最近追加し

たお気に入りのサイトさんを紹介したいと思います。

susi-pakuの最近追加したお薦めブックマークは下記からどーぞ

WEB制作読み物系リンク

ホームページ制作におけるちょっとしたハウツー系多め

Web制作者は知っておきたいwebサイトのレイアウト7選 | Design Spice
ディスプレイ幅に合わせて様々な例をあげて説明されています。

 

本当は教えたくないSEO！アクセス数が20倍になったブログタイトル32文字の法則 | Chrome Life
ブログでもそうだけど、通常の製品ページなんかでも意識するといいかもね。

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001213.jpg
http://design-spice.com/2011/08/31/web-layout7/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001214.jpg
http://www.chrome-life.com/seo/1606/


少しの手間で大きく変わる、細部にこだわったWebデザインを | Webクリエイターボックス
ちょっとしたグラデとか、工夫だけでカッコよく見えるよね。

 

10の有名サイトから学ぶ、20のユーザビリティーに関するTIPS
アフィやっている人は必見だね。

 

http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-746.html
ネタ帳さんの記事。ユーザーパイプラインという言葉好きだなぁ。

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001215.jpg
http://www.webcreatorbox.com/tech/subtle-design-details/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001216.jpg
http://blog.av-jyo.com/2011-07/usability.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001218.jpg
http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-746.html


１人でWebサービスを作ってみて失敗した３つのこと « takashi178.me
すべて一人でディスカッションしないといけない葛藤はなんとも言えないですよね。

 

独立を考えているWebデザイナーのための、フリーランスになって気がついたこと、学んだこと -
ウェブデザイナーになるには

独立する前に一読しとくといいかもねー。

 

客はバカでちょうどいい。販促サービスにおける鉄則 | Web担当者Forum
おまけ、読み物としてはなかなか面白いです。

SEO関連サイト

アクセス解析から気になるＳＥＯの事

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001219.jpg
http://takashi178.me/2011/07/%EF%BC%91%E4%BA%BA%E3%81%A7web%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%A6%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%93%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%81%93/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001220.jpg
http://www.designmap.info/tobewebdesigner/after_webdesigner/web/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001224.jpg
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2010/09/08/8685


テクニックに頼ったSEOはオワタ＼(^o^)／ など10+2記事（海外&国内SEO情報） | Web担当
者Forum
ＳＮＳの普及で過去の産物化したサービスを知っとくといいかもね

 

ASCII.jp：SEOにも効果的なWebライティングとは｜Webディレクション最新キーワード
ユーザービリティを重視したサイトこそＳＥＯはついてくるもんね。

 

Goolgeペナルティ判定フローチャート | SEOとその周辺
サイト制作のプレゼン資料としても使えるね。

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001221.jpg
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2011/08/26/10954
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001222.jpg
http://ascii.jp/elem/000/000/624/624621/?mail
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001223.jpg
http://minnano-seo.com/essence/post90/


ウェブサイトの課題発見のために、筆者が普段から使っている「解析系ツールボックス」の中身

を紹介！ - リアルアクセス解析
アクセス解析のツールと方法を紹介しています。知らないのも何個かありました。

 

Google、サイトのモバイル最適化をページ品質の評価対象に
そのまんま、今後はモバイルサイトも作りこまないといけない時代になりそうです。

 

PPCランディングページの最適化：6つの対策 | Web担当者Forum
ランディングページの最適化とそのまんまの記事。商材サイトを運営している人は読むといいか

も

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001225.jpg
http://d.hatena.ne.jp/ryuka01/20110906/p1
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001226.jpg
http://jp.techcrunch.com/archives/20110921goolge-says-mobile-optimized-sites-will-factor-into-landing-page-quality-and-perform-better-in-adwords/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001233.jpg
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2011/08/01/10785


モバイル25サイト登録 登録先リスト | 検索エンジン登録のさぶみっと！JAPAN
おまけ、モバイルサイトへの登録

ＷＥＢデザイン関連サイト

デザイナーさん向けの読み物からツール

Webデザイナー（私）によるDTPデザイン注意書き：Webと紙の違い
紙媒体は覚えておくと損はないよね。

 

カテゴリー別配色アイデア100 | Webクリエイターボックス
サイトコンセプトなんかの参考になるよね。

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001227.jpg
http://biz.submit.ne.jp/site/search/2789
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001228.jpg
http://webdesignrecipes.com/dtp-designed-by-web-designer/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001229.jpg
http://www.webcreatorbox.com/inspiration/colour-scheme-ideas-100/


WEBデザインをとにかくたくさん見たい人の為のまとめ - NAVER まとめ
他のデザインを見まくってみよう。写真撮るのと一緒だよね。

 

非デザイナーも知っておきたいデザインにある葛藤とホンネ : could
非デザイナーという表現がいいね。作る根本のお話。

 

ランディングページデザインリンク集

おまけ、ランディングページをひたすら参考にしてみよう。

サイト制作のツールやハウツー関連サイト

ＣＳＳで勉強になったの多め（ちと古いエントリーも入ってます）

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001230.jpg
http://matome.naver.jp/odai/2130252563076307401
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001231.jpg
http://www.yasuhisa.com/could/article/design-is-politics/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001232.jpg
http://www.landingpage-link.jp/


ほとんどCSSは変えずにxhtmlとHTML5で同じレイアウトの作成と作りながら悩んだことまとめ
ました【サンプルソース付】 | HTML5でサイトをつくろう
サンプルもついているので勉強しやすいですね。

 

ホームページ制作者が知っておくべき恐ろしく便利な６２のサービス＋α

ちょくちょく更新されていたので、一応追加。

 

Loading CSS spinners and bars generator for AJAX & JQuery
ＣＳＳでローディングバーを表示させる方法。画像が使えない時はいいかも

 

css3のtext-shadowによるテキスト装飾のサンプル集 - かちびと.net
Shadowの表示方法だけでここまで多彩に表現できるとはね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001234.jpg
http://www.html5-memo.com/html5/html5_04/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001217_1.jpg
http://kanemotilevel.com/add/kizi244.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001235.jpg
http://cssload.net/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001236.jpg
http://kachibito.net/web-design/css3-text-shadow-sample.html


 

Useful :nth-child Recipes | CSS-Tricks
リストタグを利用して表示方法を変える方法。これは必見だよ。

 

CSSでTableをデザインするサンプル集 | CSS Lecture
テーブルタグで困った時に重宝してます。

 

ディスプレイのサイズに合わせて画面いっぱいに背景画像を表示するCSSやjQueryプラグインい
ろいろ

100％表示のＣＳＳって便利だよね。
 

重い画像を順番に読み込むjavascript「Lazy Load Plugin for jQuery」

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001237.jpg
http://css-tricks.com/9657-useful-nth-child-recipies/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001238.jpg
http://www.css-lecture.com/log/css/035.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001239.jpg
http://webdesignrecipes.com/how-to-full-page-background-image-with-css-and-jquery/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001240.jpg
http://www.skuare.net/test/jLazyLoad.html


PAKUTASOでも利用しています。
 

Webデザイナーでもできる、サイトのパフォーマンスをあげる5つの方法 : Web Design
KOJIKA17
サイトのパフォーマンスを上げる方法。負荷軽減のためによんどきましょう。

 

twitterウィジェットHTML版をカスタムしてみた | Japonsuki的ブログ
公式ウィジェットを利用しないでカスタムする方法だね。

 

http://128bit.blog41.fc2.com/blog-entry-229.html
リンク先のアイコンを表示させたいなぁー（アンテナサイトで）の時使ったサービス

 

漢字も使える手書き風の日本語フォントのまとめ | コリス
ほとんどの国内フォントサイトを網羅しているまとめ。すごい

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001241.jpg
http://kojika17.com/2011/08/web-site-performance.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001242.jpg
http://blog.japonsuki.jp/?eid=844237
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001243.jpg
http://128bit.blog41.fc2.com/blog-entry-229.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001244.jpg
http://coliss.com/articles/freebies/freebies-handwriting-japanese-font.html


WEB制作者必見。便利なワイヤーフレーム作成ツールまとめ｜designaholic -Creative Column-
自分のスタイルにあったワイヤーフレームを探してみてください。

 

デザイナーさんお役立ち情報-無料写真素材サイトPAKUTASO
おまけ、素材やツール関連の便利なサービスをまとめてます。お立ち寄りください。

うちのサイトで便利だなぁーっと感じたサービス。

【10MB→2MB】jpeg画像をそのままの解像度で高圧縮してくれるJPEGminiを使ってみた。
レビュー:susi-paku web
 
 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001245.jpg
http://designaholic.cc/2011/08/web-10.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/pasiks001246.jpg
http://www.pakutaso.com/info.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/jpegmini_thumb_2.jpg
http://www.susi-paku.com/paku10mb2mbjpegjpegmini.html


面接・宣材写真用に顔写真を加工しよう！ニキビやお肌の張り・輪郭などツール使って修正して

みた。その１:susi-paku web
シミや輪郭などモデルの顔写真を加工して、まさに別人の仕上がりを目指してみました。そ

の2:susi-paku web
 

サイトを検索結果に即時反映させたい機能や+1の統計情報などウェブマスターツールに新機能が
追加:susi-paku web
 

Google版のいいねボタン『+1』をWEBサイトに設置して、プロフィールで表示してみた:susi-
paku web
 

豊富なエフェクトのjQueryスライドショー skitter が設置しやすくてカッコイイ！導入メモ:susi-
paku web

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/kaokao_3_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakupost-82.html
http://www.susi-paku.com/paku2-1.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/webmaster_3_2.jpg
http://www.susi-paku.com/paku1-1.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/googleplus_5_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakugoogle1web.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/skittersan_3_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakujquery-skitter.html


 

無料のブログ投稿ツールWindows Live Writer 2011が秀逸なので改めて紹介してみた:susi-paku
web
 

難しい設定は一切なくプロっぽいフィルタをWEB上で適用できる無料サイト写真加工.comが
便利:susi-paku web
 

Sendoidがスゴイ！簡単にファイルをアップロードしてダウンロード（共有）できるサービスを利
用してみた。（動画あり）:susi-paku web
 

無料で容量無制限のファイル同期ができる Windows Live mesh の設定と活用方法を紹介:susi-
paku web
 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/blogtool_3_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakuwindows-live-writer-2011.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/syashinkakou02_3_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakuwebcom.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/sendoid_3_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakusendoid.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/58018f8ebe00_8302/livemesh_3_2.jpg
http://www.susi-paku.com/paku-windows-live-mesh.html


っとまぁ、こんな感じでまとめてみました。それにしても、うちのサイトのお役立ち情報 【ツ
ール・WEB】-でも結構色々なツール紹介しているのね。ちょっと多くてびっくりした。
今もなお使っているサービスもあれば滞っているサービスもありますけども、是非活用して作業

効率UPしてみてはいかがでしょうか。(‘A’)ノおしまい

http://www.susi-paku.com/utill_cool.html


清潔で臭いもなくてびっくり！爬虫類とお茶ができる横浜亜熱帯カフェに行ってみま
した。レビュー

『ぱくさん横浜県に住んでいるんだから当然行ってるでしょ？』みたいなつっこみを入れられ一

眼片手に行ってきましたよ。

近々足を運ぶであろう目黒寄生虫館の前に爬虫類と戯れるのもいいかなーっと思いながらウーロ

ン茶飲んできました。そんな横浜亜熱帯茶館のレビューは下記からどーぞ。

横浜亜熱帯茶館 Top

カラパイヤでも取り上げられたカフェさん

爬虫類を見ながらお茶をするという、何とも素敵な大冒険ができるという事でカラパイヤさんに

取り上げられたりと話題になりましたよね。

爬虫類好きの聖地となるか？横浜にオープンした日本初の爬虫類カフェ「横浜亜熱帯茶館」:カラ
パイア

うっひょー。レッドテグー！('A')
っとまぁ、こんな感じで亀さんとか見ながら、ナデナデ触りながらお茶が飲めるのですね。

前日にはJチャンネルの取材があったそうです。

http://kiseichu.org/default.aspx
http://www.reptilescafe.net/yokohama/heng_bang_ya_re_dai_cha_guan_Top.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/nodu001377.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52036156.html


亜熱帯カフェツイッター

やっぱり、皆さん気になるのね。('A')
場所は横浜スタジアムがあり、赤レンガ方面に歩いていくといつの間にか到着する関内駅から行

くか、日ノ出町という夜の街から歩くと着きます。

専用駐車場は無いので徒歩がオススメだね。

さっそく関内から歩いて行ってみたよ。

絶賛　雨男というよりもむしろ、台風男と後ろ指さされ気味だったけど、当日は暑いくらい晴れ

てました。よかった。

爬虫類カフェの目の前の大通り、

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/nodu001378.jpg
http://twitter.com/#!/reptilescafe/status/116717127750262784
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8081.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8070.jpg


お店の看板はイモリの模様が印象的でカフェと書いていなければペットショップのような店構え

です。

ちなみにストリートビューでは、自動販売機が置かれてます。（オープンしたてだしね）

お店の前には営業中の看板が。諸注意も書かれているね。

ドリンクメニューはこんな感じ。結構種類豊富でかつ本格的なドリンクメニューになってます。

（※ちなみに食べ物系はありません）

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/nodu001379.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8073.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8075.jpg


定休日は基本平日なので、土日デートの恋人にやさしい営業スタイルだね。('A')

入口は階段になっておりまして、

階段前の壁には『カメと一緒にお茶いかが？』の新聞記事が貼られてました。('A')

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8078.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8077.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8083.jpg


日替わりメニューもあるようです。カメのイラスト可愛いねぇー・・・('A')

お店に入って爬虫類とお茶を飲んでみる。

さっそく、お店に入りましてまず思った事が。

動物園のような獣のような臭いがするんじゃないのかと思ってたんですが、

まじで、

全然臭いがなくてびっくり。

どっかのスレで語られている噂はうそだったようです。

店長さんに、臭いの事を聞いたら結構気にして管理をしているとの事です。だよねー。('A')

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8087.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8148.jpg


あと気になっていたのが衛生面なんですが、爬虫類が放し飼いされているとの事だったけど、戯

れる事ができるゾーンは限定的でカフェ部分は非常に清潔でした。('A')
普通のオープンカフェとか、人でごった返しそうな駅前のカフェなんかと比べたら相当キレイで

した。やっぱり足を運んで自分の目で見てみるべきだよね。

オススメのウーロン茶（HOTだとお湯を用意していただけるので、何杯も飲めます）を頂きま
した。茶葉から飲めるようになっておりかなり本格的な味でございます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8090.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8093.jpg


こちらの絵もかわいいね。('A')

受付の上には何やら複数の許可証が張り付けられてました。

動物取扱業とか動物インストラクターの証書も必要なのかしらね。('A')

爬虫類さん達を撮影してみたよ。

入口にどーーんっと寝っ転がっていたレッドテグー
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何度か目が合いました。('A')ノ　カフェ内はフラッシュ禁止となってます。
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反対側には水槽とトカゲさんが飼われています。

ライトで温度管理されているトカゲさん
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水槽もありまして、イモリさんも飼われていました。

ウーパーみたいですね。('A')

奥にはカメレオンさんもいました。目がすごいことになってるよね。
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カメさん放し飼いゾーンでは、陸ガメの甲羅をナデナデできます。カメラ向けるといきり立つ姿

が愛らしいですな。('A')

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8139.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6db15fa804e0_147D6/IMG_8178.jpg


雑誌も置かれていまして、爬虫類カフェだけにそれ系の雑誌がチョイスされていました。おひと

り様で来店していた人もチラホラ

店内の様子はこんな感じ。('A')

陸ガメ（一番大きいやつ）が野菜むしゃむしゃ食べるところ。

っというわけで、何だかいつの間にか１時間ぐらい堪能してしまいました。

いやはや、爬虫類大好きな人はもちろん　ちょっとしたデートなんかにも使えそうな喫茶店でご

ざいました。

横浜県によることがあったらぜひ記念に足を運んでみてはいかがでしょうか('A')ノおしまい
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【10MB&rarr;2MB】jpeg画像をそのままの解像度で高圧縮してくれるJPEGminiを使
ってみた。レビュー

画像（JPEG）を圧縮してファイルサイズを小さくするソフトって世の中に結構存在しておりま
して、ソフトによっては画像自体を劣化させてファイルサイズを小さくしたり、勝手にノイズ除

去なんかを施してサイズを小さくしたりとあまり信頼性が無いソフトばかりが多くphotoshop一択
で使っていたんですが、そんな自分が驚くぐらいファイルサイズを小さくしてくれるJPEGminiが
便利過ぎるのでご紹介します。(‘A’)
ほとんど劣化させずにファイルサイズのみを小さくしてくれるJPEGminiの詳細は下記からどーぞ
JPEGmini - Your Photos on a Diet!

ファイルサイズを落とすのってどういう事？

写真などの画像ファイルのサイズを落とすとなると、高画質→低画質という感じになりますよね

。

photoshopの保存画面ではこんな感じ。GIMPよりは画質の最適化などの処理は上だけど、それで
も最高解像度だとファイルサイズは大きめ。
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雨に濡れた路肩の雑草-高解像度の無料写真素材PAKUTASO
うちのPAKTUASO で最もファイルサイズが大きい写真素材がこちら。
解像度は5184ｘ3456となっており　ファイルサイズは26.8MBと非常に大きい写真でございます
。(‘A’)
HDDの容量は圧迫するわ、サイズが大きすぎてメールで送れないわ色々不都合が出てくるのよね
。そこで今回紹介するJPEGminiです。

JPEGminiで画像のファイルサイズを圧縮する。

さっそく、JPEGminiのサイトへアクセスします。
公式サイト上ではオリジナル画像と処理後の画像を照らし合わせた写真とファイルサイズの圧

縮メーターが作られています。（良くできてるね）

サイズがさほど大きくない写真であれば、アカウントを作成しなくてもトップページにある　try
it now を押せばすぐに利用できます。

前述した大きい画像はアカウントを作成しないと利用できないので、
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今後モデルリリースで紹介させていただきます　相坂明奈ちゃん　の写真を一足早く使わせても

らいます。可愛いですな。(‘A’*)　被写体がいいので写真の撮れ具合も良く見えますね。

画像をセレクトしてアップロード。

こちらが処理内容。9.6MBが2.2MBまで圧縮できました。(‘A’)b
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こちらが処理した画像。(‘A’)
拡大してみると。（元データ）

（加工データ）

100％表示でこんな感じ、見た目は劣化してないんですね。これはすごいわぁ。(‘A’)

JPEGminiでアカウントを作って管理してみる。

JPEGminiでは、無料でアカウントが作れましてアルバムや大きいファイルが管理できます。
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サインインもfacebook や　Gmail　アカウントを利用することができるので便利だね。

ログインすると、Upload your photos　というボタンが表示されるので、さっそく　あの大きいフ
ァイルをアップロードしてやります。(‘A’)

こんな感じで画像がアップロードされていきます。

自分のアルバムとして保管されていきます。

ちなみに、27MBだったファイルは11MBまで圧縮できますた。(‘A’)　半分になった。
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こちらが、JPEGminiで処理した画像。もうねまったく違いがわかりません。

JPEGmini使ってまとめ

っというように素晴らしすぎる圧縮ツールでございます。こんな優良なツールが無料で使えるな

んて嬉しい限りですね。

自分のように大量に画像をいじる人にとっては、オンライン以外でも利用できる（Adobe Airの
ような）ツールも欲しいところ。また、一括で複数の写真も処理できるようになれば既存の写真

をそのままのネームで圧縮できるから便利なんだろーなっと。

まぁ、しかしモバイルサイト用の画像はもちろん、単品で作る画像データについては非常に有用

なのでぜひ活用してみてはいかがでしょうか。(‘A’)ノおしまい。
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Google+(プラス)招待制廃止で一般利用開始に！ストリーム内を検索できるなど機能を
まとめてみた

サービスを開始してから3ヵ月ちょいと、招待制であるにも関わらず相当数なユーザーを囲ってい
るGoogle+ですが、先日とうとう招待制が廃止されて一般利用が可能になりましたね。(‘A’)
そんなわけで、追加された機能や今まで書いたGoogle+関連記事などをまとめてみた詳細につい
ては下記からどーぞ

G+が誰でも利用開始になったよ。

Google のトップページを開くと、左上のメニューバーに矢印が表示されるようになりましたね。

Google plus へ登録する。
以前、うちのサイトでも告知していた招待制から、本日より誰でも参加できるようになりました

。

これで、今まで様子見をしていた人などの利用が増えてきそうだよね。(‘A’)
一般公開されたからって、完全匿名で利用することは出来ないと思われ、以前うちのブログでも

書いた
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Google+(プラス)実名登録は必須なの？アカウント削除されるの？などの対策や気になる事をまと
めてみた:susi-paku web
HNと匿名の違いを明確にすること　この辺は一般利用開始により厳しくなりそうな気もします。
(‘A’)ノ　今後もこの辺りの情報に注視だね。

新しく追加されたストリーム検索機能

G+の検索上でストリームの結果が表示されるようになりましたね。

以前は登録したユーザー名のみ検索対象だったんですが、ストリームまで広がった事で今話題

になっている文字列を調べたりすることができて便利になりそう。

今夜あたり横浜県に上陸予定の台風15号の情報。Sparksの記事も検索できるので共有する時なん
かも重宝しそうですね。

今後は検索のフィルタリングなんかも追加されるかも。

その他、今日から一般公開されたこともあり、以前うちのサイトで紹介した記事はこんな感じ。

Google+(プラス)プロジェクトに参加できたので、いろいろ使ってみました。:susi-paku web
【サークルの追加方法やストリームの投稿方法など書いてます】
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Google+(プラス)便利なツール・招待や仕様など使ってみた感想や思った事を書いてみま
した:susi-paku web
【ちょっとした仕様や便利なツールなんかを書いてますね】

Google Plus(プラス) 返信や文字装飾・PMにサークル分けなど知ってて役立つ機能をまとめて
みた:susi-paku web
【意外と知られていない、返信方法の癖や文字の装飾なんかを書いてます。】

一般公開されて今後の+1の影響力は

ただのSNSと考えられるわけだけど、ストリームの結果がWEB検索に表示されるようになってい
るみたいだし、+1の状況によって今後の検索結果（SEO）への影響も含めて+1が重要になってき
そうだね。

この辺の+1の情報について書いた記事はこちら

Google版のいいねボタン『+1』をWEBサイトに設置して、プロフィールで表示してみた:susi-
paku web
【自分のサイトやブログに+1ボタンを設置するときの方法ですね】

Google+(プラス)が新機能！ブログや記事に設置したプラス1ボタンから直接コメント共有できる
機能:susi-paku web
【その設置した+1ボタンから直接共有できる設定です。ついでにOGPの設定もしておくといいね
】

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9576edb2884b_8079/googleplussyuuitu_3_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakugoogle-2.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9576edb2884b_8079/googleplusandmore_thumb_3.jpg
http://www.susi-paku.com/pakugoogle-plus-pm.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9576edb2884b_8079/googleplus_5_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakugoogle1web.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9576edb2884b_8079/googlenew_3_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakugoogle1.html


＜遂に公開＞SEOの2倍のアクセスを稼ぐFacebook活用術。皆が知らない「いいね！」ボタン
と「OGP」の設定方法、超解説

サイトを検索結果に即時反映させたい機能や+1の統計情報などウェブマスターツールに新機能が
追加:susi-paku web
【その+1ボタンがウェブマスターツール上でどのような推移をしているのか確認できるようにな
ってます。】

っとまぁ、G+関連の記事よく書いたなーっとおもうわけだけども、被リンクあげたりとかそうい
うSEOは死に体となり、こういったリアル情報が結果として重要になってくるんだろうね。

Facebooke と　G+　どっちが大事とかよく聞かれるけれど、こうも動き出すとG+の動向はWEB
制作者としては無視できないですわね。

その他の追加機能

その他にも今回の一般公開に伴って追加された機能があります。

個人的にはビデオチャットをあまり利用しないんですが、

Google+がビデオチャットルーム（Hangout）に録画機能とライブ放映機能を追加し公開テスト
を開始 | Over the Vertex of Technology by 朝山貴生
録画機能や放映機能など、先日SKYPEと提携したfacebook以上の機能が実装されてます。すごい
ですなぁ。どっかで書かれていたビデオチャットを制した物がSNSを制するとはそんな感じがし
てきましたね。

* Hangouts（ビデオチャットルーム）の機能強化

** モバイルで Hangouts

** Hangouts on air でブロードキャストが可能に

http://blog.livedoor.jp/gx_socialmedia_lab/archives/2624886.html
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** Hangouts で スクリーンシェアや Google Docs の共有が可能に

** Hangouts に名前を付けられるようになる

** Hangouts API が登場

* Google+ に検索機能が来ます

* そして Google+ へのサインアップが誰でもできるように

っと言う感じだそうです。

一般公開されて、様々な人が流れてくるのでデマ情報の拡散とかは少なそうではあるけどもそう

いう情報の流布とか、mixiの出会い系や搾取目的の利用も増えそうだから注意して利用していき
たいところではあるよね。

あとはAPIが公開されたので、

 
Klout、オンライン影響力の評価基準にGoogle+でのアクティビティを追加
Klout のようなサービスが続々とはじまりそうです。この辺はわくわくしながらG+ライフを楽し
めればいいですね。今後とも目が離せませんな (‘A’)ノおしまい
susi-paku さんに興味がありましたら　是非フォローしてみてくださいね。

susi paku - Google+
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モスのご当地バーガーが食べられる！関東・新潟限定チキン南蛮バーガーを食べて
みた。レビュー

日本の元気をいただきモス！2011として、関東・新潟地方限定販売でチキン南蛮バーガーとタレ
カツバーガーを食べてみましたよ。(‘A’)
地方へ行かなくてもご当地バーガーを食べられるというなんとも素敵なキャンペーンでござい

ます。そんなチキン南蛮バーガーとタレカツバーガー（第一弾）を食べてみたレビューは下記か

らどーぞ

モスのご当地メニュー。

今回で第二弾としてスタートしたモスのご当地バーガーキャンペーン。

MOS BURGER｜日本の元気いただきモス！2011
関東・新潟地方では、チキン南蛮バーガーがスタート。

宮崎へ旅行した時にモスのメニューとして普通に売られていましたねー。(‘A’)
他の地域では愛知県のご当地バーガー
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っく、八丁味噌チキンバーガーとか。これは食べたい。（・・・食べた人コメントください）

そんな感じで、日本の地域ごとに売られているご当地バーガーを近くのモスで堪能できるわけな

んね。

チキン南蛮バーガーとタレカツバーガー食べてみた

売切れる前にダッシュ的な感じで、モスの店舗に行ってきますた。(‘A’)

10日間だけの期間限定だそうです。（携帯写メなので画像汚くてすみません）

タレカツバーガーは大盛りもできるみたい。写真からでは結構なボリュームとなってるね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/10_14FF2/nodu001343.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/10_14FF2/L8520331.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/10_14FF2/L8520333.jpg


テーブル席にはいつものmos Times が置かれてました。

一眼持ってこなかったので、お持ち帰り。

期間限定のシールが貼られてます。

まずはタレカツバーガーから。
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商品写真のように多くのキャベツが入ってました。（ちなみに大盛りじゃないです。）

モスのお持ち帰りするといつも思うんだけど、サブウェイやバーガーキング等のお持ち帰りはな

んであんなに見た目が悪いのかと。。、モスはお持ち帰りしてもそのクオリティって店舗で食べ

る時とあまり変わらないよね。特にサウザン野菜バーガーとかお持ち帰りしても美味しそうだし

すごいなーっと感じるんよ。(‘A’)　
梱包するテクニックや仕組みに秘密があるのかもしれないね。

そんな千切りキャベツが沢山入っているタレカツバーガーの感想ですが、個人的には大盛りにし
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なくても、カツのボリュームはあるし見た目以上にキャベツが多くサンドされているので十分な

満足感でした。特にタレの味付けが絶妙で、カツに対するソースの味付けはもちろんですが、パ

ンズにソース部分が染み込んでしまっても美味しく感じられるバーガーでした。

揚げたてのサクサク感は言うまでもないですね。(‘A’)
お次は宮崎県のご当地バーガー　チキン南蛮

タレカツバーガーほどキャベツは含まれていなかったけれど、横からはみ出すくらい大きなチキ

ンがサンドされてます。

チキン南蛮といったらこのマヨネーズタレだよね。これでもかってくらいについてます。

食べた感想ですが、揚げたチキンに甘酢ダレを絡めてマヨネーズをサンドしたまさにチキン南

蛮でしたね。ｗ　特にコメントするのが難しいご当地バーガーなんですが、しいていえば甘酢ダ

レがちょっと照り焼き風味で好き嫌いは若干ありそうな所。

個人的にはタレカツバーガーの方がボリューム感で勝利ってところです。

ってなわけでご当地バーガー、この連休中に食べに行ってみてはいかがでしょうか。(‘A’)ノおし
まい。
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【速読すんげー】渡したプレゼン資料を瞬時に確認&rarr;質問！かっこよすぎて無料の
勉強法などまとめてみた

先日、リアル仕事で企業さんのＷＥＢコンサルをしていた時にですね、

丁度同い年くらいの担当の方と打ち合わせを行っておりまして、いつものようにプレゼンの資料

を提出して『一通り読んだら教えてくださいね。』っとコーヒーに口をつけた瞬間に 『はい、読
み終わりました、質問していいですか？』っと言われ噴出しそうになったsusi-paku です。('A')
『あー読むの面倒でしたぁ・・？』的に切り返したら　思いっきり全文読んでいらっしゃいまし

て赤っ恥・・・その後は『それ、もしかして、速読ですか？』みたいな感じで、いつの間にか仕

事の話から遠ざかっていくわけです。ｗ

そんな、速読について色々聞いてみた詳細は下記からどーぞ

速読って何？それ

はい、自分もですねどっかのサイトで見たことがある程度のうろ覚え知識でございまして、

youtubeで調べてみると達人レベルではこんな感じのようです。

要するに文を早く読むための技術なわけでして、半信半疑に『こんなの出来ねーよｗ』っと思っ

てました。すみません。

今回、こうも目の前で実践されたら飛びつかずにいられないわけで、仕事を忘れて色々担当者さ

ん（以後Ｓさん）に聞いてしまいました。以下ちょっとしたやり取り。

http://www.youtube.com/watch?v=EDyK7AL77cc&feature=player_embedded


(‘A’)：速読どっかで習ったり教材買ったりしたんですか？
Ｓさん：いえいえ、全部独学です。

(‘A’)：すげー、どうして速読始めたんですか？
Ｓさん：文字を読むのが本当に遅くて、書類見るのが苦痛で仕方なかったから

(‘A’)：速読かっけーとか言われますか？
Ｓさん：言われないですね。ぱくさんぐらいですよ。ｗ

(‘A’)：始めてどのくらいなんです？
Ｓさん：まじめにトレーニングしたのは3ヶ月毎日続けて、あとはネット見たりするとき速読を意
識して文を読むようにしたくらいですね。

(‘A’)：そんな期間なんですかぁ。すんげー
Ｓさん：自分は文章が速く読めればいいと独学でトレーニングしたので、基礎的な部分を知らな

いから、実際はもっと早く効果が出ている人もいるんじゃないですかねｗ

(‘A’)：速読できて人生変わりました？
Ｓさん：あーゲームが上手くなりましたね

(‘A’)：ｗ

っというような会話で一方的に盛り上がっておりました。（ほんと仕事中すみません）独学でこ

こまで早く読めるのかーっという部分に興味惹かれたのが大きかったですね。

費用は一切かけずに速読を習得

３ヶ月で習得したけど、独学でも教材とか有料のツール使って覚えたんでしょ？お高いんでしょ

？(‘A’)みたいな事を聞いたらですね。
一切お金をかけず全部無料でネットから落としたソフトを使っただけと言われました。

そんなわけで、使ってたツールとか勉強法なんかも聞いてみました。

その1.視野拡大で眼球トレーニング。
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視野拡大トレーニング

『とにかく騙されたと思って毎日やってみると世界変わりますよ。フルスクリーンでね。』っと

のことです。

これをやって変化を感じたのが車の運転だったと言ってましたね。

『速度を出すとサイドミラー・バックミラーなどよそ見をする機会って減ると思うんです。（運

転に集中しちゃうから）このトレーニングすると顔を動かさずに眼球だけで確認できるようにな

って、どこにどの車が走っているのか分るようになる。』っと言っておりますた。(‘A’)
なるほど、だからゲームもうまくなるんだなと。FPSゲームうまい人とかこのあたり楽勝なんだ
ろうね。

他には↓の無料トレーニングを行い時間を測定しながら日々の成果をチェックするといいみ

たい。

周辺視野拡大トレーニング

こんな感じで1〜25の数字を順番にクリックしていくという感じ。
なるほど、視野拡大という作業で文字を見るという行為が強化されるわけですな。(‘A’)

その2.文字を早く読むトレーニング

眼球トレーニングを行い文字を追う速度を向上させた後は、文字を読む速度をあげるトレーニン

グだそうです。
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なんだか、面白い例をあげてました。

普段、文字を見て読むという行為は　文章を読みながら心の中で音読している　から遅いらしい

のですね。

『例えば、信号機は赤信号で止まり青信号で発車しますよね？これ、信号機を見ながら　信号機

が赤になったから止まって、青になったから出発しようって心の中で音読してアクセルかけ

ます？

っとのこと。(‘A’)　あぁなるほど。文字を瞬時に物としてとらえてブロックごとに認識していけ
ば読む速度も速くなるとのことです。

この辺りは、そういう速読のサイトを見て勉強したようですが、とにかく実践あるのみって事で

下記ソフトを紹介してもらいました。

速読トレーナーのダウンロード : Vector ソフトを探す！
速読のソフトって結構な種類が出ているけど、大抵が有料のソフトばかりなのと使っていて飽き

るそう（同じ作業ばかりで）

このソフトは自分の好きなニュースの記事なんかを文字数ごとに瞬間的に表示させることができ

るので、内容はいつも変わるし速読の勉強しながらニュースも読めるという一石二鳥な感じなん

です。

ってなわけで、自分もやってみました。

速読トレーナーはインストール不可なので、ダウンロードしたらフォルダ移動で管理できます。

Visual Basic 6.0 SP6 ランタイムライブラリの詳細情報 : Vector ソフトを探す！
使用するにはVB6が必要になります。（これインストールしとかないと文字化けして使えないで
すｗ）

ここまででセットアップは終了。ソフトを起動して利用するわけですが、先にも説明した通り自

分の好きなニュースを速読で表示させることができるという事で、
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いま、mixiが面白い！: やまもといちろうBLOG（ブログ）
切り込み隊長のブログから記事を引用して速読にチャレンジ。ブログ記事を切り取って

速読用のテキストを作って

貼り付け。(‘A’)

その後は速読トレーニングを起動してプレイ（SLOWモード）
もっとも早いモードではこんな感じ（FAST）
全然慣れていないので、全く読めないですわね。

このツールを使いながらニュースなんかを流し読みしてトレーニングするというのは非常に効率

も良くていいよね。歯磨きしているときとか両手が空いてない時なんかやってみる事にします。

(‘A’)

その3.速読の速さテスト
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読書速度測定

んで、最後に自分の読書速度を計測してくれるツール

こんな感じで表示された文字を読み終えたらクリックすると結果が表示されます。

出題は何パターンかありまして、上記のように表示されます。
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こんな感じで、速読を効果として実感するのは大事だね。(‘A’)ｂ

今回の速読まとめ

っというわけで、仕事を忘れて速読の話に没頭したわけですが、Sさんいわくですね。『ぱくさん
もパソコン詳しくなってその知識が当たり前になっていますよね？他の人からはパソコンできて

いいなーっと思われるけど、速読できるようになると同じようにそれが普段の生活になる感じで

あまり実感わかないですよ』っとも言ってました。何となく納得ですね。ｗ

んで、Sさんが速読ができるようになったのを実感して、どんな風に実践すればいいのかと思い唯
一買った本がこれみたい。

フォーカス・リーディング　「1冊10分」のスピードで、10倍の効果を出す いいとこどり読書術
寺田 昌嗣
調べてみるとこの記事の一番最初に紹介した動画の人が書いた書籍なんだね。(‘A’)
ってなわけで、地道な努力が速読マスターへの道のようですが、まずは無料である程度使えるわ

けなので興味がある人、特に文字書きさんプログラマさんなんかは頑張ってみてもいいんじゃな

いでしょうか (‘A’)おしまい。そしてSさんありがとー（間違っている所あったら指摘してくだ
さいー）
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【新発売】高級感漂うサントリー伊右衛門の緑茶グリーンエスプレッソを飲んでみた
。レビューとおまけ

先日からコンビニのお飲物コーナーに陳列された、グリーンエスプレッソという伊右衛門の新し

いお茶が気になってしょうがないsusi-pakuです。('A')
高級感なラベルに横文字でエスプレッソと書かれておりまして、『そもそも、よく耳にするエス

プレッソってなんだ？』っと思いながら飲んでみましたよ。

グリーンエスプレッソを飲んでみた詳細は下記からどーぞ

エスプレッソされた緑茶だそうです。

個人的に爽健美茶の次に好きなお茶系の飲み物である伊右衛門さんがエスプレッソされたみたい

です。ｗ

んで、よく耳にするエスプレッソという意味を深く知らなかったので調べてみました。そこ後ろ

指立てないでください。(‘A’)

エスプレッソ - Wikipedia

エスプレッソ（espresso）は、コーヒーの一種で、イタリアやフランスではもっともよく飲まれ
るコーヒーである。風味が濃い、こくのあるコーヒーで、イタリアでCaffèといえば、普通これを
さす。

エスプレッソとは - はてなキーワード
高い圧力をかけて抽出した濃いコーヒー。通常、小さなカップで少量を飲む。主にイタリアで好

まれた飲み方だが、現在は世界中に広まっている。

イタリア語で「急ぐこと」という意味。
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だそうです。これで安心してスタバで頼むことができるね。('A')
グリーンエスプレッソという事は、風味のある濃厚な緑茶っていう感じの飲みものだと理解して

いいのかしら。

ネタとして発売された生茶スパークリングのような飲み物ではない正統派の緑茶ではありそう

だね。

サントリー公式サイトでは

伊右衛門グリーンエスプレッソ公式

濃厚でしっかりとした香りと旨みを引き出すため、京都福寿園の茶匠が厳選したかぶせ茶※を高

温短時間で抽出、さらに石臼挽き抹茶を贅沢に使用することで、深いコクと余韻を愉しめる味わ

いに仕上げました。

ほほー、ただ濃くて苦いだけではなく茶葉の甘味まで堪能できるとはなかなか本格的な感じで

すな。(‘A’)
これはただ、茶カテキンを多く含んでいる伊藤園の濃いだけのお茶と比べて期待度があがるわけ

です。

早速飲んでみた。

ボトルはこんな感じ、高級感あるね。
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濃厚だけに抹茶が沈殿しているようで、キャップに上下５回振ってねと注釈書かれてました。

原材料は緑茶（國際）とビタミンC、内容量は400ｇとなってます。
ちなみに茶カテキンの量は記載されていませんでした。（もちろんカロリーはゼロ）

いつものようにコップに入れてみます。
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思ったよりも色味が濃く、茶葉の香りが漂います。

飲んでみた感想ですが、後味すっきりで苦すぎずに濃い緑茶でした。

こういった濃い系のお茶って飲んだ後に苦みが強すぎてお茶の風味を逆に殺してしまっていると

思うんですが、グリーンエスプレッソでは抹茶の風味が苦さを生かして飲んだ後の茶葉本来の甘

味が鼻から抜けるといった飲みやすい濃厚な緑茶でございました

どちらかというと、食事の際に一緒に飲むというよりも、休憩中一息つきたい時なんかに飲むと

リラックスできるんじゃないかなと思うところです。

また、温めて飲んでも美味しかったので湯呑にいれて飲むのもおススメではございます。(‘A’)ノ

おまけ。

一緒に買ってきたスタバの15周年記念の飲み物が販売されましたねー。
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これね。コンビニとかで陳列されておりますが、公式サイトでも記載されている通り

プレスリリース スターバックス日本上陸15周年を記念して限定発売「スターバックス ディスカ
バリーズ® ダブルラテ」 | スターバックス コーヒー ジャパン

フタについているシールをスタバ店舗に持っていくと　好きなSサイズの飲み物が無料でもらえる
んですよ。(‘A’)
「スターバックス ディスカバリーズ®」シリーズについているキャンペーンシールを全国のスタ
ーバックス店舗に持参していただくと、店舗でのビバレッジ1杯 (※一部商品は除く) 購入につき、
ご注文と同じ商品 (ショートサイズ) をもう1杯プレゼントします。(2011年9月13日(火)〜11月1
日(火))
１本買ったらSサイズも飲めるというなかなか良いサービスなんで是非利用してみてはいかがでし
ょうか (‘A’)ﾉおしまい。
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【WEB制作】どうなのこれ？Googleが始めた法人向けWEBサイト運用サービス『み
んビズ』を利用してみた

先日から提供開始されたみんなのビジネスオンラインという名のWEBサイト制作・運用サービス
が話題になってますねー。

特に真新しい内容でもないのに、Google先生の新サービスってことで騒がれている気もします、
、

『15分で無料の自社サイトが作れるよ、一年後は課金するけどな』的な表題が気になるところで
すが、WEB屋涙目とか危惧していた人や、『ぱくさんあのサービスってどうなの？』っという質
問もありまして、とりあえずどんなもんかと個人事業者として登録してみましたよ。('A')
そんな、みんビズを利用してみた詳細については下記からどーぞ。

みんビズとは　|　みんなのビジネスオンライン

みんビズって何？詳しく。

自社サイト作りたいけど費用かかるし、知識ないから面倒っと思っている事業者さん向けに、専

門的な制作スキルなくても１５分程度でホームページ作れて更に無料（１年）だよっというサー

ビス。

google の社是 “世界中の情報を整理し，誰からもアクセスできるようにする”を基礎としてこのサ
ービスができたような事がかかれています。
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利用できるのは法人または個人事業となってます。また、自社サイトを持っている人は既に自

社ウェブサイトをお持ちの方は　みたいなアナウンスがされているので、基本利用できないよう

な感じかね。

出来る事はこんな感じ。うーん、今さらなっていう感じのサービスではありますね。

無料で作成と強く書かれているけれど、１年後は課金制なのよ。1470円ここ注意だね。

とりあえず、自社登録をしてみる

登録後1年間無料ということもあり、リアル個人のビジネス用PRサイトを作ってみました。

さぁ、はじめよう！というボタンを押して開始するんですが、これ気づいた人少ないと思うけ

れど http://www.minbiz.jp/qa でアクセスしていたのに、登録ページはほとんど同じレイアウト
でJimdo.com　のアドレスになっているんだよね。何だかフィッシィングぽくて嫌だよね。(‘A’)ち
ゃんと、登録はjimdoへ飛びますとか書いてほしいよね。

早速作ってみるからスタートするとドメインの取得をアナウンスされます。ここで好きな独自ド

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6f87b0e7bb55_588A/nodu001313.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6f87b0e7bb55_588A/nodu001314.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6f87b0e7bb55_588A/pasiks001176.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6f87b0e7bb55_588A/nodu001319.jpg
http://www.minbiz.jp/qa
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6f87b0e7bb55_588A/nodu001315.jpg


メインが取得できるわけね。

登録できるアドレスは　.com/.net/.biz/.info/.jp　となっており、ドメインごとに価格の差異は発
生していなかったです。

ちなみに上記アドレスをヴァリュードメインで取得した場合

VALUE DOMAIN:バリュードメイン
ローマ字jpが2990円（月額249円）となり一番高く、その他のドメインは950円（月額79円）にな
っており JPドメインが一応お得です。

次に好きなテンプレを選んで（後で変更できるし、ほとんどカスタム可能）手続きを開始してい

きます。

登録には電話認証を行い本人確認を行う必要があります。（電話がかかってきて認証№入力）
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登録が完了すると登録したメールアドレスに仮登録という内容のメールが届きます。これで登録

終わり。

みんビズ？これJimdoの有料サービスだよね

先ほど登録したメールに記載されている内容

ホームページアドレス（仮）： http://●●●.jimdo.com/
というアドレスとパスワードが発行されJimdoへのアクセスを促されます。ここでもまたjimdoと
いう名称が出てくるわけですね。

ステップを踏みながら登録作業をするわけだけども、みんビズに登録したのになぜにjimdo？っと
絶賛クエッションマークが出るんですが、要するにこれって独自ドメインが取得できるJimdoの有
料サービスなんだよね。ｗ

１．Jimdoは簡単にはじめられます: http://jp.jimdo.com/wiki/First_Steps#Login

仮ホームページのアドレスにアクセスしてパスワードを入力してログインします。その後ドメイ

ンの設定を行うわけだけども、
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このような画面が表示され、上記にはJimdoのＵＲＬが表示され、下部には先ほど取得したアドレ
スが表示されます。

これどういう意味かというと、例えばロリポップのサーバー取得した人ならすぐにわかると思う

けれど独自ドメインを持っていない人がサーバーを取得した場合、そのサーバーが発行するオリ

ジナルのＵＲＬが発行されます。それが上部のドメイン部分http://●●●.jimdo.com/　のアドレ
スが表示されます。

下部の部分はそのアドレスに対する独自ドメインが表示されまして、ここに今回みんビズで登録

したアドレスが入る感じなのね。だから、上部アドレス（オリジナルURL）も下部アドレス（独
自ドメイン）も同じWEBサイトが表示されるって意味です。うーん・・・
ちなみに登録された独自ドメインをWhois で確認したところ　即日取得できててビックリしま
した。

ホームページ作成操作性はどんな感じ？

数あるテンプレートから基本スタイルを選択して変更したい箇所にマウスを持ってきて変更して

いく感じ

うん、視覚的に非常に簡単に操作ができ、迷わずどんどん変更することができるのですごい簡単

。ＣＳＳのカスタマイズもできるようなので専門的にページの変更なんかもできそうだね。

CS-CARTもこんな感じでランディングページ作れればいいのになーっと感じるインターフェイス
です。
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文字装飾や位置の変更なんかもツールを使って行う事ができるので、わざわざＣＳＳで数値入力

しなくてもいい点は楽だね。

あとは、見出しやＳＮＳボタンなんかもボタンひとつで追加できる点もかなり楽ちんな印象で

した。

個人的な感想ですが、確かにＷＥＢ制作の知識ゼロでも簡単にホームページ作れるわ！っという

のが率直な意見かなぁー。

操作性についてはＢＩＮＤというＷＥＢ作成ツールのオンライン版ってところ

トップページ | BiND for WebLiFE* 5
かなり作りやすいので始めるのであれば敷居は低く楽しめながらＷＥＢが作れるそんな感じです

。

もちろん、独自ドメインのメールアドレスも発行できる感じだね。

みんビズ使ってみてまとめ。
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自分（susi-paku）がホームページの作成ができるからとかそういうのは無視したとして、 『無料
で作れる！』っとうたうのであれば制作後も無料で提供するべきな感じのサービスですかね。

あと、ドメイン取得も無料について個人的な意見を言わせてもらうと、どこの制作会社もドメイ

ン管理を好んで営業するけども好きになれないのよね。

ドメインという根元を登録させてしまえば簡単に変更などはできない訳だから、みんビズを利用

しようと考えている人は、自社でドメインを管理する場合は移管することができるのか？費用は

別途で発生するのか、そのあたりをよく確認してから登録した方がいいと思われます。

（中にはドメイン移管できないサーバー業者もあるしね某大手○○とか）

他には価格面についてだけども、

月額での契約ではなく１年一括での契約になっているので、途中解約しても返金はないっぽい

です。こういうのも注意して契約しないとあとあと高い買い物になります。

また、前述させてもらった通りJimdoの独自ドメインが取得できる有料サービスって部分が否め
なく、もし独自ドメイン取得できるやっほい。って感覚で飛びついても非常に高い買い物ではあ

りますね。

また気になる点がもうひとつあって

年間28980円のビジネスという更に上のプランも用意されています。サーバー容量が5Ｇから無制
限になるのは嬉しい事だけど　もっと使いこなすには更に上のプランを契約しないといけない点

っというわけで、サーバー要領は5Gで独自ドメイン/メールアドレス発行/アクセス解析もついて
月額1470円！
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ちなみにＱ＆Ａでも書かれている　開設したウェブサイトにどうやって人を集めればいい？っと

いうもっとも大事な集客部分の項目をクリックすると

サイトの運営の仕方のハウツーとか表示されると思ったら、なんとまぁ、アドワーズの紹介ペー

ジ飛ばされます。ｗ　確かに間違ってないけども根本的な部分が違う気がしますｗ

それと、みんビズの作成一覧で掲載されているページ何ですが、神津島へ、いこう。 - 神津島村
商工会×神津島観光協会　などね

ここまでの写真加工スキルや文章作成・構成スキルがあるのなら　わざわざみんビズ使わなくて

もいいんじゃないのかと。。

みんビズ使えばこのレイアウトを簡単に操作できる部分は評価しますけどもね。(‘A’)
誠 Biz.ID：Googleの考える中小企業支援とは？——「みんなのビジネスオンライン」
ってなわけで、１年間で１５万契約を目指しているそうなのでＷＥＢ制作をしている人は一度は

目を通しておくべきサービスかもしれないですね。とりあえず自分も１年間は個人事業者として

運用してみたいと思います。(‘A’)おしまい。
ちなみにJimdoは無料でホームページ制作が行えます。• ホームページ作成 - 簡単ホームページ作
成サービス - Jimdo
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【中秋の名月】見事な満月を一眼レフにてセッティングしながら撮影してみました。

昨日の満月は仲秋の名月（ちゅうしゅうのめいげつ）と呼ばれ、６年ぶりの満月だったそうで

すね。

Ｇ+のストリーム上ではお月さん画像が流れまくりセンスのいい写真が多数掲載されておりました
。(‘A’)そんな周りに便乗して満月を撮影してみたわけですが、実感したのはなかなかセッティン
グ次第で表情も変わって撮れるのだなと

EOS7Dと望遠レンズを使用して地味に難しい天体撮影の詳細は下記からどーぞ。

まんまるお月さんを撮影してみます。

完全な満月のおかげで街灯が無い場所でも非常に明るい夜でしたね。(‘A’)

お月見特集2011
今回は６年ぶりの秋の十五夜お月さんということで各地イベントなんかも催されてたみたい。

っという自分は前日までツィートやらストリームで情報を確認するまで全然知らなくて、ググっ

て（こよみのページ）納得な天体撮影でございました。

三脚セットして満月を撮影してみる

どっかの広場で三脚持って撮影してもよかったんですが、この時期の蚊って刺されると痛いので

自宅のベランダにて撮影

使用カメラは、普段使用している。EOS7Dさん,今回使用するレンズは
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canonの55-250mm望遠レンズと

シグマの18-200mmの万能レンズにて撮影を行いました。

シャッターを押す瞬間に手振れも発生したので

リモートコードも用意しときました。19点ＡＦにしたらファインダー見なくても撮影できまくる
ので便利だよね。
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お月さんの撮影に適したセッティングを調整してみる。

満月なのでかなりの光量がありまして、手持ちでの撮影でもある程度撮影できる感じでした。

かといって普段利用している設定ではまるで駄目なので調整が必要になります。

絞りＦ5.6、ISO AUTO　にて撮影した場合。

若干模様が映し出された程度に光った満月

このようにまず問題となるのが、ISO感度なんね。普段の撮影であればAUTＯで設定して問題ない
と思うんですがお月さん相手じゃうまく撮れないわけです。

例えばAUTOでＰＣモニターを撮影した場合　（ISO-1250）

こんな風に環境に合わせて映されるんですが、これをマニュアルでISO-100まで感度を落とした場
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合

こんな感じで撮影されるんです。(‘A’)満月を撮影する場合はこの辺までISOを落とさないとくっき
り撮影できません。

ちなみにISO-6400ぐらいまで上げて撮影してみるとどうなるか、、

なんとまぁ、満月でフレアが撮影できました。ｗ

綺麗な満月が撮影できるようマニュアル操作でセッティングしてみます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7b0150017849_15076/IMG_4644.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7b0150017849_15076/R0017646.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7b0150017849_15076/nodu001304_1.jpg


シャッター速度1/200　Ｆ8.0　ISO100　にて撮影

まぁまぁ、模様も綺麗に撮れてはいますね。（最大望遠でトリミング加工なし）

ちょっと明るすぎるので、ISOを上げてシャッタースピードを抑えてみます。

1/100　Ｆ10　ISO320 に変更
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さっきよりはくっきり綺麗に撮影できた感じですかね。

んで、色々変更しながら撮影して、個人的に一番良かったセッティングがこちら。

1/160　Ｆ18　ISO160　での撮影
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全体の明るさ、月の表面なんかちょうどいいですな。

んで、RAWで撮影したのでトーンカーブなどの処理をしてみます。

カメラのセッティング次第でこんな月も表現できるわけですな。(‘A’)
っというわけで、仲秋の名月だからというわけでなく　まんまる満月を撮影したい時など参考に

して頂ければ幸いです。(‘A’)ノおしまい
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A8フェスでホームページを作る人のネタ帳の管理人ことyamada_ntさんのセミナーに
参加してきたレビュー

自分も度々お世話になっているアフィリエイトの代名詞的な企業Ａ8さんが開催しているフェスに
参加してきましたよ。(‘A’)
っというのも、WEB制作者で知らない人はモグリと言える程有名なホームページを作る人のネタ
帳の管理人yamada_ntさんのセミナーが聞けるというプレミアムなイベントがあり、すぐに申込
みしたわけです。

セミナーの方では特別顔出しで講演して頂き胸アツの内容だったのはもちろん、初めて参加し

たフェスもなかなか興味深かったのでレビューを書いてみました。

Ａ8フェスティバルとyamadaさんのセミナーについての詳細は下記からどーぞ

SOHO向けのＡ8フェスティバルって何やるんだろう、、、、

SOHO向けのフェスティバルって何するのだろうっと全く知識なく参加しまして（セミナーへの
参加が目的だからね）きっと、自分のサイトのコンサルティングやホームページ制作代行の業者

がアフィリエイターに営業したりするような集いなのかと思っていたらですね。

コンサルも一部開催されていましたが、基本は商材を販売する為に企業が出張して説明している

展示会みたいな感じ。スタッフと一緒に回れるツアーもできてアフィ始めたばかりの人にも気配

りや雰囲気作りがされており、個人的にも色々と影響を受けたフェスでございました。

ってなわけで、当日の様子から

天気は見事に晴れてました。（暑かった・・・）

大きな地図で見る
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大きな地図で見る

場所は渋谷のベルサール渋谷ファースト イベントホールの2Ｆ

入口はこんな感じ。セミナーの時間まで結構あったので開始時刻からちょっとずらして入場。

受付を済ますとスタンプラリーの紙が配布されます。

人気があるブースのみ盛り上がることなく人の流れを作るにはスタンプラリーという発想はいい

よね。

全部スタンプを押すと抽選（はずれなし）になります。（一応全部まわりました）

同時にもらったパンフはこちら。ネタ帳さんのセミナーは14：40〜
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会場の様子はこんな感じ。予想以上に結構な人が参加されてます。

企業ブース以外にもＡ8の相談ブースなんかもありました。

らでゅっしゅぼーやさんのブース。ジャガイモ2個と人参１本、タマネギ2個をもらえました。(‘A’
)一眼片手だから帰りが重かった・・・
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ブース内では話題になっている放射性物質についてのセミナーも開かれていました。参加してい

る人は熱心にメモ取ってましたね、安心・安全は商材販売にとって非常にプラスになりますか

らね。

他にはトロフィーや手作りストラップなんかを販売している123トロフィーさん
ブース巡りをしていて感じたのが、健康系・ダイエット系・の商材が多く出展していましたね。

アドセンスのワードでもクリック単価高いだけに、儲かる商材何だなぁっと思うわけです。

個人的になかなか面白そうな商材だったのは、このフォトアルバム

絵本のような裏表紙、中はフルカラー135kgくらいのコート紙12Ｐが１部から945円と非常に安価
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で作れるみたい。

ウェディングやプレゼントなんかに小ロットでオリジナルのフォトアルバムなんか作ってあげる

のもなかなかな良さげだなぁーっとは思いました。(‘A’)　ぱくたその写真集みたいのを作ってみ
ようかしらね。

ＭｙＢＯＯＫさんのサイトはここ↓

  
1000円のクーポンもらったので、そのうち１部だけでも作ってレビューしてみようかなー

Ａ8フェスのまとめ

企業は自分の商材をＰＲしてもらいたいから、成果報酬のマージン％を上げたりサンプルを試供

したりする。

アフィリエイターさんは興味がある商材やマージンが大きい商材の情報を仕入れる　という見本

市のような感じでした。

休憩ブースでは誰もがサイトの話とか情報商材の販売方法なんかの話をしていたのが印象的でし

たね。売り方は十人十色で、先日うちのサイトでも紹介した「最近は震災ネタがいいんだよ」っ

とドヤ顔でアフィリエイトを語られたので、思う事など書いてみた　のようにプログラムだけで

商材を紹介するようなサイト設計の話をしていた人もいましたね。ｗ　(‘A’)　
まぁ、後程yamadaさんのセミナーでも語られたように　自分が使用しなくても商材を紹介するこ
とはできるのだから　特定のブースで担当者と握手して現地の商材を撮影したブログを紹介した

だけでも、読んだ人は商材について何らか詳しい人であるという信頼が生まれればこっちのもん

みたいな販売方法もできるわけだからね。悪い例だとね。

っと色々影響を受けたフェスではございました。

小さいブースでは　レビューに効果的な写真の撮り方なんかもやってましたねー。(‘A’)
基礎的な部分さえ身につけばコンデジ・写メでも十分良質な写真は撮れるからね。こういったセ

ミナーも無料で公開されているのはＷＥＢ制作を専門にやっていない人にとっては嬉しいことだ

よね。
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yamada_ntさんのセミナー開始

ブログ初心者が１ヶ月で人気ブログになるためのメカニズム！っというお題のセミナー

A8・Moba8フェスティバル｜開催概要
開始前の様子、開場されたらどんどん席は埋まっていき開演前には立ち見状態でした。

当日のＴＬにはシークレットセミナーと記載されていたのでyamadaさんはマイク放送のみなんだ
ろうなぁーっと思ったら。

まさかの顔出し（撮影厳禁）で登場！

yamada_nt twitter
開場は『おぉーっ』っと湧くわけございます。そりゃ、あのネタ帳の中の人をお目にかかるなん

て滅多にあることではないですからね。(‘A’)
そんな雰囲気で、yamadaさんの好物であるchupa chupsのネタからセミナーが始まります。
（ちなみに、今回のセミナー参加者の多数がネタ帳さんを知っている人だったので、講義内容も
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若干変更しながらのセミナーだったようです。）

100人のネットファンもしくは10人のリアルファンがいれば成功する。

セミナーの内容はyamadaさんが積み上げてきた経験を元に考えられた内容（ネタ帳のブログを読
めば理解できる）、やっぱり本人の口から説明されると納得してしまう強さがありましたね。

まずは、100人のネットファンもしくは10人のリアルファンの内容ですね。GIGAZINEの編集長も
同じような事を書いておりまして、ただその記事を読みに来た人なのか、それとも毎度楽しみに

支援してくれる人なのかは全く別物であり、前者の場合はいかにファンになるよう導くことがで

きるのか、後者の場合はいかに継続して支援していただくようにするかをターゲットとしてキュ

ーブの法則を例に説明されていました。

アクセス数を生む為の、サイトやブログ、記事を作る前に考えるべきキューブの法則

パソコンやる人は絶対に飲み物は必要であるから飲み物のレビュー記事を書いたら記事を読んで

くれるはず（GIGAZINEの発想）のように、読み手がファンになる書き方というのが大事で、そこ
までのプロセスにおいてキューブの法則が適用されるのではないかと感じるわけです。

記事に感情が入る事で効果が数倍になる。

商品をただ説明だけしているサイトなんていくらでもあるわけだし、そのサイトで商材を買う理

由もないわけですよね。（価格が同じなら）

まぁ、ここでは2ｃｈまとめで所々ネタで表示される商材とか、botで作成した数万ページのスパ
ム系商材サイトは除くとして、うちのブログであれば、最も商材で売れている

日本通信から販売された7インチのAndroid2.2タブレットLight Tab を買って使ってみました。そ
の1:susi-paku web　
の記事や今年の夏にちょこちょこ購入された　

そうめんマニア必食！揖保乃糸の最高級品『三神』を食べてみました。レビュー:susi-paku
web　
なんかは感情入りまくりのレビュー、まさにこのことだよね。

レビューの内容自体は別としても、その人物が説明したことにより購入に至るというケースが本

当に効果として跳ね上がる（アクセス数も）って事、

自らが使用して書く商材販売サイト、そしてネットファンがついていけば　自分のＰＲ用ツール

としての価値が出来上がるわけですから個人的には一石二鳥な気もします。

感情はひとつの情報に対し強力なスパイスになる。

使い方を間違えれば確かに炎上するスパイスとなって積み重ねてきた物が崩れてしまうんですが

、スパイスをうまく利用することにより付加価値の高いブログへと成長していくという事だよね

。

自分のブックマークを見て、なんでブックマークしたのかを考える。

http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-189.html
http://www.susi-paku.com/paku7android22light-tab-1.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-55.html


セミナーの最後にyamadaさんがボソッと言ったのがこれ。自分のブックマークを見てなんでブッ
クマークしたのかを考える。

何かのソース関連なら　あとで読む的な感覚でブックマークしたのだろうけども、巡回用サイト

であればそれは非常に大切な事だよね。毎日面白い動画が紹介されるからブックマークした、自

分のスキルアップの為にブックマークした、など自分のサイトを第三者視点で考えるといことは

実にいいことだね。(‘A’)
最後にまとめとしてyamadaさんが　『現在は月間60万ＰＶ、ブログ経由で一番売り上げが上がっ
た月は560万円』、全てがアフィリエイトでの銭稼ぎではなくブログが自身のＰＲツールとして活
用され、案件に繋がっていますよっとのお話をされていました。

あまり深くは説明されませんでしたが、個人的にはこれこそが集大成な気がするんすね。(‘A’)
他にもいろいろ面白い話はあったけれど自分が気になった点はこんな感じ。貴重なお話本当にあ

りがとうございました。(‘A’)

次回の講演がある際はチュッパチャプス(コーラ）を持っていくと特別にコンサルしていただける
ようなので、大人買いして会場に足を運んでみたいと思います。ｗ (‘A’)ノおしまい。
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シミや輪郭などモデルの顔写真を加工して、まさに別人の仕上がりを目指してみま
した。その2

はい、前回の顔写真加工講座その1では　基本的にツールで自動的に変換する事ができるサービス
を紹介させてもらいました。

今回は自分で色付けしたり、引き伸ばしや色合いの調整などをPhotoshop CS5とCitrifyを利用し
て行ってみたいと思います。(‘A’)
まさに別人の仕上がりな顔写真講座その2については下記からどーぞ

シミやそばかすはもちろん、難しい肌のラインをオンライン上で

処理してくれる citrify　がマジで便利

いきなり、ツールの紹介から始めたいと思います。

Citrify Free Photo Editor for the Web
ドローツールである　photoshop や　gimp　では、様々なエフェクトや詳細の処理が行えますけ
ども、肌の塗りや調整って実は難しくてセンスが必要なんすね。(‘A’)
肌の質感って、あとあと説明しますけども photoshop cs5　のコンテンツに応じるを多用しても限
界があるわけだし、スポイトツールで肌の色合いを抽出してドローするなんて　絵を描ける人な

ら楽勝かもしれないけども、男性(ファンデーション使った事ないから）でかつ絵心ない人にとっ
ては地獄の作業だと思われます。ｗ

http://www.susi-paku.com/pakupost-82.html
http://www.citrify.com/
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んで、このcitrify というサービスはファンデーションを塗る感覚でシミやそばかすを処理してくれ
る神ツールとなっているのですよ。

随分と前に　100式さんのところでも紹介されていたツールなんですけど
気になるシワやシミをさっと修正できちゃうオンライン写真エディター『Citrify』がすご
いな・・・ | 100SHIKI
これがめんどくさがり屋の自分としては非常に便利なツールとなってます。

とりあえず、スタートして写真を開きます。

これのタッチアップ（touchup）という機能が抜群に使えます（むしろ言うと他の機能
はphotoshopなどを利用する）

こんな感じ、

「Blemish」というシミやにきびを一発で消す機能、
「Glare」といういわゆるテカリを消す機能、
「Toothbrush」という歯のホワイトニング処理に加え、
「Wrinkle」というシワ消しの機能
っとなっておりまして、特にWrinkle という機能ですべてがカバーできます。ｗ

http://www.100shiki.com/archives/2010/11/citrify.html
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シワ伸ばし機能なんですが、こんな感じでファンデーション塗る感覚で行えます。

こちらが塗り終わったあと。シミソバカスはもちろん、肌の張りまでカバーしています。

ちなみに加工前がこちらね。随分と自然な色合いで頬とおでこが修正されたと思います。

応用で目の下のクマとかもかき消すことが可能となってます。
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んで、このcitrifyはオフラインでも利用することができます。(adobe air）
Adobe Marketplace - Offering Detail
是非ともインストールしておきたい一本ですな。(‘A’)

Photoshop CS5を使って輪郭の調整などをおこなってみます。

これから紹介するのはめんどくさがり屋の自分が行う　非常に簡単な顔写真加工です。

複雑なレイヤーやパスはもちろん、効果などは一切行っておらず　やった事と言えばレイヤーの

複製ｘ10くらいです。ぜひ参考程度に閲覧して頂ければ幸いです。
とりあえず加工しまくった完成状態はこちら。

citrifyを使いながらphotoshopを利用して完成です。
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どうせなら背景も変えてみました。(‘A’)　元画像の場合目つき悪すぎるのでちょっと澄ました感
じに修正しています。

背景の抽出を手始めにやります。

CS5から髪の毛１本単位で切り抜きが行えるようになったんで、実際にホワイトバックで写真撮
影しなくても余裕で切り抜きができるわけです。

まずは範囲選択して　選択範囲の調整を行います。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/49ebfb746d29_611B/girlinthesun_4.jpg
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こんな感じで切り抜きあとは

エッジ検出を行うと

このようにキレイに切り抜きができるわけです。（反転して調整可能）

なんでこの作業を最初にやるかというと、顔自体をいじる時に背景がゆがむので同じ背景を利用

する時はレイヤーをコピーした状態で利用するといいと思います。(‘A’)
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PAKUTASOの無料素材から持ってきた写真を背景にぶち込みます。

うん、違和感あるけどいい感じだね。(‘A’)

輪郭の微調整はスポット修正ブラシツールが便利

簡単なシミソバカスはその周辺の色合いを自動認識して修正することはもちろん。

顔をゆがませたり、輪郭を調整したりした後のつなぎを行う時も重宝するツールでございます。

（自分の場合はね。)

このニキビ部分を修正するのなら
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こんな感じでぱぱっと消せます。魔法のようです。

このようにちょっと違和感を感じるときに利用すると便利ございます。

パペットワープを使って顔を調整する。

パペットワープとは本来こんな感じで利用するツールでございます。

利用している人多いのかなぁーっと思われる機能ですね。

個人的にはちょっとした表情を作ったりするのに重宝しています。
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顔全体ならこんな感じ。

鼻だけを加工してみます。（加工前）

（加工後）

鼻の部分だけならこんな感じで操作しています。（もちろん操作する前は元レイヤーをコピー

して、繋ぎを修正する感じ）
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この機能の素晴らしいところはメッシュ感覚で画像を操作することができる点ですね。

ってなわけで、こんな感じで画像加工のツールや設定はおしまいです。

彩度やコントラストなどの調整は基本的にレイヤーコピー・・レイヤーコピーばかりで行ってお

ります。難しい設定はないよね。

ちなみにphotoshop は通常版ならこれで

Adobe Photoshop CS5 Windows版 (32/64bit)
学生さんなどのアカデミック用は

学生・教職員個人版 Adobe Photoshop CS5 Extended Windows版 (32/64bit) (要シリアル番号申請)
っとなってます。個人的にはエレメントなんかよりちょっとお金出してＣＳ5買っとけと言いたい
ですな。

そんな感じで、もう一枚だけ女性の方を修正してみました。(‘A’)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004UJRCBC/susipaku-22/ref=nosim
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こちらの方もフリー素材にあった女性ですね。メアリーさんです（うそです）

修正したあとはこんな感じ。

全体的に面長だったので顔を縮めた（？）のと右目がつぶれた感じだったので大きくして、全体

的にCitrify使って肌を白くしています。（だから腕の色と顔の色が全く違いますｗ）
少しは若返りましたかね。ｗ

ってなわけで、顔写真講座その2でございました。今後モデルさんの素材が公開されましたら是非
よろしくお願いいたしますです。（加工はあまりしないと思いますが）

是非意見とかあれば頂ければ幸いです。(‘A’)ノおしまい
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面接・宣材写真用に顔写真を加工しよう！ニキビやお肌の張り・輪郭などツール使っ
て修正してみた。その１

今月からPAKUTASO無料写真素材においてモデルの撮影が控えてまして、伴い顔写真の修整・加
工でもまじめに書いてみようかなっと思っているsusi-paku です。(‘A’)
まぁ、基本的にはphotoshopを使って行う訳ですが、最近だとかなり高機能な無料ツールも提供さ
れているのでそういうツールも活用しながら紹介してみたいと思います。

そんな、連載になりそうな顔写真加工の記事は下記からどーぞ

宣材写真や面接用写真の為に簡単にできる顔写真加工

そろそろ就職活動解禁になるわけで面接用写真もそれぞれ用意していく感じですね。

運転免許証が相変わらずの犯罪者表情のsusi-paku さんのような写真は修整できないけども、写真
を添付する程度の物であれば若干いじって好評価なんて今のデジタル社会（死語）では当たり前

なのかなーっとか思っちゃうわけです。

さて、そんな顔写真の加工をですね。無料ツール使いながら本気でフォトショップ使って修正加

工してみようかと思います。

いつも書いている通り、小生かなりのめんどくさがり屋なので出来るだけ作業負担がないように

解説したいと思います。

http://www.pakutaso.com/


今回修正させていただく女の子はこちら（無料素材に落ちてました）

この子を使って修正加工してみたいと思います。

アップロードするだけで自動的に修正してくれるPicTreatが便利

専門的なツールをインストールしなくても、ブラウザにアップロードするだけで自動的に修正し

てくれるサイト

PicTreat - Free one-click photo retouching service
こういった、自動ツール系のサービスは多々あるんですが、これが一番ナチュラルに修正してく

れると思います。

使い方は簡単でサイトにアクセスして画像をアップロードします。

大きなサイズのjpegデータもアップロードできます。（大きい場合ダウンロードする時会員登録
が必要）
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赤目対策などのチェックをいれて　ＯＫ

このようにオリジナル写真と修整した写真が選択できるようになります。

【加工前】

【加工後】
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お肌の張りとシミ・ソバカスが消えました。(‘A’)　あと全体的に彩度があがりましたな。
こんな簡単に修正できると便利だねー。正直これだけでも完成レベルに達する気がしますが、ピ

ンポイントの部分が消えてなかったり　もう少しチークを入れたいとかそんな追加工まではでき

ない仕様なんだね。

ちなみに、随分と前にGIGAZINEに紹介されていた顔写真ツール

人物写真や顔写真を自動できれいにしてくれるフリーソフト「Glamour」 – GIGAZINE
このレベルの顔写真ツールが多いので重宝しますね。

美白やホクロ除去など写真加工.comも便利だね。

pictreatもかなり便利だけども、詳細な加工が行えない点などもう少しの調整ができたらと思う所
。

写真加工.comさんの所では数値をいじりながら　美白などの修正が行えます。

ほくろ除去・シミ消し | 画像加工の無料サイト：写真加工.com
以前もうちのサイトで紹介させてもらった写真加工.comさん。
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難しい設定は一切なくプロっぽいフィルタをWEB上で適用できる無料サイト写真加工.comが
便利:susi-paku web
インストールしなくてもブラウザ上で写真加工が行えるので、ネカフェでも楽々に作成できちゃ

うのがいいよね。(‘A’)
さて、さっそく美白やほくろ取りなど行ってみたいと思います。

まずはほくろ取り

修正したい箇所をドラッグして、何度か変換を行います。（くらい部分を明るくがいいね）

んで、加工前と加工後を比べると頬の部分にあったホクロが除去されてます。

【修正前】

【修正後】

http://www.susi-paku.com/pakuwebcom.html
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次は美肌機能という処理も使ってみましょう。

ロシア系の写真のようなエフェクトがかかりましたｗ　これはちょっとやり過ぎな気もしますね

。

でも雰囲気はいい感じで、元画像と比べたら随分と変化はありましたな。

その他にも目を大きくしたり、美白機能追加したりする機能も調整バー付き

で行えるので　自分にあった写真がつくれますね。(‘A’)ノ
っというわけで、今回のその１では特にスキルがなくてもオートで顔写真を加工してくれるサイ

トを紹介させてもらいました。
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次回その2では、ファンデーションを塗ったり、photoshop使って輪郭を操作してみたいと思い
ます。お楽しみにー (‘A’)ノおしまい



【知っとくと便利】捨てアド用に30分だけ有効なメールアドレスを発行してくれる連
絡inを使ってみた

小生、ブログを書いているとですね色々なサービスを利用する機会が多くありまして　当然なが

ら試用するのにメールアドレスの入力が必須だったりします。

まぁ、良心的なサービスではそのあとアポイントのメールが来ないんですが、大抵の場合メール

マガジン送り付けられたりメールアドレスが流出したりする事がほとんどで登録するのに捨てア

ド作ったりしているわけです。

そんな面倒な捨てアド作成や自分の生の情報を相手に教えたくない場合など、30分だけ有効なメ
ールアドレスを発行してくれるサービス連絡inがまじで便利過ぎるのでご紹介です。
ほんと便利で簡単に使える連絡inの詳細は下記からどーぞ
連絡in

30分間限定のアドレスを発行してくれるサービス

前述したようにメールアドレスを相手にあまり教えたくないけど、メールアドレスが必要な時に

重宝するサービスでございます。

サイトにアクセスすると、自動的に個々のメールアドレスが発行されます。

こんな感じ。有効期限が書かれたメールアドレスが発行されるわけです。画面もかなりシンプル

だね。

http://renraku.in/
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連絡in使い方
きちんと使い方も書かれています。長いので要約すると。

1.連絡inのページからメールを送信できるのは連絡iｎ同志のユーザー間だけ
（要するに異なるドメインのメールアドレスへは送信できないってこと）

2.基本的に受信専用と考えてください。
3.添付できるサイズは3ＭＢだけ
みたいな事が書かれています。

連絡iｎ活用方法
活用方法も図解でされているので初心者にもわかりやすいね。

早速連絡inを活用してみる。

まずは、自分のGmail　アカウントから連絡in用アドレスにメールを送信してみます。

こんな感じで、発行されたメールアドレスに送信します。
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んで、連絡inを確認すると　きちんと届いていますね。(‘A’)b
うっは、まじで便利だわこれ。

んじゃ、お次は連絡iｎを使って他のユーザーへメールを送信してみましょう。

メッセージを送るという項目からメールを送信することができます。

こんな感じで、相手の連絡in用のアドレスを入力して送信します。

届いたメールはこちら。双方で30分だけ限定で利用することができるわけだね。
ちなみに、送信先が異なるドメインのメールアドレスを使った場合。
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このように、エラーが表示されて送れないです。(‘A’)残念。

こんな活用も便利！捨てアド用に利用する。

やっぱり連絡iｎの魅力はすぐに発行出来て、30分限定で利用できる点であり、ストリームファイ
ルなんかで利用するにはかなり便利っぽいです。

会員登録不要で相手先のアドレスを入れるだけ。150ＭＢまでファイル転送無料のStreamfileを使
ってみる:susi-paku web
以前紹介させてもらったサービス stream file のように相手先のメールアドレスを入力するやつと
かで利用するとかね。
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届いたメールはこれ。ｗ　htmlメールは自動的に表示しないみたいなのでソースだけが記載され
てました。（このあたり気を付けないといけないね）

メモ帳にソースをコピーして拡張子を.htmlにすればサイト開けます。
こんな感じで、臨時なメールアドレスを発行してちょっとした試用をする時に使うメールアドレ

ス的な感覚で活用できそうですな。

是非、ちょっとしたやり取りの時に利用してみてはいかがでしょうか。これは久々におすすめ

のサービスですよ(‘A’)おしまい
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【記者感覚】気になるあの人へ匿名で質問ができ、自分も答える事ができる 『ザ・イ
ンタビューズ』 を使ってみた

有名なあの人や、気になるあんな人に質問してみたいけど、 『名乗る程の者じゃないし、名乗っ
てもきっと質問には答えてくれないだろうなー』っという日本人らしい控えめな性格な人でも、

気軽に質問できちゃうザ・インタビューズを利用してみました。(‘A’)ノ
質問する時は匿名で行われ、回答があった場合は通知されるシステムとなっております。

もちろん、自分あてのインタビューも回答できるので新しいコミニュケーションツールとしては

なかなか面白そうです。

そんなザ・インタビューズの詳細は下記からどーぞ

susi-pakuのインタビュー - susi-pakuインタビュー

まずは他の人のインタビューを覗いてみよう。

ザ・インタビューズ - 聞かれるなら答えます
聞かれるなら答えますっとキャッチーなタイトルがいい感じですね。

誰かにインタビュー（質問）したい場合は、ユーザー登録が必要になります。ユーザー登録しな

いとインタビューができないのですが、そのユーザーが答えた情報なんかの閲覧はできます。

http://theinterviews.jp/susi-paku
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0a8fec22a952_FC86/nodu001147.jpg
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susi-pakuのインタビュー - susi-pakuインタビュー
これが自分のインタビュー↑　ホームページを作る人のネタ帳で有名なyamadaさんもやって
ます。↓

yamada_ntのインタビュー - yamada_ntインタビュー
こんな感じで、気になるあの人のインタビュー記事を読めたりするわけです。

メンバーの検索や関連した話題の人と繋がりたい場合。

現在、ザ・インタビューズでは検索窓が搭載されていないので。ユーザーの検索はもちろん質問

内容についても検索できません。

かなり不便だったんですが、Google先生のサイト内検索を使えば結構な精度で探すごとができた
ので紹介します。

下記のように入力して検索すると、ドメインの後のワードが検索されます。

site:theinterviews.jp susi-paku

site:theinterviews.jp susi-paku - Google 検索
こんな感じで、twitter IDなんかを入力すれば目的の人を検索することができそうだね。
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site:theinterviews.jp 失敗談 - Google 検索
あとはこんな感じでワードを入力すれば、興味があるインタビューを検索できそうだね。

site:theinterviews.jp WEBデザイン - Google 検索
共通する趣味の人を探すときは、こんな感じでワードを入力してインタビューされている内容を

確認してみるのもよさげだね。

あとはGoogle 先生を利用しないでメンバーを探す場合は

メンバーの項目で表示される、新着メンバー一覧から適当に探す方法と、個々の人がリストに入

れているメンバーから探す方法があるけども面倒なのであまりオススメはしないです。

会員登録して、誰かにインタビューする前に自分の情報を入力し

てみる。

ザ・インタビューでは自分も質問を受け付けできるようなシステムなので、 『たぶん質問されな
いだろうけど　まぁされたら答えてもいいか』　ぐらいに自分の情報を書いてみましょう。どん

な出会いがあるかわからんしね。(‘A’)

右上のユーザー登録を押して進みます。
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アカウント名が独自のURLになります。誰かに教える時とかわかりやすいよね。

んで、ログインすると　上記のように設定する項目が表示されるので最低限の項目は書いておき

ますかね。

まずは、インタビューページのトップに表示されるプロフィール設定はこんな感じ。

twitter アカウントがある場合左のカラムにＴＬが流れるようになります。
ページ設定では、どんなインタビューを受け付けしているか等　自分の詳細を書いておくとわか

り易いですね。

twitte のように自分の背景画像を設定することもできます。
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ヘッダー画像の設定では、インタビューページのトップに表示される画像をアップすることがで

きます。

こんな感じ。ちなみにこの背景画像とヘッダー画像はプレゼントすることもできるのです。

誰か作って欲しい人いましたら、リストに登録してくれれば勝手に送り付けます。(‘A’)
とりあえず、これで自分のインタビューページの自分の設定はおしまい。

インタビューに答えてみる。

ユーザー登録すると３つだけ質問がされています。

とりあえず、この回答くらいは答えてみましょう。もちろん答えたくない質問は答えなくてもＯ

Ｋです。(‘A’)
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社会人になりたての頃のエピソードなどを聞かせてください - susi-pakuインタビュー
こんな感じで質問に答えて公開！もし間違えたりしても後から削除や編集を行うこともできます

。

また、インタビューに答える所にイメージ写真を貼ることができるのも面白いですな。(‘A’)

回答していくと回答率というのが上昇する感じです。

気になる人へインタビューしてみる！

ザ・インタビューではインタビューした相手に自分の名義は表示されません。

しかし、インタビューした内容で回答があった場合、回答あったよーっという通知が届きます。

例えば、CS-CARTでお世話になっているフロッグマンオフィスのyukiさんにインタビューしてみ
ます。（yukiさんご協力ありがとうございます）

本格的にWEBを勉強し始めたのはいつごろですか？そう決心させた出来事とかありますか？ -
yuki930インタビュー
こんな質問をyukiさんにしてみます。んで、この質問に対して回答があった場合。

こんな風にあなたの質問に回答があったよーっとお知らせしてくれます。うれしいね(‘A’)ノ
ちなみに、yukiさん側は誰がこの質問をしたのかわかりません。インタビューした人は基本的に
匿名で行われるから直接的な知り合いじゃなくても気楽に聞けて、答えてくれたらそれはそれで

うれしい　そんなシステムになっているのですよ。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0a8fec22a952_FC86/nodu001177.jpg
http://theinterviews.jp/susi-paku/82257
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0a8fec22a952_FC86/nodu001178.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0a8fec22a952_FC86/nodu001184.jpg
http://theinterviews.jp/yuki930/55912
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0a8fec22a952_FC86/nodu001185.jpg


うれしい　そんなシステムになっているのですよ。

ザ・インタビューズ - susi-pakuさんにインタビューする
試に自分へインタビューしたい人はどーぞ、なんでも質問してください。(‘A’)ノ

この間、twitter で公開したら質問された内容ｗ
こんな感じで、質問された側はだれから質問されたかは表示されないようになってます。

んで、こんな感じにインタビューへ答えるのです。

っというなるほどシンプルなサービス　ザ・インタビューを使ってみたわけです。

ユーザー検索ができないので、そのあたりの使い勝手が悪いのとＵＩがいまいち使いづらいの

がちょっと残念。

ユーザーをメンバーリストに追加する　このボタンも説明ないとわからないって。ｗ

っと、そんな感じのサービスですが　なかなか新しくて面白いのでぜひぜひ自分用のインタビュ

ーページを設置してみてはいかがでしょうか。ブログ読んでいる方いましたらリストに登録して

頂ければ　ちょっとアレなインタビューを返したいと思います。(‘A’)ノおしまい。

http://theinterviews.jp/susi-paku/interview
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0a8fec22a952_FC86/nodu001179.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0a8fec22a952_FC86/nodu001156.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0a8fec22a952_FC86/nodu001143.jpg


【商材撮影】価格も安くて持ち運びも便利なスピードライト270exⅡを使ってストロボ
撮影してみたレビュー

先日スピードライト270の後継である270exⅡが販売されまして、アフィのamazonポイントが
溜まったので買ってしまったsusi-pakuです。(‘A’)
今回販売された270exⅡではワイヤレススレーブという補助光として利用できる機能が搭載され
ておりまして、当然にEOS7D対応なので内臓ストロボと比較しながら使ってみました。
バウンス撮影がかなり使える270EXⅡの詳細は下記からどーぞ

商材撮影が多い人には便利なストロボだよ。

今回手に入れた canonの純正外部ストロボことスピードライト270exⅡですが、価格はとっても安
いです。

Canon スピードライト 270EX II SP270EX2
1万円ちょっとで、ワイヤレス（無線）のストロボ買えるのは嬉しいですね。お金がなくて内臓ス
トロボばかり利用している人とか、初心者さんなんかにはリーズナブルな価格なのでためしに買

ってもいいくらいな品物です。(‘A’)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004MKNE5W/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/nodu001181.jpg


製品の仕様はこんな感じ。注釈に書かれているワイヤレス機能を使えるのは　(EOS 7D、EOS
60D、EOS Kiss X5)　となってます。

購入するとこんな感じで入っています。ケースと直置き用のスタンドなどが同封されています。

本体の大きさは名刺よりも一回り大きく、たばこのボックスよりもちょっと厚みがあるくらい、

電池を入れると意外と重量感はあるかなーって所です。

結構コンパクトなので持ち運びにはちょうどいいですね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/R0017597.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/R0017601.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4126.jpg


EOS7D に取り付けるとこんな感じ。何だか立派でカメラマンっぽいですな。ｗ

ちなみに内臓ストロボはこんな感じ。望遠つけるとケラレしてしまうのよね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/R0017606.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/R0017604.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/R0017607.jpg


270EX2ではストロボの位置を調整することができまして、上記画像のように上にストロボを向け
て撮影することによりナチュラルなバウンス撮影ができます。（これがなかなかいいのよね）

ワイヤレススレーブ機能はこんな感じで取り外してスタンドを取り付けます。

こんな感じで補助光として利用できるよね。上からの照明で影が出来た場合下からの補助光とし

て照らすこともできるね。

内臓ストロボの光源を弱めに設定して直接光を当てないよう透過しない紙で遮蔽したりして併用

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/R0017609.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4141.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/R0017612_1.jpg


するとよさげです。

ちなみに今回使っております商材撮影用のスタジオキットはこちらです。

2010年/NEW パーソナル写真スタジオ【Ｌサイズ】1台4役
意外と大きい物も撮影できて背景も４色選べるのでなかなかあると便利でございますよ。

270EXⅡで撮影してみました。

基本的には撮影後RAWで保管して、編集、ゴミ取って（トリミング）完成なんですが、今回は撮
影サンプルとしてそのままのデータをアップしたいと思います。

家庭用蛍光灯のみの光でホワイトバックで撮影です。やっぱりちょっと暗めですね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4186.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003S4VQB2/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4134.jpg


正面から内臓ストロボで撮影した感じ。テカっちゃったね。

270EX2でバウンス撮影したのがこれ。明るさがちょっと物足りないけどナチュラルに撮影できて
いるよね。

何か撮影できる物ないかなーっと外出たら　ミンミンゼミがお亡くなりになっていたので撮影し

てみました。（今気づいたけど手が折れてるのね。。素材として使おうとがんばったのに・・・

）

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4136.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4139.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4159.jpg


こちらが内臓ストロボで直接光をあてた状態。うさぎよりもテカっちゃってるよね。

こちらがバウンス使って撮影した状態。マクロ使っているのでちょっと光が遠い感じ。

なので、スタジオキットの上部に270EX2をスレーブでもっていき、撮影したのがこれ。
全体的に明るく表現され標本みたいに撮影できました。(‘A’)いいんじゃないでしょうかね。
他に撮影したものをざっと（全部バウンス撮影したもんです）

天丼マンさま。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4157.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4162.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4165.jpg


赤ベコさん

しゃべったぁあああああ　の例のスポンジボブ

空瓶はこんな感じ。

っとまぁ、今迄の大変だった影の問題が解消されるストロボでございます。

今後はPAKUTASOにて人物撮影もしていく予定なので、その時にまたレビューしたいと思います

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4173.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4178.jpg
http://www.susi-paku.com/pakupost-29.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b5436bddbde_80E7/IMG_4177.jpg
http://www.pakutaso.com/


。(‘A’)ノおしまい



【診断】イラレのペジュ使いはチャレンジを！物体の空間や間隔をチェックできる
eyeballing game

先日紹介されていたデザイナーさん（イラレ使いさん）向けの診断ゲームをやってみました。

どんな内容かというと、例えば円の中心を選択したり、ある線に対して直角の線を引いたりして

正確に物体の空間を認識しているかスコアで表示されるゲームとなってます。

何だかイラストレータのペジュ操作がうまい人はきっと最高スコアを出すのだろうなと思

うeyeballing gameの詳細については下記からどーぞ
The eyeballing game

とりあえず気楽にやってみよう。

まずは気楽にルールを理解しながら時間をかけてプレイしてみる　⇒　次は本気　ってな感じで

プレイしても問題ないと思います。

問題数は全部で7つ！それが３回ループされどんどん答えていく形です。
高スコアを出すには、より正確なマーカーはもちろん、費やした時間も計算されているので直観

的に操作する必要もありそうですな。(‘A’)

スコアはこんな感じで表示されます。左側のグラフで自分がどの辺のランクするかという情報に

なります。山が高いほどそのあたりのスコアの人が多いということみたい。

http://woodgears.ca/eyeball/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3ac5390504ae_6650/nodu001142.jpg


んま平均ぐらいなスコアってところですね。(‘A’)
右上に表示されるのが、各問題のスコアポイントになってます。数値が低ければ低いほど高得

点となっており、自分の場合問題3が大きな足かせになっているのが良くわかりますｗ

出題される問題7つについて

時間もスコアに影響されるので、トライする前ある程度見とくといいかも。

まず最初の問題がこれ

黒い線に対して、正確な四角を作りなさいって感じ。青が自分の答えで緑が正解となってます。

2問目はこれ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3ac5390504ae_6650/nodu001135.jpg


２点の線を直線にして、中心部分を選択する問題だね。直角は簡単だけど２点の中心を把握する

のが意外と難しい。

３問目はこれ

この問題だけいつもスコアが悪すぎる。。。(‘A’)　黒線の三角形を均等に半分にした場合の線の
長さと角度だね。青い線が自分で緑が正解・・・全然違うのよね。

４問目はこれ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3ac5390504ae_6650/nodu001136.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3ac5390504ae_6650/nodu001137.jpg


三角形の内接円の中心を選択する問題だね。こういうのは得だなぁ。三角形の角から立体をイメ

ージすると丁度天辺部分が内接円の中心になると思います。

５問目はこれ

そのまんま、円の中心部分を選択します。モニターの見方で随分と違ってくると思うので正面か

らきちんと見るといいかもね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3ac5390504ae_6650/nodu001138.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3ac5390504ae_6650/nodu001139.jpg


６問目

黒い線に対して、その長さと同じ直角の線を引く問題。イラレの操作でこんなのあります、('A')
最後の問題。

３点の黒い線の交わり部分と長さを診断する問題。パスを連結する時にこんな操作した気がし

ます。実は結構苦手・・・(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3ac5390504ae_6650/nodu001140.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3ac5390504ae_6650/nodu001141.jpg


っという問題が7つ出題され　それを３回やったらスコアが表示される感じです。
理解しましたぜひプレイしてみまそう。↓

The eyeballing game
自分で３分、早い人だと2分くらいで回答しているので、あまり時間もかからずプレイできるのは
いいよね。

自分の色相感覚をチェックできるデザイナーさん必須の Munsell Hue Test をやってみました。
:susi-paku web
んで、空間の診断ゲームが終わったら、以前ブログにも書いた色彩チェックもやってみてね。(‘A’
)ノおしまい

http://woodgears.ca/eyeball/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3ac5390504ae_6650/pakisu000230_thumb_2.jpg
http://www.susi-paku.com/paku-munsell-hue-test.html


【巻き返しなるか！】ミクシィからの新サービスmixiページで、自分のPRサイトを作
ってみました。

新しいSNSのGoogle +が　登場したりと、ライバルであるサービスが会員数を伸ばしている横で
絶賛低迷中（むしろ迷走中）のミクシィ社から新しいサービスが登場して話題になってますね。

(‘A’)
その名もmixiページと言いまして、会社ロゴまで変更しての一大プロジェクトのようでござい
ます。

「mixiページ？・・・mixiのアカウントは持っているよ！使ってないけどなっ！（※まさに
外ｄ）」っと言われそうな新サービスの詳細と使ってみた感想については下記からどーぞ

[mixi] 無料写真素材-ぱくたそ × mixiページの最新情報

mixiページってなんなの？

8/31日にmixiからスタートしたサービスです。

mixiページnavi
簡単に説明するとですね、当時のmixiはアカウントを持っていない場合 mixi内でのコンテンツは
もちろんのこと、特定人物の日記やコミニティを閲覧することができませんでした。

あくまでもクローズな空間でのやり取りを基本としたスタイルだね。

http://page.mixi.jp/public/recent_page_feed.pl?page_id=9893
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001114.jpg
http://page.mixi.co.jp/index.html


今回から始まった mixiページでは、mixiへログインしなくても（アカウントがなくても）基本情
報や新着を閲覧できるようになりました。要するに公開する側は一般公開用のPRページを作成で
きるようになったというわけ、

自己紹介のPRページから企業ページ、サークルページなど様々な利用ができそうです。（一般公
開されるから検索エンジンにもヒットする）

ちなみに、今迄のようなマイミクシィのサービスは継続しています。facebookのファンページみ
たいな感覚と言われていますが、まぁ間違ってはないですな。

ちなみに新着や基本情報以外のコンテンツ（日記とか写真）を閲覧するには、mixiのアカウント
が必要であると促されます。

mixiページはどんな利用にマッチするのか・・・

既にG+やtwitter,facebook　のようなSNSもあるし、すでにアメブロなどでブログを書いている場
合コピペしてまで利用する必要もないし、とあまり利用されなそうなサービスではあります。

利用されるのであれば、ファンページとして開設する利用はありですね。ニュースや情報配信を

主体としたブログを運営している人にとってファンページは交流にも繋がりモチベーション向上

につながりそうだし。

mixiページの活用方法 | mixiページnavi
他には、コミニティ機能として広く会員を増やしたい場合などに有効かなっとは思います。以前

のmixi内のコミニティでは一般公開されておらずmixi内でしかそのコミニティの存在が知られてい
なかったのに対し、今回のmixiページでは検索エンジンにもヒットするという事から幅広い人間

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001115.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001103.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001116.jpg
http://page.mixi.co.jp/howtouse/index.html


に知ってもらえるというメリットがありますからね。

あとは、企業ページの作成とか商品ごとのページなんかもアンケート機能を有効に使うとかなり

便利かもしれないですね。

mixiページを使ってファンページを作ってみる。

自分の場合　このブログがあって、写真素材サイトがあり、SNSは基本G+をメインとしながら、
twitter でBOTのように更新通知を流している現状を考えたら、写真素材サイトのファンページ
を作ってみてもいいかな（アンケート機能とかついているし）ってなわけで、mixiページを使っ
て　写真素材サイトPAKUTASOのファンページを作成してみました。
とりあえず出来上がった mixi ページはこれ

[mixi] 無料写真素材-ぱくたそ × mixiページの最新情報
こちらが写真素材PAKUTASO　公式のページです。お花が綺麗ですよね、とりあえず　mixi のア
カウントを持っている人は、フォローして下さい。フォローして下さいね。

大事なことなので２回強調して言ってみます。

mixi にログインしていない状態で閲覧できるのは、新着と基本情報の２メニューだけで　その他
のコンテンツについては mixi にログインしないと閲覧できない設定になっています。

会員数増やす為には必要な促し方法ではあるけれど、あまりにも一般公開される情報が少なすぎ

てちょっとあれな気もしますけど、、

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/mixiPR_7F32/pasiks001168.jpg
http://page.mixi.jp/public/recent_page_feed.pl?page_id=9893
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001103_1.jpg


mixiページnavi
通常のmixiのログイン画面からではなく、mixiページnaviからページの作成・または管理画面へ進
みます。

mixiページの作成方法ですが、ネタフルさんの所で詳しく書かれておりますので参考にしていた
だき開設

[N] 「mixiページ」の作り方
既に作成できた方は管理画面から今まで作成したmixiページを管理することができます。

こんな感じ。複数のmixiページを作成できるのも有難いね。

デザインや機能を設定してみる。

mixiページでは管理する項目がこれしかありません。シンプルだね。

1つ1つ説明していくと
まずは、基本情報の設定について

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001117.jpg
http://page.mixi.co.jp/
http://netafull.net/tech/038463.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001118.jpg
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ここに掲載される内容がページのヘッダー部分に表示される内容だったり、

[mixi] 無料写真素材-ぱくたそ × mixiページの基本情報
基本情報の詳細だったりします。

次に公開設定について

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001120.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001121.jpg
http://page.mixi.jp/public/view_page_information.pl?page_id=9893


mixiページを一般公開するか mixi内で公開するかなどの公開レベルの設定ができたり、年齢制限
を設ける事ができたりします。

それと、ここで重要なのが　URL設定という項目がありまして　50人以上ユーザーにフォローさ
れると独自のURLが取得できるそうなのね。
開設すると最初にもらえる　URLが
http://page.mixi.jp/public/recent_page_feed.pl?page_id=9893
上記のようなURLが発行されるわけでして、（このid 番号を変えることで他のmixiページになり
ます）ネタフルさんの場合、

http://p.mixi.jp/kogure
このようなURLを発行してもらえるそうです（アクセスしたら自動転送される）頑張って50人集
めたくなりますな。(‘A’)
次はデザインの設定ですね。

現在のところシンプルなテンプレートのみ選択できる状態ですね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001122.jpg
http://page.mixi.jp/public/recent_page_feed.pl?page_id=9893
http://p.mixi.jp/kogure
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001123.jpg


編集できる箇所もスマホ・モバイルを含めても非常に少なく設定しやすいですね。

しかしながらカラーピッカーがついておらず、直接コードを入力しなくちゃならないのが面倒で

はありますな。

WEB上で確認できる　カラーピッカー　はこちら。(‘A’)
んで、最後はメニューの追加編集ですね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001124.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001125.jpg
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012572/palt/


基本的にメニューの数は少なく、アンケート機能・日記・twitter 連動・フォト（画像アルバム）
・ホワイトボード　という機能が選べます。

うちのmixiページで言うとサイドバーに表示される項目だね。

[mixi] 無料写真素材-ぱくたそ × mixiページの最新情報
表示される名称や公開設定も変更できるので任意の名称で表示させることができます。

デフォルトでは表示されていないアンケート機能では、

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001126.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001127.jpg
http://page.mixi.jp/public/recent_page_feed.pl?page_id=9893


このような形で、アンケートボックスを作成することができ

このように投票され結果を集計することができます。

次にホワイトボード機能では、自分が好きなように書いたランディングページを作れるという

感じ。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001094.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001096.jpg


ソーシャル・ネットワーキング サービス [mixi(ミクシィ)]
うちのmixi ページでは活動インフォメーションという名称で、今迄の更新履歴や活動している内
容を書いてみました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001107.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001100.jpg
http://page.mixi.jp/run_page_apps.pl?page_id=9893&module_id=279555
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001128.jpg


このホワイトボードを使いこなせば　商品説明ページ・お客様の声・サイズや形状・ご利用規約

・特定商取引法の表示　なんかも作れちゃうよね。

あとはtwitter 連動機能もついてまして、mixiページでつぶやいた内容を相互に表示させることもで
きます。

連携アプリの認証を行ってから。

mixiページの新着からつぶやくと

twitterのTLに表示されるって感じ。(‘A’)　もちろん、相互利用以外にも

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001083.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001084.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001085.jpg


TLを汚したくない人は転送設定を選ぶこともできるので安心だね。個人的には日記を書くほどで
もないのでこのつぶやき機能をメインで利用する感じではありますな。(‘A’)

mixiページのまとめ

そんな感じで、今回 写真素材サイトのファンページを作ってみたわけですが　かなり作り易く簡
単に利用できるのでPC初心者やmixi利用者にとっては楽に導入できるかと思います。
個人的には今もなお　ミクシィをメインで利用している人が結構いるので、その人と再度繋がり

合える場としては良い環境ではありそうですね。日本のサービスだしね。

ってなわけで、是非自分のブログをお持ちの方でもファンページとしての利用なんかに活用して

みてはいかがでしょうか。(‘A’)ノおしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1b00f8d0613f_642B/nodu001129.jpg


2011.8月を振り返る！今月の出来事・お気に入りサイト集と人気記事ランキング

今回で５回目となりました毎月恒例のおさらい記事です。今夏は恐れられていた電力不足による

計画停電はなく節電の夏といった感じの８月でしたねー。(‘A’)
個人的には猛暑の日もありましたけど、例年より随分と涼しい夏だった気がします。

そんな今月にあった出来事や人気記事の詳細については下記からどーぞ

2011.8月今月は何があった？

サッカー元日本代表の松田選手が心筋梗塞の為に34歳という若さで亡くなってしまいましたね。

サッカー：元日本代表の松田直樹選手が死去　３４歳 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
松田選手のお父さんが友人のお父さんと同じ職場だったことがあって、ワールドカップの際に『

息子がワールドカップへ出場するので・・・』という話をしていた時を思い出します。本当にご

冥福をお祈りするばかりです。

次は侵略戦争発言で終了してしまったまんべくん大炎上も今月ですね。

過激な毒舌に定評、まんべくん死去　８歳

公的キャラクターを私用してのツィートで問題になりましたな。うちのサイトでも【どうしてこ

うなった？】侵略戦争で終了のまんべくん、人気絶頂の炎上期から近況まで思った事をまとめて

みた　ように何だか色々と考えさせられる内容でした。エム社も勝手に『まんべくん復活させ

ます』宣言しているのでまだまだ何かありそうです。

あとは、フジテレビのデモもありましたね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bf06da5877ea_4999/nodu001079.jpg
http://mainichi.jp/enta/sports/soccer/news/20110804k0000e040082000c.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bf06da5877ea_4999/nodu001080.jpg
http://kyoko-np.net/2011081701.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-79.html


【フジテレビ】抗議デモまとめwiki
動画がいくつか紹介されていたけれど、右翼の『ねつ造をやめろー！』のマイクに一般参加者

も『やめろー！』っと応じていたのが異様に感じました。

その他としては、島田紳助芸能界引退発表がありました。

島田紳助、引退会見ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━!!! : ねたＱぶ
自民党の谷垣総裁がツイッターで質問にお答えする企画と同時刻に引退発表の記者会見が開かれ

ました。個人的にはかなりどうでもいいニュースなんですが、どこのメディアも”暴力団との黒い
関係！”っという見出しでここぞとばかり取り上げてましたね。

2011.8月のアクセスが多かった人気記事ベスト5

今月書いた記事でアクセスが多かった記事を紹介していきます。

第5位　食物繊維たっぷり？ウィルキンソンからジンジャーが効いたドライコーラ辛口が発売されたので試飲
レビュー:susi-paku web

ウィルキンソンから登場したコーラのレビュー記事だね。コンビニバイトしている弟曰く今でも

結構売れているそうです。

第4位　船の科学館が37年目で休館！特別入園料（200円）となった最後の展示を観に行ってきました:susi-paku web

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bf06da5877ea_4999/gtgsz1_2.jpg
http://fijidemo87.wiki.fc2.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bf06da5877ea_4999/sin1_2.jpg
http://blog.livedoor.jp/netacube/archives/50624978.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-78.html
http://www.susi-paku.com/paku37200.html


来月で展示が休止してしまう船の科学館の行ってきたよ記事です。やっぱり夏休み中に行ってみ

ようと調べた人が多かったみたいです。

第3位　焼肉をひとりで食べられると話題になってから、食べログ評価3未満と低迷中の焼肉ひとりに行ってみた:susi-
paku web

上野にあるひとり焼肉専門店で食べたレビュー記事ですね。いやはや煙かったという印象しか思

い出せないのですが、がんばってもらいたいですね。

第2位　スプーン１杯300円！世界最高級のヨーグルト『クレマドールヨーグルト』を食べてみましたレビュー:susi-
paku web

激高ヨーグルトのウマウマ記事でございます。何だかベスト5に食べ物系の記事ばかりだ・・・

第1位　Google Plus(プラス) 返信や文字装飾・PMにサークル分けなど知ってて役立つ機能をまとめてみた:susi-paku
web

http://www.susi-paku.com/paku3.html
http://www.susi-paku.com/paku300.html
http://www.susi-paku.com/pakugoogle-plus-pm.html


G+　関連の記事も多くなってきまして余裕のアクセス数でございました。意外にも知っているよ
うで知らないGoogle プラスの使い方を書いてみたわけですが、実は招待した人が50人を超えてお
りその人達向けに書いた記事でもあります。('A')
っと以上が今月の人気記事ランキングでありました。個人的にはハム速がレーシック業者に宣戦

布告した日から１ヶ月、あれからどうなったのか調べてみた。:susi-paku web　の記事好きだった
んですがあまり伸びなくて残念な結果・・・ 来月も頑張っていい記事を書こうと思っております
ので引き続きよろしくお願いいたします。

今月のお気に入りサイト集

っというわけで今月あったお気に入りのサイトをまとめてみました。

なるほどフムフム系

ネトウヨにゅーす。 : インド人「日本人は我々の食習慣に関して誤解が多い。ｺｺｲﾁのｶﾚｰうめえｗ
」

目からうろこ、工場のトラブルを解決した「ある工夫」が注目を浴びる:らばQ
Googleはスペルミス？ GAINAXは山陰の方言？ 有名企業の「社名」の由来 - はてなブックマー
クニュース

で、結局pixivの何が問題なの？
仕事を上手に頼む人はやっている。頼み方の6つのコツ｜designaholic -Creative Column-
病院に喪服で駆けつけるカズ　非常識過ぎ｜ピカピカニュース2ch
真っ先に外さなくちゃいけないのは「無能な働き者」 – ちほちゅう
ちょっと待った!! そのつぶやき問題ないですか？ – ちほちゅう
プログラマと付き合う

日本で５年アメリカで５年働いたけど質問ある？

民主党のこれまでのまとめ

ブログを毎日続けるモチベーションを維持する方法

Googleの遊び心を垣間見る『隠し機能』がすごい！ - NAVER まとめ
マンションを購入するメリットってなに？　一軒家みたいに土地が手に入るわけじゃないだろ？ :
watch@2チャンネル
「Webサイト価値ランキング2011」、前年4位の全日空が1位に （RBB TODAY） - Yahoo!ニュー

http://www.susi-paku.com/pakupost-75.html
http://netouyonews.net/archives/5438340.html
http://labaq.com/archives/51688308.html
http://b.hatena.ne.jp/articles/201108/1978
http://anond.hatelabo.jp/20110730223321
http://designaholic.cc/2011/01/6.html
http://pika2.livedoor.biz/archives/3448873.html
http://webdirector.livedoor.biz/archives/52483890.html
http://webdirector.livedoor.biz/archives/52484020.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Kaede/9677/read.htm
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-4182.html
http://sarahx2.blog96.fc2.com/blog-entry-1434.html
http://www.wakatta-blog.com/post_674.html
http://matome.naver.jp/odai/2131428346285491901
http://watch2ch.2chblog.jp/archives/3915524.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110829-00000012-rbb-sci


ス

「何を言ってもわかってくれない人」と接する方法

オタクが結婚生活で初めて気づいた趣味の「無駄」と「効率性」の話 - とれいん工房の汽車旅12
ヵ月

 

面白いワロタ系

俺がブックオフの店員だった頃に来たDQN客の思い出 – ゴールデンタイムズ
VIPPERと結婚しますたｗｗｗｗｗｗｗｗ │ キニ速　　気になる速報
アマゾンの段ボール便利過ぎ

フジテレビの番組スポンサーが慌て出す？　韓流推し騒動でマイナスイメージに危惧 | ニコニ
コニュース

Amazon.co.jp： カスタマーレビュー: アタックNｅｏ つめかえ用
水道代17億円請求されたｗｗｗ - にじゅうがとったもの
急激な順位下落とアクセス数の激減について - ウェブマスター 公式ヘルプフォーラム
Groupon、2011年第2四半期でまたしても1億ドルの赤字—人件費の急増が原因
【AKB48】大島優子、柏木由紀ら人気メンバーの修正前グラビア写真がネット上に大量流出
｜Hyper News 2ch
思わず感心してしまった文章｜ピカピカニュース2ch
Infinite Mario – HTML5
HTML5で作られたマリオすごすぎ。。
初めてなので紹介しちゃおっかな(^-^)｜加藤茶オフィシャルブログ「加トちゃんぺ」Powered by
Ameba
俺が本気を出してvipの安価で東大を目指すことになった（仮）
これ！頑張ってほしいね。

検索結果表示を急かされています。 - ウェブマスター 公式ヘルプフォーラム
「これはひどいｗｗｗｗ」ってなる画像下さい | ラジック
アメリカで350万個販売のメガヒット　透明なボール「FUSHIGI」が日本上陸 : 【2ch】コピペ情
報局

操れるようになるマニュアルが高いのです。ｗ

 

ニュースや情報系

意外と知らないAmazonの雑学・豆知識 - NAVER まとめ
「解雇」と「死」は似てる - Chikirinの日記
政府・日銀が一日で４兆円溶かしたと話題に : 市況かぶ全力２階建

http://www.wakatta-blog.com/post_660.html
http://d.hatena.ne.jp/katamachi/20110828/p1
http://blog.livedoor.jp/goldennews/archives/51651517.html
http://blog.livedoor.jp/kinisoku/archives/2258351.html
http://zeark969.blog38.fc2.com/blog-entry-2818.html
http://news.nicovideo.jp/watch/nw94680
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B002OOYDP8/ref=cm_cr_pr_btm_link_2?ie=UTF8&showViewpoints=0&pageNumber=2&sortBy=bySubmissionDateDescending
http://twentypermille.posterous.com/17
http://www.google.com/support/forum/p/webmasters/thread?tid=3d151eeb491daa5e&hl=ja
http://jp.techcrunch.com/archives/20110810groupon-lost-more-than-100-million-last-quarter-as-hiring-costs-jump/
http://hypernews.2chblog.jp/archives/51399215.html
http://pika2.livedoor.biz/archives/3480018.html
http://arcade.rawrbitrary.com/mario/
http://ameblo.jp/katochanpe-blog/entry-10990294311.html
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http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1108/10/news098.html


東電、計画停電専用Twitter公式アカウントの運用を開始 – ねとらぼ
Twitter ヘルプセンター | Twitterでの画像アップロードについて
今年はゴキブリが大量発生しているらしいよ

「Google+はFacebookを超える」：調査結果が示す開発者の期待 - CNET Japan
ドイツでは9月末までにFacebookのいいね！ボタンを撤去しなければプライバシー法違反で罰
金50万ユーロの可能性 | Over the Vertex of Technology by 朝山貴生
asahi.com（朝日新聞社）：科学的根拠ないのに…シューカツで企業が血液型質問 - 社会
【GIGAZINE先行公開】映画「鉄拳 ブラッド・ベンジェンス」3D予告編 – GIGAZINE
実写がやばかっただけにこちらは期待。

 

WEB・IT系

Stock Photography: Search Royalty Free Images & Photos | Portfolio: dsteller | iStockphoto.com
WEB制作系でこの人を知らない方はモグリです。
「行政こそが使うべき」　佐賀県武雄市、公式ページのFacebook移行完了 - ITmedia ニュース
WordPress | 日本語 » WordPress 日本語キャラクター名投票を開始
古いコンピュータから新しいコンピュータへデータ移行する方法 : ライフハッカー［日本版］
ASCII.jp：PVやUUは無視せよ！アクセス解析の最新手法とは？
本当は教えたくないSEO！アクセス数が20倍になったブログタイトル32文字の法則 | Chrome Life
Motorolaの買収を発表以来、Googleの時価総額は買収予定額をはるかに超えて下落中
ファンレスの500W電源が発売に / ファンレスの最大容量品
有料だったが無料化した超多機能スクリーンショットソフト「SnapDraw」 – GIGAZINE
Goolgeペナルティ判定フローチャート | SEOとその周辺
スラッシュドット・ジャパン | Google+ の新機能、「認証済みバッジ」
Webデザイナー、Webクリエイターのための面接の心構え。面接に受かるには、おでん屋さんで
バイトをしなさい - ウェブデザイナーになるには
【Android】　最強のホームアプリ | ライフハックちゃんねる弐式
テクニックに頼ったSEOはオワタ＼(^o^)／ など10+2記事（海外&国内SEO情報） | Web担当
者Forum
 

デザイン・制作系

Photoshop VIP ☞ Webサイト制作に利用したい無料デザインPSD素材50個、あつめました。
50 Hand Drawn Website Designs For Your Inspiration | Free and Useful Online Resources for
Designers and Developers
HTML5ベースのオープンソースなマインドマップ作成ツール「mindmaps」:phpspot開発日誌
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http://minnano-seo.com/essence/post90/
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http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2011/08/26/10954
http://photoshopvip.net/archives/27596?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.smashingapps.com/2011/08/04/50-hand-drawn-website-designs-for-your-inspiration.html
http://phpspot.org/blog/archives/2011/08/html5mindmaps.html


これはめんどくさがりにぴったり

Photoshop VIP ☞ 本家Google+のインターフェースをそっくり再現できるPhotoshop無料PSDキ
ット

http://weboook.blog22.fc2.com/blog-entry-280.html
PPCランディングページの最適化：6つの対策 | Web担当者Forum
有名デザイナーがFacebookやYouTubeのデザインをリニューアルしてみたらどうなる？ |
IDEA*IDEA
スマフォサイトでよく見るパーツのコードサンプル集 | 07design.blog
黄金比・白銀比などが取り入れられた美しいデザイン≪法隆寺・Apple≫ - NAVER まとめ
デザイナーなら必ず知っておきたい国内素材サイト22選｜designaholic -Creative Column-
Bootstrap, from Twitter
ずっと使えるデザインテクニック。すっきり美しく見せる『余白』と『文字』の使い方。 (フェン
リル | デベロッパーズブログ)
Photoshopで集中線を描く方法 | Webデザインのタネ
The Shapes of CSS
HTML5とCSS3を使いこなしたくなるフレームワーク15選 | コリス
Webデザイナーでもできる、サイトのパフォーマンスをあげる5つの方法 : Web Design
KOJIKA17
 

怖い・衝撃系

トラックに突っ込まれたら為す術なく死ぬ。ASACのクラッシュテストが怖い:1000mg
【画像】世界で最も巨大な陥没穴9個 : 【2ch】コピペ情報局
命綱なし、アイガー山の断崖絶壁を世界最速で登りきったロッククライマー:カラパイア
【閲覧注意】気持ち悪い画像貼ってけ:哲学ニュースnwk
Twitterで話題のハッシュタグ｢ #意味怖 ｣の解説まとめ【ネタバレ注意】 - NAVER まとめ
【閲覧注意】昔の拷問方法が怖すぎワロタ | うましかニュース
ちょっとアレなニュース　怖い話

 

動画とか

http://photoshopvip.net/archives/28142
http://weboook.blog22.fc2.com/blog-entry-280.html
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2011/08/01/10785
http://www.ideaxidea.com/archives/2011/08/new_designs_by_designers.html
http://07design.net/blog/?p=477
http://matome.naver.jp/odai/2131355245354849501
http://designaholic.cc/2011/08/post-108.html
http://twitter.github.com/bootstrap/
http://www.fenrir.co.jp/blog/2011/08/layouttips.html
http://oshare.jugem.cc/?eid=742
http://css-tricks.com/examples/ShapesOfCSS/?=derp
http://coliss.com/articles/build-websites/operation/work/html5-and-css3-frameworks.html
http://kojika17.com/2011/08/web-site-performance.php
http://1000mg.jp/archives/51707208.html
http://news.2chblog.jp/archives/51628599.html
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52029860.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/3903970.html
http://matome.naver.jp/odai/2131372405759512401
http://umashika-news.jp/archives/51930067.html
http://aresoku.blog42.fc2.com/blog-entry-2237.html


車載カメラの衝撃映像集。安全運転が一番だね。

BF3の動画もすごかったけどこれもすごいなぁ。絶対酔いそうだけども

これ日本で買えないかしら。(‘A’)

http://www.youtube.com/watch?v=9E4LDUe5K_4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=RvF-oAyc1cQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=vRG4xfJcLF4&feature=player_embedded


小鳥さんがどいてくれない動画、安定しすぎててワロタ

これは面白い！良いプレゼンだわ。

っと以上で８月今月の人気記事になります。どうぞ来月も引き続きsusi-paku.comをよろしくね。
(‘A’)おしまい

http://www.youtube.com/watch?v=W9dzKzQZ2Ko&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=lEVNbdof53M


【金魚マニア必見】1000匹の金魚と斬新な金魚鉢が魅せる新しい芸術アートアクアリ
ウム展に行ってきました

金魚と言えば桶の中にアクリルで描写した作品で有名な 美術作家 深堀隆介さんですが、今回はリ
アルな金魚の展示という事で日本橋架橋100周年記念特別展アートアクアリウム展〜江戸・金魚の
涼〜へ行ってきました。

巨大金魚鉢や、今までにみたい事もない希少な和金魚さんたち（1000匹）の乱舞っぷりは一見の
価値ありでございます。

公式WEBを見るだけで、興味そそられる展示の詳細は下記からどーぞ
日本橋架橋100周年記念特別展　アートアクアリウム展〜江戸・金魚の涼〜

久々に胸があつくなった展示

2011年８月12日〜９月12日と約１ヶ月間開催しているアートアクアリウム展

日本橋coredo室町の日本橋三井ホールにて絶賛開催しております。

大きな地図で見る

場所はここだね。(‘A’)　三越前から徒歩5分くらいの所にあります。

http://goldfishing.info/
http://h-i-d.co.jp/art/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/nodu001077.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?f=d&source=embed&saddr=&daddr=%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%AE%E5%9C%B0%E7%82%B9&geocode=FcuIIAIdw8hUCA&sll=35.686128,139.774032&sspn=0.003394,0.006453&vpsrc=6&hl=ja&brcurrent=3,0x60188955763d01a5:0xf227779dc134f8ec,0&ttype=now&noexp=0&noal=0&sort=time&mra=mr&ie=UTF8&start=0&ll=35.686642,139.774128&spn=0.00305,0.00456&z=17


公式サイトのスケジュール表はこんな感じ。（公式だとPDFなので）あと半月ほど開催されて
おり、最終日含み曜日によっては23時まで開催しているので仕事帰りに寄ることもできそうだね
。(‘A’)　

ってなわけで、展示見てきました。＠三越前

coredo室町前の大きなモニターに展示情報が映されてました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/nodu001078.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2233.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2254.jpg


展示場前で配られていたチラシ。これもらったら中に入っちゃう一見さんも多いだろうね。(‘A’)

4階の開場前はこんな感じ。天井が随分とオシャレでございます。チケット料金は大人1000円の
子供600円

アートアクアリウム展に入場

フラッシュ撮影や動画撮影は禁止だけども、普通の静止画はOKだったので撮影しまくってきま
した。(‘A’)　無論３脚もNG

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2252.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2264.jpg


入口付近の壁掛け金魚鉢。

作品ごとに説明パネルが設置されてます。また、金魚伝来など歴史について書かれたパネルも設

置されてました。

水槽に花瓶が刺された斬新な金魚鉢。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_7621.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2287.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2845.jpg


ここからは、珍しい金魚の水族館っという感じ。紫や緑、など様々な光の色を使ってライトアッ

プしており　蛍光灯色でしか見ない金魚を違った形で楽しめるよう演出されておりました。

アートである金魚の生体そのものをコレクションとして展示しているだけあって、初めて見る模

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2324.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2344.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2370.jpg


様の金魚もまた斬新でしたね。(‘A’)

もちろんランチュウや和金もちゃんといます。

キャリコ琉金という金魚。アマゾンに生息してそうだよね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2411.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_7910.jpg


水泡眼という、これ１匹だけ泳いでいたら『奇形！』っと思うような金魚

うっは、きめぇぇええええ・・・　っというような眼が上を向いちゃってる出目金も優雅に泳い

でました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2591.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2575.jpg


今回の展示でメインとなる巨大金魚鉢と周りを泳ぐ鯉のような金魚。圧巻だね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2643.jpg


これもライトアップされており、色が変化していきます。

後ろには金魚の絵柄が描かれた提灯

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_8094.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_8123.jpg


キューブのような巨大金魚鉢には（着色された？）金魚が色鮮やかに泳いでいました。手で水槽

を触れるので手垢がひどくて近接が難しかったぁ・・・(‘A’)

他には祇園っぽい金魚鉢

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_8151.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_8259.jpg


今回の展示で一番かわいかった　ピンポンパールは可愛かったわぁ。まるまる太ってました。

除くと泳いでいる金魚で万華鏡を楽しめる水槽。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_8266.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2789.jpg


最後はデジタルの屏風の上を泳ぐ金魚。

正面から照らされる光によって影がうまれ、まるで水墨画のようでした。これはね静止画じゃな

んとも表現できんです。(‘A’)

っというアートアクアリウムの金魚展でございました。夜は金魚BARもオープンしており　巨大
な金魚鉢を横目にモエシャンなんかも飲めるみたいです。

開催まであと半月ありますので、是非金魚を堪能してみてはいかがでしょうか。(‘A’)ノおしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2809.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2812.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bd0675c9c110_5558/IMG_2872.jpg


アメリカ大使館でビール飲み放題イベント！年に１回だけのフレンドリーシップパ
ーティーに行ってきたよ

アメリカ大使館（宿舎）が１日限定で一般公開され、中でビール飲み放題のイベントが開催され

るフレンドリーシップパーティー2011に行ってきましたよ。(‘A’)
絶賛台風が接近している影響で雨マークがチラホラ点灯はしていたんですが、日中日差しも出る

陽気に恵まれビールたらふく飲んできました。

そんな、今年は激混みだったパーティーの詳細は下記からどーぞ

毎年開催されるアメリカ大使館のイベントだよ。

８月２７日に開催されたアメリカ大使館のフレンドリーシップパーティですが、今回で参加する

のは２回目でして（前回２年前）その感覚で参加したらかなりの人混みでした。

CFDC Committee
入場券（1100円／払戻不可／5才以下無料）は8月26日（金）18時まで下記の２つの方法で販売中
です。当日ゲートでは買えませんので事前に購入してください。

っとのことで、今年から完全前売りになりました。入場料1100円でビール飲み放題なわけで口コ
ミで拡がったんだろうね。(‘A’)

大きな地図で見る

http://cfdccommittee.blogspot.com/
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=embed&hl=ja&geocode=&q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9C%A82-1-1&aq=&sll=35.669744,139.731073&sspn=0.01358,0.025814&vpsrc=0&brcurrent=3,0x60188b9d3c1c9187:0x48f9c248e9169cfe,0&ie=UTF8&hq=&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9C%A8%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91&t=h&z=14&iwloc=A


場所は赤坂から徒歩５分くらい。アメリカ大使館の宿舎となっています。

開場30分前の様子。前売りにもかかわらず300mくらいの長蛇の列　人大杉 (‘A’)

一人一人　荷物チェックと身分証の提示をしないと中には入れないですから、時間はかかるよね

。

んで、さっそく中へ。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/Map+Compound_4.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_1993.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/R0017593.jpg


宿舎は斬新なデザインの建築物です。修繕とか大変そうだね。(‘A’)

メインストリートにフランクフルト・ピザ、ハンバーガーなどの屋台がずらりと並びます。

こんな感じでビール飲み放題　＠millers

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2207_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2026.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2032.jpg


販売する店員はみんなアメリカの方でございます。パワフルでえぇわぁ。(‘A’)

英語話せたらどんなに素敵なんだと実感するよね。

ポークの串焼き。600円だっけかな。こういうつまみ系は有料です。アメリカサイズで一番おい
しかったなぁ。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2034.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2035.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2040.jpg


お肉たっぷりのハンバーガー

鳥の丸焼き（１匹2000円）っと、出店している人たちは六本木でお店を出している所が出張して
いるみたいでした。（ショップカード見たらね）

こちらはタンドリーチキン。なかなかの味付けで美味しかった。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2030.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2028.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2121.jpg


試食も配ってて、それだけでも満足できちゃう感じ。

グリルの大きさもアメリカサイズ。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2124.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2105.jpg


とにかく　肉・肉。。、肉料理　が目立ちまして、ビール飲んで肉食ってというラッシュとコン

ボで太りました。(‘A’)！

ビール飲めない人向けには　コカコーラZEROとミネラルウォーターが用意。この肉料理過多の
中カロリーゼロはありがたいね。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2063.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2136.jpg


アメリカの国旗がそこら中に刺されてました。国旗には小さく　made in china と書かれていたの
は印象的でしたｗ

家族連れも多く、外国の子供たちも水遊び中

前回も来た時も催されていた　麻布消防署の人達の消化イベント。子供にとっても思い出になる

よね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2047.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2010.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2018.jpg


あのキャラクター（なんだっけこれ）達も参加してて　なかなか盛り上がっておりました。

BGMとしては生ライブが開催され、日米の名曲がカバーされてましたね。

あとは、ピエロさんが風船でワンコ作ってたりと、お父さんはビール飲めるし　子供たちはワイ

ワイ遊べるしで　とっても家族連れにやさしいイベントなのかもしれないですな。(‘A’)あんまし
広くないので迷子にはならないと思うしね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2088.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2087.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2080.jpg


んで、午後過ぎには海兵隊さん系のガチムチの人が登場してパレード。

三輪車で追尾している子供たち。金髪こそ欧米人だよね。

パレード終わったぴーぽーくんのようなキャラクターの生首が置かれてました。子供たちがトラ

ウマにならないか心配ですｗ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2182.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2190.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2223.jpg


このおじさん２年前にも見たような・・・(‘A’)　
ってな感じで、日米友好を感じた素敵なイベントでございました。

いくつか写真をどーぞ。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2169.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2195.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2056.jpg


http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_7544.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_7571.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2016.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2146.jpg


横浜でも毎年開催されるビールのイベント、オクトーバーフェスも飲み放題にしておつまみは有

料にすれば各国のビール楽しめるのにと思った今回のイベント　とにかく２年前よりも人が多く

てビックリしました。

来年あたりはチケットもすぐに完売しそうな感じはしますね。入場制限で土日開催とかになった

らいいのにとは思うところ、毎年夏に１度だけしか開催しないので是非来年は足を運んでみては

いかがでしょうか (‘A’)ノ　おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a92b9273e29b_5178/IMG_2157.jpg
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Google+(プラス)が新機能！ブログや記事に設置したプラス1ボタンから直接コメント
共有できる機能

Google plus からやっとこ　+1ボタンとの連動ができるようになりましたね。(‘A’)
先日書いた　+1の統計情報などウェブマスターツールに新機能が追加　の記事で+1 ボタンの状況
が確認できるようになった事もあり、そろそろ実装される頃だとは思っていましたのでうれしい

新機能追加でございます。

+1ボタンから直接コメント共有できる機能の詳細については下記からどーぞ

何ができるようになったんです？kwsk

最近はどこのサイトやブログでも見かけるようになった　+1　ボタン（設置していない人はこち
ら参照）ネットショップの各商品ページに設置されているのもチラホラとみかけるようになりま

したね。(‘A’)　すごい普及ペースだと感じます。
うちのサイトで言うと

サイドバー上段にあるこれとか

ここに表示されている　+1　と書かれたボタンだね。（押してなかったら押してね)
この+1にマウスカーソルを合わせると一般公開の設定で押した人がリストが表示されるんです
ね（これも実は最近実装）

http://www.susi-paku.com/paku1-1.html
http://www.susi-paku.com/pakugoogle1web.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728ada88a4ea_62F0/nodu001073.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728ada88a4ea_62F0/nodu001071.jpg


こんな感じで+1ボタンを誰が押してくれたのかリストを表示してくれます。
この+1ボタンですが、この前までは押したらカウントが増えるだけだったんですが、

暑さに負けない向日葵-高解像度の無料写真素材PAKUTASO
今度から、下記画像のように+1ボタンを押してから　そのままコメントをつけて投稿（ストリー
ムへポスト）することができるようになりました。

Google+で共有というコメント欄が追加されます。
これで、ブログ書いた後に+1ボタン側からストリームにポストできるのでサイトの品質的にもUP
しそうな感じだよね。

っという、かなり便利な機能が実装されるわけですが、現在の所この機能を利用するにはGoogle
のベータテスターの利用が必要となってます。（このベータテスターの申し込みをしないとこの

コメント欄は表示しませんので注意）

ベータテスターに登録して、新機能を使ってみる。

さっそくベータテスターに申込みをしてみましょう。（英語だけど簡単すぐ終わります）

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728ada88a4ea_62F0/nodu001074.jpg
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The Google+ Project
こちらのサイトへアクセスして、G+用のメールアドレスを入力します。

すると確認メールを送信しました。っと表示がされるので（G+にログインしていた場合表示され
ない）送付される確認メールを受信します。

メッセージと確認用URLが書かれているのでアクセスすると。

確認終了！晴れてベータテスターになれます。(‘A’)ノ
んで、さっそく+1ボタンの設置されているサイトにアクセスしましょう。
暑さに負けない向日葵-高解像度の無料写真素材PAKUTASO
プラスワンボタンを押してコメント欄にマウスのカーソルを合わせると

このように、タイトル・画像・詳細っとストリームできる状態で表示されます。

ちなみにここに表示されるタイトルや詳細がうまく表示されない場合、サイト制作側が構築する

必要があります。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728ada88a4ea_62F0/nodu001062.jpg
http://www.google.com/+/learnmore/platform-preview/
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Google+1ボタンからGoogle+に直接『共有』される際のタイトルとサムネイル、説明文を指定す
る方法 | Over the Vertex of Technology by 朝山貴生
こちらを参考に設置してみてくださいな。わかりやすいです。(‘A’)

コメント欄にこの+1に対して　自分なりのコメントを入力してみます。

もちろん、公開範囲も自分で指定できるのでいい感じ。

この公開設定ができるおかげで、公開を自分だけにした場合　自分だけのお気に入り記事として

保管もできそうだね。(‘A’)

susi paku - Google+ - 元気向日葵。('A')ノ
G+のストリームをチェックすると　このように表示されるわけです。

http://takao.asaya.ma/article_2441.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728ada88a4ea_62F0/nodu001069.jpg
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http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728ada88a4ea_62F0/nodu001058.jpg
https://plus.google.com/105120497190931676514/posts/Msx2cxzP85a


また、ポストした記事のヘッダー部分に　サイト上から+1した表記が追加されているのも特徴で
すね。

ちなみに、このポストした記事にも+1ボタンがついているので　押しても記事自体にカウントは
されるも、サイトはカウントされません。（この記事を紹介してくれてありがとうみたいな評価

なのかね）個人的にはサイトと連動するボタンも欲しいところですね。(‘A’)コメントの一覧、返
信もできたらうれしい限りではあります。

っという感じで、Google ＋上から直接記事の共有を行える機能が追加されたので是非使ってみて
はいかがでしょうか！(‘A’)この記事も共有にてストリームへ表示させる予定です。
最後に既にGoogle+のアカウントを持っている人は気軽にsusi paku - Google+までフォローくだ
さい。また、アカウントを持っていない人は引き続き、Googleプラスへ招待しますんで
、Twitter　もしくは、susi-paku web -お問い合わせフォーム-　まで連絡ください。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728ada88a4ea_62F0/nodu001075.jpg
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作業用音源や誰かが聴いた曲をUSEN感覚で聴ける君のラジオを使ってみました。

ヘッドフォンを装着して仕事に集中する時は自分のお気に入り作業音をかけながら没頭するわけ

ですが、『たまには違う曲も聴きたいからいい曲ないかなー』っとニコニコ動画なんてアクセス

してしまったらいつの間にか部屋の掃除をしているときに漫画読み始める子みたいな状態になり

がちです。

君のラジオでは他の人が聴いた曲をシェアしてプレイリストに追加してくれるので、喫茶店でか

かるBGMのような感覚で楽しめます。
ラジオというよりもUSENっぽい君のラジオの詳細は下記からどーぞ
君のラジオ

好きなアーティストを検索して追加するだけ

先々月くらいにブログでも紹介した　youtube 上の好きな楽曲をプレイリストに入れて再生でき
るvupasが便利　っと同じようなサービスなんですが、利用している時に『もっと面白いサービス
あるよ』っとの紹介で使ってみたのが君のラジオでございます。

公式の使い方ビデオはこんな感じ

自分が聴きたい曲を検索してプレイリストに挿入できるほか、特徴的なのは他の人の聴いた曲が

タイムライン上で永遠と流れていき、その曲をプレイリストとして登録できるという点ですね。

現在誰かが聞いている曲を次々と入れる事ができるのでまるでUSEN聴いている感じになります
。いつも同じ曲ばかり聴いている人にとっては気晴らしにもなりますね。

http://kimi.la/home
http://www.susi-paku.com/pakuyoutube-vupas.html
http://www.youtube.com/watch?v=yqu9rZH4oIA&feature=player_embedded


早速、君のラジオを使ってみますよ。

君のラジオでは　twitter　もしくは　facebook　のアカウントを利用してログインすることができ
ます。

もちろん、アカウントを持っていなくてもプレイリストへの追加や、曲の検索もできますがログ

の保管などができないのでアカウント作った方がいいかも。

アカウントでログインすると再生したプレイリストが表示される感じ。

http://kimi.la/user/susipaku
前に聴いた曲を繰り返し聴きたい時とか、便利だよね。

他の人のタイムラインを取り込み再生するのもいいけれど、とりあえず自分のお気に入りの曲を

検索していきます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f434fee9e463_6D76/nodu001047.jpg
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evanescence とか

greenday とかを検索でかけるとアーティストまたは曲名がリストアップされまするので、その場
で聴きたい場合は　Play　ボタン。左のプレイリストに入れる場合は　Queue　ボタンを押すと
再生されていきます。

基本的にYOUTUBEの動画ファイルでマッチした動画をリストアップして再生し管理するサービ
スだから、操作はいたってシンプルだよね。(‘A’)

あとは自分のタイムライン以外の Pubic Timeline を表示させると他のユーザーが再生した情報が

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f434fee9e463_6D76/nodu001048.jpg
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閲覧できるので片っ端からリストに挿入すると　まさにラジオってな状態で聴けるわけです。

他の機能としては　facebook　でログインすると shout 昨日で連携することができるそうです。

個人的には再生したリストの履歴が削除できない点とお気に入りの曲だけを管理できる機能がつ

いたらいいなーっとは思うところかな。（★とかでね）

まぁとにかく、垂れ流しで新しい曲との出会いなんかはある感じ。フォローしている人のプレイ

リストなんかも見れるのでお互い好きな曲を聴きあうというのもいいかもしれないね。

っというわけで、是非お気に入りの曲をリスト入りして聴かせてくださいな。(‘A’)おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f434fee9e463_6D76/nodu001057.jpg


気になるあの人が持っている本や欲しがっている本を確認してコメント・管理がで
きる liblar を使ってみました

先日、招待制のみで公開されました　自分が持っている本を管理することはもちろん、欲しい

と思っている本をライブラリとして管理できるサービス liblar を使ってみましたよ。
それなんてbyflow と言われそうなサービスですが、書籍（本）限定でtwitter や facebook　のアカ
ウントを持った友人の本が閲覧できるため、『あの人こんな書籍持っているのね』的に確認する

ことができそうです。

本の共有サービス liblar　の詳細は下記からどーぞ。
liblar -本を友達と共有、すばらしい本に出会うためのサービス

とりあえず、どんなサービスなの？

ブクログとbyflowを足して2で割ったようなサービスでございます。

liblar -ユーザー – susipaku
まずは、susi-paku さんの書籍リスト画面を見てください。
こんな感じで、欲しがってる本（ウィッシュリスト）と持ってる本（ライブラリ）っていうのが

http://www.susi-paku.com/pakubyflow.html
http://liblar.com/
http://booklog.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cd88a39a4a00_111D4/pasiks001107.jpg
http://liblar.com/user/1618


一覧で表示されます。

byflow でも同じように欲しい物リストを作ることはできるけど、家電とか生活雑貨まで含まれて
しまうから　その点liblarは本限定なので明確で分かりやすいかなとは思う。
あとは、現在のところ twitter と facebook　アカウント限定で利用できまして（そのうちG+もお願
いしたいね）フォローしている友人を招待したり、既に利用しているユーザーのリストを閲覧で

きたりするわけです。

自分はFBのアカウントが抹消されているので、twitter アカウントでログインすると　フォローし
ているユーザーが一覧で表示され招待することができますね。

招待してほしい人いましたら連絡頂ければ招待します。(‘A’)ノ
というわけで前置きが長くなりましたがとりあえず使ってみます。

招待されてから利用開始まで

完全招待制なので、この度wanderer_keikoさんに招待されまして利用してみます。

ステップを踏んで利用を覚える感じだね。利用するアカウントを選択するのだけれども、ここで

選択したアカウントの友人がリストとして表示されるわけだね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cd88a39a4a00_111D4/pasiks001108_1.jpg
http://twitter.com/#!/wanderer_keiko
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cd88a39a4a00_111D4/pasiks001080.jpg


twitter アカウントそのままログインできるけれど、メールアドレスとパスワードでもログインす
ることができます。

ここでは、その設定を入力するステップとなっているね。

これで登録完了。他のアカウントも利用するのか聞かれるけれどスキップ。

欲しい本（ウィッシュリスト）を追加してみる

liblarでは基本的に欲しい本・持ってる本　この2つのみシンプルに構成されています。
まず、欲しい本（ウィッシュリスト）の追加方法ですが、検索して探す方法と人が持っている本

を追加する方法があります。まずは検索して探す方法

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cd88a39a4a00_111D4/pasiks001081.jpg
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蜷川さんのニナデジが欲しい！

んで、ウィッシュリストに追加！非公開もできるので、自分だけのウィッシュリストなんかも作

れそうだね。

フォローしている友人の本もリストで一覧表示されるので、気になったらウィッシュリストに追

加する事も可能です。(‘A’)

持っている本（ライブラリ）を追加してみる。

持っている本は自分が所持している本を自慢するリストです。ｗ　特定のジャンルに強い人のラ

イブラリとか見ると参考になる書籍を所有していたりするので参考になります。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cd88a39a4a00_111D4/pasiks001089.jpg
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というわけで、自分も先日ブックオフで一気に買ってしまった、進撃の巨人と

GIGAZINE初の書籍を追加してみます。これも非公開にできるので、人に見せれないムフフな書
籍も管理できるわけです。

liblar上での評価も確認できます。
進撃の巨人の評価はliblar上ではっというのが確認できます。これはリストに登録した人全てのコ
メントが表示されるので使いやすいかもですね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cd88a39a4a00_111D4/pasiks001092.jpg
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持っている人もリストアップされるので趣味が合う人をフォローすることもできるね。

自己紹介するところもあるしね。

liblar　使ってみてまとめ。

byflowでは登録した商品から人と繋がる感じだったけれど、liblarではフォローしている友人から
商品（本）を見出す感じ。

まったく知らない人の本を見るよりも、身近な友人が持っている本を確認するというのはなかな

かのアイディアだと思う。本（書籍）限定だしね。

あとは、byflow の時にも言ったように 登録者個人の　amazon　アフィリエイトを登録できる項
目とか NAVERまとめのようなアフィ方式みたいに　積極的に自分の書籍（ウィッシュリスト）
を登録できるような魅力が欲しい所（多分無理だろうけど）

個人的には自分の登録作業よりも他の人が持っている本（書籍）を見るのが面白かった感じです

。利用してみてはいかがでしょうか?(‘A’)ノおしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cd88a39a4a00_111D4/pasiks001113.jpg
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【どうしてこうなった？】侵略戦争で終了のまんべくん、人気絶頂の炎上期から近況
まで思った事をまとめてみた。

Y!トップやテレビでもニュースに取り上げられるなど、侵略戦争発言で終了しましたまんべくん
。未だに運営してた株式会社エム社長さんによる燃料投下で騒がれてはいますが、ようやく沈静

化してきたので記事にしてみましたよ。(‘A’)
うちのブログでも一度、この海鮮野郎！長万部のご当地ゆるキャラことまんべくんの活動が斜め

上いってたのでまとめてみた。っというタイトルの記事を書きまして、その個性的なキャラとPR
方法で面白いなーっと関心しながらフォローしていたわけですが、人気が出始めてから突然長万

部とはかけ離れた発言が多くなり終焉となりましたね。

そんなまんべくんの事について思った事など書いてみた詳細は下記からどーぞ。

長万部のゆるキャラことまんべくんが人気出始めたころ

全国に存在するご当地ゆるキャラの中で異色な個性で人気が出ました　まんべくん

特に2ｃｈまとめ系に書かれてから一気に知名度があがりましたね。(‘A’)　まぁ自分も知ったのが
その前後だったんですが。

まんべくんを語るには、この炎上騒ぎが一番有名だったんじゃないかなと思う訳です。なかなか

良いキャラだったよね　このころは。

個人的には、自虐ネタを兼ねて長万部を紹介するスタイルに好感が持てて　こういうマーケティ

ングは素晴らしいと感じてはいたのです、特に地方自治体の事業で町おこしを兼ねているわけだ

しね。

http://www.susi-paku.com/pakumanbe-kun.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9ee7233c20b6_94BB/nodu000470_2.jpg


確かに、どこにあるかわからない人多いわ。っと長万部をPRしながら論破した発言は結構好きで
した。

連載（67）人気沸騰「まんべくん」の仕掛け人／佐藤健次郎さん | 特集 | northstyle [ノーススタ
イル]
仕掛け人が北海道新聞とかに掲載されていて、若い人だし今後が楽しみだわっと感心していまし

たねー。

知名度があがりはじめると発言が？と感じるようになる

個人的な趣味なのかわからないけども、月曜日のジャンプのブリーチネタが始まり。遊戯王カー

ドのネタを永遠と垂れ流され初めてくるわけです。ギューとか、おめまんべー、おはまんべーの

嵐はファンサービスとして許容の範囲ではあるけれど、まんべくんツィート一色になってからリ

スト外した感じでしたね。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9ee7233c20b6_94BB/nodu000466_2.jpg
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この頃になると、長万部をPRするというよりも　いかに人気を出せるかそして支持者を獲得でき
るかという違った方面に進んでしまったように感じてくるわけです。

きっと、今迄支持されたり自分が作りあげた物がヒットしたりする経験や実績がなかったんだろ

うなと思う典型な気がします。

末期では、侵略戦争発言の際に言った『戦争の議題を出してみんなで議論出来たらいいと思

った』っという見解、長万部をPRすることが全くなかったわけで、ただの人気取りと偏った考え
方により炎上したんだよね。多少なり『長万部は町制施行、長万部町 として大戦中に出来た町名
なんだ』（wikiより。）とか少しでも長万部の歴史や話題を出したりは出来なかったのだろうかと
思う訳です。

まぁ、侵略戦争発言問題以前にも、問題な発言は多くあるわけです。

Togetter - 「まんべくん(@manbe_kun) vs 小野寺北海道議(@onoderamasaru)」
人気が出る前にちょっと話題になった　まんべくん（長万部）が北海道議員に対するパーティ券

の指摘の話。

個人的にはこういう話は好きなんで、北海道同志面白いなーっとは思ってみてたけど、議論が深

まると個人アカウントで発言するレベルであり、まんべくんが公式でツィートする事では無い気

がするギリギリな内容となっております。

北海道のゆるキャラまんべくんが「エコハちゃんはパクリ」と断言 – ロケットニュース24（β）

あとはパクリ発言だね。元のキャラクターは例の黄色いやつとは異なるけれどぬいぐるみになっ

たら似ちゃった的なエコハちゃんに対してパクリっと発言。
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http://www.amazon.co.jp/まんべくん-まんべくんと契約して長万部町民になってよTシ
ャツ/dp/B0058LTRZ0
こんなT-シャツ売っているやつに言われたくないだろうなと思う訳です。(‘A’)

川越シェフのことどう思ってる？　Twitter
川越シェフの事を聞かれてイラッとする発言も問題だよね。誰からも愛されるキャラなのに、個

人に対してバッシングとかどうかと思う訳です。少しでも長万部をPRしたいのなら『長万部をプ
ロデュースしてほしい』とか発言できなかったのかと思うのよね。自ら敵作ってどうするんだよ

って感じ。(‘A’) んで、この後誰かが『長万部なんてプロデュースしねーよ。食材が帆立くらいし
かないだろ』みたいな発言には切れてほしいのです。

侵略戦争発言で終焉　そして現在

運営会社のエム社に対して　まんべくんの利用禁止となりましてまんべくん終了となりそうです

。（今後どっかの事業者引き継ぐかもしれないからね）

んで、売り続けられる amazon　でのまんべくんグッズですが

まんべくん ポストカード 5枚セット 夜Ver.
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まんべくん バッチ 3個Aセット
在庫限りで終了との事です。（在庫分のみ許可してもらったそうです。）

何だか町も厳しいのか厳しくないのかよくわかりませんね。(‘A’)
ちなみに、このまんべくんグッズなんだけども、へんてこな物ばかり売られているので町公認

で作っているのかと思ったら、運営会社が町に許可なく制作してて売り上げの3％を納付するだけ
でいいみたい。

営利目的はもちろん会社存続の為必要ではあるけれど、公的なキャラなんだからチェックくらい

はしてほしいよね。(‘A’) (もししていても、業者丸投げの体制も今後改善しないといけないだろ
うね）

あとは、侵略戦争で発言自体に注視されそうだけども、クレームを晒す様（町に届いたクレーム

とエム社に届いたクレーム）はWEB制作会社として終了なんじゃないかと感じるわけです。なぜ
、民間企業が町に届くメールを読むことができるのか、その行為ができたとしてもそれは非常に

問題がある事だと感じるんですね。話題にならないけども・・・(‘A’)
っとまぁ、まんべくん発言のお詫びが各まんべくん関連サイトで掲示され　各種イベントも中止

。

まんべくんのブログ

まんべくん公式サイトお詫び

長万部観光協会BLOG
長万部町役場 - 道南の交通拠点
manbejp さんのチャンネル – YouTube
まんべ君ツイッター

MANBE SMILE PROJECT
まんべくんの発言についてのお詫び｜株式会社エム

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004LW2056/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9ee7233c20b6_94BB/nodu001022.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9ee7233c20b6_94BB/nodu001021.jpg
http://ameblo.jp/manbe-kun/
http://manbe.jp/
http://www.osyamanbe-kankou.jp/blog/index.cgi?no=359
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今回の侵略戦争発言関連サイト

痛いニュース(ﾉ∀`) : まんべくん、ツイッター中止＆運営会社の使用許諾権禁止に – ライブドアブ
ログ

闇鍋ニュース : ★まんべくんツイッター終了「ネトウヨ釣れたよーッ！」「日本の侵略でアジア被
害者２千万人」「クレームは晒す」

過激な毒舌に定評、まんべくん死去　８歳

っとまぁ、まんべくんの中の人は絶賛燃料投下中で逃げずに何かしようと模索しているみたいで

すが、秒刊と組んで何か炎上マーケティング的な会社を立ち上げてほしいところではありますな

。(‘A’)

長万部町役場 - 長万部町イメージキャラクター
ちなみに長万部にはまんべくん（準入選）以外にもホタテガニ（入選）というキャラクターがい

るので、是非次期公式キャラクターとして頑張っていただきたいですな。

注目を違った形であびてしまった長万部、地名だけはみんなの認識してもらえたのではないでし

ょうかね。(‘A’)おしまい
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Google マップに天気予報が追加！世界の天気や雲の流れも確認できる新機能を使って
みた。

最近、素材撮影で出かける事が多くなりまして、バイク移動の為　特に天気予報の情報には注視

して行動するようになっております。雲の流れとか台風情報なんかは敏感に反応するので時には

ライブカメラで現地の状態を確認なんてこともザラでございます。

さて、そんな天気予報がGoogleマップ上でも確認できるようになりました。(‘A’)
雲の流れまでもが変化する 天気予報の詳細は下記からどーぞ

地理だけでなく天気まで知ることができるGoogleマップ

先日リリースされたGoogleマップお天気予報機能ですが、TechCrunchさんの情報では
Google Mapsに世界中の天気情報が表示されるようになった
との事で、４日分の天気を世界中の都市単位で確認することができるようになったとの事です。

Google マップ - 地図検索
遠方の人と今晴れているとか雨降っているとか、そんな会話はほとんどしないので、『別にこの

機能を使うならもっと詳細に地域単位の天気予報が確認できるYahoo!天気情報　を使うわ！』っ
と思う人多いかと思うんですが、それはそれで間違っていなく　むしろその方が的確に天気を確

認シェアできると思うのですが、

どこかへ旅行や出張をする時（海外含む）、地図を見ながら作業をする場合にちょっと天気を確

認してみよう的な利用ができると思われます。
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東京・神奈川方面の天気を拡大してみると。主要な都市のみの天気しか表示されていない感じ。

（今後もっと詳細な情報が閲覧できるといいね）

横浜県をクリックしてみると、現在の摂氏℃と４日分の天気が表示されるようになってます。

10 Day Weather Forecast for Yokohama - weather.com
ちなみに10日間という項目をクリックすると weather サイトに飛ばされ華氏度表記された10日分
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の天気が表示されるようになってます。

マップの拡大表示を200kmに設定すると雲の流れを確認することができます。
※　この雲の流れ航空写真の雲と同じで動いていないと思ったら動いてました。(‘A’)

8月20日の雲の流れね。

８月21日の雲の流れ
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これがYAHOO天気情報の雲のながれ。ほとんど一緒だね。(‘A’)

っとまぁ、世界の雲の流れと天気が確認できるわけなんね。世界の台風とか探してしまうよね。

天気情報と一緒にウェブカメラ（ただし日中に限る）を使えば現地がどのような状態なのか確認

するのに便利。
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静岡の状態。曇って富士山見えるどころじゃないね。

浅草の状態は路面が雨に濡れて小雨が降っている感じだね。

っとまぁ、そんな感じでGoogle マップを頻繁に利用している人や世界の天気や雲の流れ現地の情
報を確認したい人はぜひ活用してみてはいかがでしょうかー。(‘A’)おしまい。
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Google Plus(プラス) 返信や文字装飾・PMにサークル分けなど知ってて役立つ機能を
まとめてみた

絶賛活用中のGoogleプラスも約1ヶ月が経過しまして、様々な活用法やエクステンションがリリ
ースされ　ユーザー数も増え続けております。(‘A’)
うちのブログでも何度か紹介したGoogle+関連記事を読んで頂き招待のお問い合せをしてくださ
ったユーザーさんから、

『文字を装飾するには？』　『ユーザーに返信するには？』　『ぱくさんのサークル分けの方

法は？』　色々ご質問を受ける機会がありまして、この度まとめてみましたので是非ご一読頂け

れば幸いです。

Google plus 知ってて役立つ機能については下記からどーぞ

太文字・斜体・打消し文字の装飾について

ストリーム上で記事を書いたりコメントをする際、文字に装飾を行う事ができます。

Google+ Tips, Tricks, and More | Apartment Therapy Unplggd
どうやって使用するかというと。
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*文字を太文字にしてみます。*
_文字を斜めにしてみます。_
-文字を打ち消してみます。susi-paku-
太文字にする場合は　*　で囲み
文字を斜めにする場合は　_で囲み
打消しする場合は、必ず半角文字を入れて　-　で囲みます。

そうして保存を行うと、ストリームの文字が装飾されるわけです。簡単だね。

自分のストリームにコメントしてくれた人宛てに返信する機能

susi paku - Google+ - ワロタ。 ('A')
例えばこんなストリームがありまして、山田さん　がコメントしてくれてます。他にもコメント

してくれている人がいるのですが、ここでは山田さん宛てに返事をかいてみたいと思います。

まず、コメント欄に　@ を打ちこみそのあとにユーザー名を入力するとリストが表示されます。
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リストの中からコメントしたい人を選んで選択すると上記のように表示されます。

その名前の後にコメントを書くことで、特定の人宛てに書いた内容だと理解できます。

ちなみによく聞かれるのでかなり注意してほしいのですが、ストリームで特定の相手に返信した

からといってその特定の人物しか読めないわけではありません。

susi paku - Google+ - ワロタ。 ('A')
ここをログアウトした状態で見ていただくとわかるとおり、一般公開のストリーム（もちろんサ

ークル単位）な為、返信は誰でも読めちゃうんです！(‘A’)　これ気を付けて返信しないといけま
せん。

それなら特定の人物とやりとりしたい場合はどうすればいいのか？下記で紹介。

Google + 特定の人物とやり取りしたい場合はどうすればいいの
？

やり取りとしては2つありまして、メッセージの送信方法と限定公開のプライベートメッセージで
すね。まずはプライベートメッセージの方から説明したいと思います。

普通にストリームを開きます。
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ここに連絡を取りたい人の名前を入力します。コメントで行ったようにリストがひょうじされる

のでクリック。

すると、青色で名前が表示されます。あとはほかの条件（ここでは一般公開）を削除

これで、特定の人とのみ連絡がとりあうツーショットチャットが完成です。(‘A’)

投稿後、限定公開と表示され共有しているユーザーを確認することができますね。

こんな感じでやり取りができるわけです。山田さん協力ありがとうございます。

ストリームではなく個別にメールを送信したい場合。
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Google+の基本情報の項目に写真の下側に表示されるメールを送信という機能を使います。
これを利用することにより、Google+経由でメッセージを送信することができるのです便利だね
。

実際のメールアドレスが表示されることはないのも安心です。

ここのメール送信機能を利用するには、プロフィールの権限から設定を行う必要があります。

基本すべてのユーザーをすることにより誰からもメールを頂けるので、気にならない人はこれが

いいかもしれないですな。(‘A’)

susi-paku 仕様のサークル分けについて

Google プラスをはじめたら　まず最初に設定しなくてはならなく、実は後々増えてきたら地味に
大変な作業になるサークルの設定について、　『susi-pakuさんはどのように管理してますか？』
っと聞かれることが多いのでご紹介します。

まず、設定する前にサークルって大サークルがあってその中に子サークルが入っているようなフ
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ォルダ管理的な事ができないので、作れば作っただけフォルダができてしまうわけなんですね。

（今後改善されるかもね）

踏まえて、色々な人が自分が作ったサークルを公開していて参考にさせてもらいましたが、例え

ば都道府県別サークルとか、業務別サークルとかね。

サークルが増える＝サークルに登録・調整するのがめんどくさくなる ので、Google+上で知り合
った人をどのサークルに属させようか、、本当に悩むのよね。ストリームがネガティブやエロ関

係のみの人もいるし・・・(‘A’)
んで、最近はサークル数3000とか4000とか　『絶対に自分のストリーム読まないだろ・・・』
　ってな人がフォローしてくるのが非常に多くなってましてリフォローしようも迷うわけです。

読みたいストリームが埋もれちゃうしね。

表示させるとこんな感じ。

リアル関係は、その名の通り　リアルで付き合いある人。

ROM専は自分がストリームを読みたい人のサークル。
招待した人は、自分が招待した人をまとめたサークル。初心者さんが多いのでフォローするため

のサークル。

★★★＝自分と親交があったりコメしてくれたりする人ストリームも良く見る

★★＝あまり接点はなく、基本的にあちら側からフォローしてきた人で面白そうな人

★＝コピペやつぶやき、多くストリームはほとんど見ない人

☆＝なんで自分をサークルに入れているのかわからない人

っという感じで　最近★★★★を創設しようか迷っているけれどこんな感じで管理しています。

あとは昇格や降格すればその人物がどのような人物なのか確認できるってところです。参考にな

れば幸いでございます。

その他便利なGoogle + のアプリなど。
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・Chrome ユーザーなら絶対に読んでおきたい
Google+ をもっと便利に利用するためのChrome拡張機能２０個＋αまとめ*二十歳街道まっしぐら
・自分がコメントした投稿を表示

https://plus.google.com/notifications/otherposts
・自分をサークルに入れてて自分は入れてないユーザーの投稿を表示

https://plus.google.com/stream/incoming
・自分をサークルにいれているユーザーの一覧を表示

https://plus.google.com/notifications/circle 
・知っておくと便利だね。

ベストのGoogleプラスチュートリアル | GOOGLE PLUSのヒント & トリック
・初心者にとっては読んでおくといいね。

Google+とは？ – Google+でできること | Over the Vertex of Technology by 朝山貴生
・らくがきちょうさんのGoogle+関連記事ですね。便利な情報多数
google + « 検索結果: « らくがきちょう
・過去記事

Google+(プラス)実名登録は必須なの？アカウント削除されるの？などの対策や気になる事をまと
めてみた:susi-paku web
Google+(プラス)便利なツール・招待や仕様など使ってみた感想や思った事を書いてみま
した:susi-paku web
Google版のいいねボタン『+1』をWEBサイトに設置して、プロフィールで表示してみた:susi-
paku web
 
っというわけで、Googleプラスをもう一歩使いこなして楽しいSNSライフを過ごしまていきまし
ょう。(‘A’)おしまい。
最後に引き続き、うちのブログ見てて　Googleプラス　やりたい人は遠慮なく招待しますんで
、Twitter　もしくは、susi-paku web -お問い合わせフォーム-　まで連絡ください。
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https://plus.google.com/stream/incoming
https://plus.google.com/notifications/circle
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デザイン一新！ネットショップの構築・運用 CS-CARTが2.2.1アップデートで更なる
高みへ！

先日にうちのブログでも紹介しました、CS-CART2.2.1の大幅アップデートが公開されましたね。
管理者メニューのインターフェイスが一新され、前回までの2.1系からヘルプやアイコンなどが洗
礼された感じ。これからCS-CARTを利用しようもしくはどこか良いネットショップ運用ソフトは
ないかと探している人にとってはオススメでございます。

そんな、CS-CART2.2の詳細については下記からどーぞ。

CS-CART今回の大幅アップデートについて

さて8/16に公開されました　CS-CART2.2.1

CS-Cart日本語版 v2.2.1-jp-1 リリースしました！ | CS-Cart.jp開発者ブログ
前回のバージョンから0.1アップしただけですが、結構いろいろな項目が変更されています。
また、今回の2.2系からアップデートの方法も変更になっており、古いバージョンから2.2系にする
場合は下記のように

アップデート | CS-Cart日本語版 – オンラインマニュアル
CS-Cart v2.2.1-jp-1 へのアップデートは、いつもと違って「事前準備ファイル」をサーバーにア
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ップロードする必要があります。 詳しくはオンラインマニュアルをご参照ください。
っとの事です。個人的には今回の2.2系は新規インストールを行い、旧データはバックアップを取
ってインポートさせる方が不具合等の心配なく運用できそうな感じがします。(‘A’)

CS-Cart日本語版 - オンラインデモ
とにかく、2.2系では管理者ページのデザインが大幅に変更されているので、まずは公式のデモサ
イトで色々いじってみるのも手ですね。

CS-CART2.2系を導入してみる。

さっそく公式ページからCS-CART2.2.1をダウンロードを行い新規にてインストールを行ってみ
ます。

自分の場合、CS-CARTのバージョンごとにURL指定して検証しているのですが　先日　木村なを
さんから教えてもらった Subversionっていうバージョン管理システムを使って構築するといつで
も前のバージョンへ戻すことが可能との事です。(‘A’)　サーバーサイドで動作するのね。
WEBプログラム・システムの管理方法について相談があります。 Mo.. - 人力検索はてな
っとのことで、CS-CARTだけではなくこういったシステム系全般、movabletype も利用できると
の事で実用性はありそうです。運用している人はぜひ導入検討してみてください。
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インストール画面については、旧バージョンと同じ進行ですね。これといった変更箇所はないの

でスムーズにインストールが可能です。

管理者用ログインページはスタイリッシュになりましたね。以前は表示されていた管理者用ロゴ

が削除されました。

代わりに会社概要の名前を変更すると名称を変える事ができます。
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前回のように画像を作成しなくて済む分楽になった気がしますね。

管理者ページのデザインについて

前回から大幅に変更されている管理者ページ。2.2系から使い始める人にとってはヘルプが充実し
ていたりと使いやすいと思うのですが、旧バージョンから利用していた人にとっては多少慣れな

いと感覚的に操作することができなそうです。

メニューがプルダウン形式になり、項目ごとに簡単な説明文が表示されるようになりました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9bdc5fbbf85f_561A/nodu001006.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9bdc5fbbf85f_561A/pasiks001028.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9bdc5fbbf85f_561A/pasiks001029.jpg


注文・管理関係のメニューはこんな感じ。
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基本設定やシステム管理系のメニューはこんな感じ。

ショップ店長が利用する項目とシステム管理の担当者が利用する項目は限定されるわけで、今回

からは項目が分離してくれるおかげでショップ店長側が変なところ（システム側）いじられたり

するリスクは減りそうですな。(‘A’)

ちなみに旧バージョンの管理メニューはこんな感じ。どこまでがショップ店長の項目かわから

なかったですね。

今回から変更になった箇所など。

管理者メニューからショップを表示するボタン。

この表記がなくなり。

左上のショップネームの隣に表示されているアイコンに変更となってます。（探した・・・）

あとは商品一覧で画像や変更できる箇所が増えましたね。
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次に商品ページや概要などに記載する際に利用する　WYSWYGが変更となってます。

Demo | CKEditor

TinyMCE - Full featured example

どちらかを選択することが可能となってます。

けども、利用できるツールボックスが減っていて、tableなどはソースから記述しないと利用でき
ない感じ

旧バージョンは、テーブル以外にもいろいろな項目が利用可能だっただけに残念。

他には、画像表示も３タイプと選べる変更箇所ですね。
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ショップに合ったライブラリを使用することが可能となってます。

CS-Cart管理アプリTwigmo Mobile Admin1.0リリース | CS-Cart.jp開発者ブログ
ipad や iphone から管理できるTwigmoのアドオン。Android 版が欲しいところですな。(‘A’)
っとまぁ、CS-CART2.2.1の大幅に変更している箇所などを書き出してみました。jQueryのバージ
ョンが1.5.2になって関連した表示系のアドオンが増えそうですね。また、９月から続々と新アド
オンがリリースされるようなので要チェックですね。(‘A’)ノおしまい。
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食物繊維たっぷり？ウィルキンソンからジンジャーが効いたドライコーラ辛口が発売
されたので試飲レビュー

前回の生茶スパークリングレビューにつづいて、WILKINSONから新発売のドライコーラ辛口に挑
戦してみましたよ。(‘A’)
前作（飲んでない）のジンジャーエール辛口では賛否両論だったんですね、GIGAZINEのように絶
賛する声もあれば、罰ゲームのような飲み物！日本人向けじゃない！っとかちらほら耳にしてお

りまして、今回は飲んでみようとレビューとあいなりました。

ウィルキンソン　ドライコーラ辛口の試飲レビューは下記からどーぞ

新感覚の大人向けコーラだそうですよ。

伝統と信頼のブランドから『ウィルキンソン ドライコーラ』発売｜ニュースリリース 2011年｜会
社情報｜アサヒ飲料

磨き抜かれた水と強めの炭酸でつくられるコーラにジンジャーの辛味の効いた力強く爽快な味わ

いが特長です。お飲みいただく時間に縛られず、いつでも大人の時間を楽しんでいただけるよう

カロリーゼロに設計しており、直接お飲みいただくにも、お酒の割り材としてご使用していただ

くにも適した新感覚の大人向けコーラです。

公式サイトにはこのように書かれておりまして、要約すると　炭酸強くてジンジャーも入ってい

るけれどカロリーゼロなコーラ　だそうです。
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それにしてもブランド生誕108年とか、そんなに老舗だったんだね。

炭酸とジンジャーが刺激的な「ウィルキンソン ドライコーラ」登場 – GIGAZINE
先にGIGAZINEがペプシ・コカコーラと飲み比べをしていたので、レビュー見てみると淡々と面白
味もない内容で唖然・・(‘A’) いつも　どのように比喩してくれるのか楽しみで読んでいる為（記
者変わった？）きっとレビューしにくい飲み物なんだと理解して飲んでみます。

ってなわけで、コンビニやスーパーなどに買い走りに行ったんですが　売ってない！(‘A’)
ローソン・セブン・ファミマーの３大コンビニへ行けば売っているだろうと思っていたら、売っ

ていなくてミニストップでようやく発見しました。結構な売れ行きみたいなので、飲んでみたい

人は見かけたらゲットしましょう。(‘A’)

食物繊維がたっぷり？なコーラ
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さて、さっそく原材料を確認してみますと、もっとも多い比率が含まれているのが食物繊維とな

っておりました。

食物繊維（難消化性デキストリン）とは

難消化性デキストリンを知る!/ 澱粉の総合メーカー｜松谷化学工業株式会社
なるほど、乾燥とうもろこしやイモが使われている食物繊維なのね。ジンジャーは使われてない

のか・・・

特定保健食品とかに使われているとの事だから、きっと甘いだけのコーラではなく健康にもい

いコーラ！として作ったのかもしれないね。

カロリーは0kcalと女性もメタボも安心して飲めるね。
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表面のPR部分はこんな感じ。やっぱりジンジャーを全面にうたっていますね！会社的に前作が好
評だっただけに改良した製品なのかもしれないね。

ついでに、隣に販売されてた炭酸水も買ってみた。ウィルキンソン　タンサン　

水と二酸化炭素のみで当然カロリーはゼロ。市販されている炭酸水よりも泡が細かい（？）か

らか、それとも使われている水が極上だからか、お酒の割物として飲むよりも　そのままで十分

飲みやすい炭酸水でしたよ。(‘A’)これを期待してドライコーラを飲むわけです。
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他社製のコーラと変わらない色味と香り。

飲んだ感想として、一口目『まろやかなコーラだなぁっ』程度で特に変わった感じはしなかった

のだけれども、その後にジンジャー独特の強い酸味（刺激）が鼻から炭酸と一緒に抜けてき

て『あぁ、辛口という表現はこういう事ね』っと理解できるコーラとなってます。

他社のコカコーラを甘口としたら、確かに辛口という表現で間違いないコーラとなっており、お

酒で割るのをお勧めしているけれど、これはこれで完結している味だと個人的には思う大人のテ

イストです。

ちなみに、自分だけかもしれないけれどグビグビ飲むと　鼻から抜けるジンジャーが強烈で必ず

咽ますｗ (‘A’) これ一気した猛者を見てみたいね。あとメントス入れたらどうなるのか見てみた
いね。

そんな、ウィルキンソンのドライコーラレビューでございました。ぜひ、夜の晩酌用に買ってみ

てはいかがでしょうか。(‘A’)ノおしまい。
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バイクで撮影旅行！虹の郷・シャボテン公園・大室山へ写真素材を撮りに観光地に行
ってきました。その2

本日から絶賛業務開始で夏休み終了のお知らせなsusi-pakuです。(‘A’) まんべくんは永遠の夏休み
に突入したみたいですな。

さて、先日行ってきた撮影旅行その2！虹の郷・シャボテン公園などの伊豆編を書いてみました
。前回のつづき で箱根方面から修善寺に向かっております。
そんな、撮影旅行その2の詳細については下記からどーぞ

家族旅行におすすめ虹の郷

箱根・沼津方面から南下（修善寺方面）し伊豆方面に向かうと見えて来る虹の郷へ行ってみま

した。

大きな地図で見る

伊豆修善寺　虹の郷（にじのさと）｜花と緑の公園

薔薇や植物が豊富で、イギリスやカナダ・日本庭園までありまして、園内バスが走るほど広い公

園となっております。

実は撮影旅行の道中（通り道）で、あまり期待せずに立ち寄った場所なんですが　ここだけで６

時間超っと先日行った船の科学館なみに楽しめた隠れた名所でしたよ
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オシャレな建物やオブジェが沢山ありまして、個人的には江戸東京たてもの園を更に大きくして

、家族で楽しめる施設になっているというのが感想ですかね。

イギリス風の建物からシャボン玉が吹き出てました。雰囲気作りもいい感じよね。

日本庭園コースでは、まったく売る気が無い親切な店員さん達がお水をくれたり、世間話をして

くれます。(‘A’)気を遣わなくていいので楽でした。

和太鼓も自由に叩けたりと、家族連れにとっては楽しい思い出になるね。

また、叩く音が庭園にマッチしていていい感じでした。
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あゆうまかったぁー、あと販売してたおっさん面白かったわぁ。(‘A’)
んで、この後向かったのが匠の村というコースでして、昔懐かしい日本の伝統を体験できる施設

が沢山あるのね。

和紙を作ったり、手裏剣を体験したりとか、普段やらないのだけれど自分でハンコを作れるとい

う体験だけやってみました。

昔、印刀で彫ったようなハンコを簡単に作れるというわけで参加。1000円
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職人の方から、寿司朴という難しい文字を教えてもらい制作。

どうしても、イラストを入れたかったので下絵はこんな感じ。

材質はチョークのようにもろい素材でできている為、誰でも簡単に彫れるので小学生の自由研究

で参加している子もいたね。
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ちょっと、寿の部分がつぶれちゃったけども味が出ていたのでこれで完成！

窯で焼いて、後程郵送してくれるそうです。完成したら今年の年賀状に使ってやろうと思います

。

そのあとは、お笑い漫画道場で有名だった故　富永一郎大先生の作品展を見てきました。
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平成生まれは知らないだろうなーっと何とも素敵な展示でした。

フェアリーガーデンでは、あたり一面にバラ！写真撮りまくりなわけです。

っという感じで、たぶん虹の郷だけで記事を１本かけるくらいの内容な公園でございます。ぜひ

近くへ寄ったら足を運んでみてはいかがでしょうか。

伊豆シャボテン公園と景色を一望できる大室山を登ってみた。

大きな地図で見る

修善寺方面から伊豆高原方面に進むと、伊豆シャボテン公園と目の前に大きな緑色の山が現れ

ます。
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真ん中にぽっかり穴があいた標高500m級の小さい大室山。リフトから山頂へ登ることができます
。

その手前に隣接しているシャボテン公園がこちら。

伊豆シャボテン公園・伊豆ぐらんぱる公園・伊豆四季の花公園ウェブサイトへようこそ

メキシコライクな公園で、サボテンを中心に様々な動物と触れ合うことができる　これまた家族

で来ると楽しめる施設となってます。

創立50周年と結構長い事運営してるみたい。
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放し飼いのインコちゃんやら、テナガキイロ猿が飼育されてました。

鳩を丸のみするペリカンも放し飼いでございます。こぇー
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サボテンコースでは世界のサボテンを見て回ることができます。真夏の日差しに温室という

地獄・・・熱中症に注意です。

癒されるわぁ・・・・ (‘A’)
他にはチンパンジーのショーとか、ウルトラマン展とか催されていましたね。
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シャボテン公園の帰りに大室山を登って、伊豆箱根を一望してきます。

山頂には柵がなくて、あたりを一望できます。あいにく雲っていて富士山は見えず。

天気が良いと、ランドマークはもちろん　スカイツリーまで見えるんだと。まぁ、しかし絶景で

満足でした。
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んで、帰りに熱海方面の人がまばらな海水浴場へ立ち寄って横浜県へ帰りました。

他にも立ち寄った吊り橋やらケニーズカフェなんかも書きたかったんですが、それはまた機会

があったら書こうと思います。今回の撮影旅行で撮った画像数はRAWで2500枚程度！精査するの
に３時間弱かかりました。PAKUTASO(ぱくたそ)-すべて高解像度の無料写真素材/商用可能　に
順次にUPしていきますのでお楽しみに！
ぜひ、箱根・伊豆地方へ行ったら写真撮影はもちろん、観光目的に紹介した施設へ足を運んでみ

てはいかがでしょうか(‘A’)おしまい
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バイクで撮影旅行！柿田川・大涌谷・強羅へ写真素材を撮りに観光地に行ってきま
した。その１

去年は、 富士山一周 してきまして、まだ一眼レフを持っていなかった事もあり写真素材としてと
いうよりも観光として遊んできましたが、今年はいざEOS7Dの一眼レフを片手に『写真素材撮
るでー 』(‘A’)　っと箱根方面へ行ってきましたよ。
高速・有料道路（新道など）は利用せずオール下道だったこともあり、走行距離は600km近く、
絶賛お盆休みで上りは渋滞ラッシュと素晴らしい旅行でございました。

柿田川湧水群の動画を追加しました。

そんな、撮影旅行その1の詳細については下記からどーぞ。

２泊３日の箱根の旅。

円高！円高！！っと騒がれているだけに海外旅行の需要が多くて国内旅行は少ないのかと思って

いたら、箱根ではほとんどの宿が満室でしぶしぶ沼津で予約・・・

海の方面は放射能と騒がれているだけに、スカスカな感じではありましたね。

さて、今回走行したルートは大雑把でこんな感じ。
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横浜県→箱根通過→沼津（一泊）→大涌谷→伊豆→伊豆高原（一泊）→熱海→小田原→町田方

面（墓参り）→横浜県

箱根の山で道に迷い富士屋ホテルで３週ほど周回したのと、墓参りで町田方面に寄ったのもあり

　合計の走行距離は約600kmでございました。(‘A’)
神奈川県から600km範囲ってどこらへんまで行けますか？(´·ω·`)宮城... - 旅の知恵袋 - Yahoo!トラ
ベル

直線ルートで青森・四国まで行ける距離だそうです。良く走ったなぁ・・・・

この記事だけで書ききれるかと思ったんですが、書いていて長すぎるので２回に分けました。今

回は柿田川・大涌谷・強羅公園、次回は虹の郷・伊豆高原・シャボテン公園・大室山を紹介した

いと思います。

柿田川湧水群は幻想的でした。

大きな地図で見る

柿田川公園

まず、最初に目指したのは　Google+ でも、写真をアップした　静岡県にある柿田川湧水群で
すね。(‘A’)　『朝一番に行かないと人が多すぎて写真がキレイに撮れないよ！』っと行った事が
ある方から助言をもらいまして、横浜深夜３時に出発して朝の６時に到着して撮影しました。

地図を見ての通り、川の周りは市街で全長は短く、名所以外はあまり広くなかったです。

http://chiebukuro.travel.yahoo.co.jp/detail/1312115603.html
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朝一番だっただけに、他の観光客はいなく3脚立てて撮影もできました。(‘A’)

靄がかかって実に幻想的な雰囲気。これはこれでいいかも！

所々から水が湧き出ている様子。

動画はこちら。

靄の様子をEOS7Dで絶賛撮影中の susi-paku さん。(‘A’)

第一展望台からの様子。かなり大きいホールから水が勢いよく吹き出てましたね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/77a19a992ad1_6F06/IMG_4833.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/77a19a992ad1_6F06/IMG_4849.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/77a19a992ad1_6F06/IMG_4896.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/77a19a992ad1_6F06/IMG_4973.jpg


第二展望台の方は貯水槽みたいな大きな穴が作られており、多くの魚が泳いでました。ここの写

真の方が多く紹介されているよね。

んで、この後　沼津港へ行って海鮮丼を食べて観光してから　箱根の大涌谷へ向かいます！

エヴァの催し物大杉な箱根の大涌谷

大きな地図で見る

国立公園 箱根 大涌谷 | 大涌谷観光センター
箱根と言ったら第三新東京市という事で、どこ行ってもエヴァ関連グッズが置いている感じです

。（これでも減ったほうみたい）

まんま、アニメで見た光景でございまして、若干感動なわけですね。朝から行ったのに駐車場は

満車でした（バイクだから関係ないけど）

高いところが苦手なので、ロープウェイを使わずバイクで登ります。
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人が登れる一番高いところを目指すと

箱根をきれいにと書かれているけれど、皆剥くのに必死で片付けせずにカオス。きったなくてガ

ッカリ・・(‘A’)

黒卵が売ってました。硫黄の臭いがすごすて　弱い人はきついねここ・・
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１個100円のたまごでございます。味はともかく、見下ろす景色を見ながら食べるたまごは最高で
すね。(‘A’)

んで、のんきに卵食べてたら　雷雲発生→豪雨→ロープウェイも止まる→ずぶ濡れ→１時間半く

らい足止め　を食らいます。

バイクの唯一な弱点は雨なんよね。

ずぶ濡れになったかいがあったのか、木漏れ日からの日差しがいい感じに！これはGJな素材で
すな。(‘A’)b　これはPAKUTASO(ぱくたそ)で使わせてもらいます。
んで、この後は芦ノ湖をぐるっと回ってから強羅公園へ寄ってきました。

ハーブやローズガーデンなど、様々な植物が楽しめる強羅公園
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箱根の観光スポット - 箱根強羅公園
最近、風景や物などの写真が多く、季節がらか植物や花などの写真が少ないと感じていたので強

羅公園へ足を運んでみました。

箱根の名所に比べて、隠れた場所にあるからか観光客はまばらでした。撮影にはよかった。

大涌谷で雨が降ったおかげで、水滴が付くピンクのバラ

赤いハイビスカスなんか綺麗に満開でした。(‘A’)b

中央の噴水もなかなかロマンチックで、カップルとご一緒にいいかもね。
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ほんとにバラがキレイに咲いてて、ローズガーデンは撮り応えがありました。

ってな感じで、撮影旅行その1でした。写真枚数は合計で2500枚程度これから精査し
てPAKUTASOの方にアップしますのでお楽しみ。その２では　この後の伊豆編につづきます。
(‘A’)ノつづく
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【暑中お見舞い】暑い夏がちょっとだけヒンヤリとなる、怖い実体験を書いてみま
した。

世間様は夏休み（お盆休み）という期間に突入となりまして、帰省ラッシュがはじまりましたな

。

今なお続く円高の影響で海外旅行者が多そうな感じ、逆に『放射能でやばいし円高で物価も高い

、全然いい事ないよ日本』っと海外旅行者のコメントがメディアに書かれていたけれど、ほんと

その通りだよね。外貨稼げなくなるわ、赤字国債発行法案が可決されるわ、IMFの管理下に置かれ
る日もそう遠くない気がしてきました。(‘A’)
まぁ、そんな経済は横目に13日〜16日まで柿田川湧水群を撮影旅行してきますのでブログお休み
となりまーす。

暑い日が続くのでたまには自分の実体験した怖い話でも書いてみました、暇つぶしに下記からど

ーぞ

多分、それが無かったら死んでたと思う話。

小生、霊感がまったくと言っていいほどないので実感が全然なのだけれど、守護霊さんに守られ

ているとの事らしいのね。

今までバイク事故２年で３台廃車とか普通ならお亡くなりになっている事故（右大腿骨複雑骨折

）もありまして奇跡的に生き残って（そのうちブログに書こうかな）いるのだけれど、憑かれは

しないが惹かれやすい性質みたいで霊感強い人に、『たまにセージの葉とかで清めたりしといた

ほうがいいよ』っと言われる感じでございます。

んで、今から１０年前にあった出来事を書いてみたいと思います。
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自分には高校の頃、事故で亡くした1つ下の弟がおりまして、それから４年くらいが過ぎた八王子
にある某大学に通っていた頃の出来事です。

季節は今くらいの夏の時期かな。履修している講義が何かで大学に行かなくなくちゃならなく

なり、当時横浜県から足として使っていた原付バイク（HONDAカブ）を走らせ向かう事に、
丁度夏休み中だったので、帰りのついでに大学の近くで帰省せずに残っている友達の家へ寄って

遊んで帰ろうかなっと思い　夕方過ぎに行くとの連絡をしていざ向かっていました。

ブロロロｒ・・・

今はモノレールができていたりとだいぶ開発されたみたいな八王子周辺ですが、当時（多摩テッ

クがまだあったころ）は舗装された道路から脇道へ進むと砂利道がデフォでして、極度の方向音

痴（デパートでも迷子になるくらい　※この間ＩＫＥＡで迷子になった）の自分は当然のように

迷子になってしまうわけですね。（ＧＰＳ携帯なんかもないし）

夕方過ぎぐらい、まだ陽も落ちてないくらいに大学から出発したのにもかかわらず辺りはすっか

り真っ暗。(‘A’)
『ここどこだよ・・・』っと言わんばかりに街灯がない場所に出てしまっておりまして、友達に

電話するも『周りに何が見える？』　『えっ、森』　みたいな感じで絶賛迷子中でした。

あまりにも何もなさ過ぎて不気味なので、当時弟が使用していた形見のＣＤウォークマンに浜崎

あゆみをかけながら　目印なるものを探し山道を走行、

先日上陸した台風の影響で道には水たまりが多く、道だと認識できる車の轍も伸びた雑草で隠れ

、そこが通り道なのかわからないような道を進んでいると

突然にＣＤウォークマンで聴いていた曲が２倍速・・・３倍速に再生され始めたのです。



※　倍速ってこんな感じね。（実際聞いていたのはあゆ）

今まで衝撃で音飛びとかはしていたけれど、突然倍速再生されたことが無かったので　場所も場

所だけに（真っ暗なので）気味が悪くてとりあえずバイクを停止してその場でＣＤウォークマン

の電源をＯＦＦにしてから、さー行こうとエンジンをかけ進もうと前を向いたら

『・・・・　ん・・』

『あれ、、道がない・・・』

もともと道も対して広くなく軽が２台通れるかギリギリな広さの道半分が、土砂崩れでガードレ

ールごとなくなってたんです。(‘A’)
『あのまま、進んでたら落っこちたじゃん』

っと、たぶん生まれて初めて身震いをした瞬間だったかもしれません。

もし、あの倍速再生がなかったら・・・

この真っ暗の道で土砂崩れの崖からまっさかさまに滑落していたはず・・・

今でもトラウマのように思い出します。山道コワイヨ・・・ (‘A’)
んで、この事を霊感強い人に話したら、そういう場所へ招き連れて行ってしまった所を守護霊

が守ってくれた（事故の時も）のだと言っておりまして、それからというもの、墓参り・供養を

こころがけるようになりましたね。

霊が見えるとか見えないとか、そんなの信じるとか信じないとか宗教がどうたらとか言うつもり

はないけれど　実際に体験してみると恐怖よりも感謝という気持ちになった不思議な出来事でご

ざいます。(‘A’)　
あのころの場所は今でもあるのかはわかりません。

というわけで、墓参りなどをしない人も、たまにはバカンスばかりでなく　お盆くらいは先祖供

養で線香のひとつくらいあげてみてはいかがでしょうか (‘A’)ノおしまい。

http://www.youtube.com/watch?v=0VA4aGmD4v4


サイトを検索結果に即時反映させたい機能や+1の統計情報などウェブマスターツール
に新機能が追加

先日書いた、「最近は震災ネタがいいんだよ」っとドヤ顔でアフィリエイトを語ってた人のサイ

トがGoogle から八分にされたり、大幅なページランクの変動があったりと、最近ホームページと
いう存在の品質自体が問われはじめているわけで　『ソーシャルの流れ来たな！』(‘A’) っとか感
じているsusi-paku　です。
さて、WEB制作者なら必ず使うウェブマスターツールに新機能が追加されてました。やっぱり+1
ボタンの設置が今後のSEOの鍵を握りそうな予感でございます。
ブロガーやサイト制作者必見のウェブマスターツールの新機能については下記からどーぞ

ウェブマスターツールでサイトを管理しよう！

WEB制作者のみの御用達ツールとして認識されているウェブマスターツールですが、WEB制作に
詳しくない方でも是非利用してもらいたいサイトのひとつでございます。

意外と利用していない人が多いので、この機会にぜひ設定してみて下さい。

ウェブマスター ツール：トップページ
まぁ、何ができるか　簡単におさらいすると。

Google にサイトマップを送信して、生きたページの情報をインデックスしてもらえたり

検索結果に表示されるサイトリンクの管理ができたり、
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検索クエリ・キーワードなんかも確認することができます。

今回、新機能としてサイトを更新した際に即時反映させるFetch as Googlebot機能と　Google版
のいいねボタン『+1』をWEBサイトに設置した　統計情報の閲覧が追加されました。(‘A’)

新機能Fetch as Googlebotとは

Google、新サイトを検索エンジンに即時登録する方法を提供 | ネット | マイコミジャーナル
マイコミジャーナルさんによるとですね、

新しく立ち上げたサイトをいち早く検索にヒットするようにしたい場合や、既存のページで情報

を更新したものを可能な限り速く検索結果に反映させたい場合、誤った情報を掲載したあとで更

新をかけたため、なるべく速く正しい方の情報が検索にヒットするようにしたい、といった場合

に活用できる。

記事を書いて Google先生にping送信すれば大抵検索結果に即反映はされますけども、その後情報
更新した場合、なかなか反映されない（特にタイトル部分）のでこのような機能ができると便利

そうな感じです。

ウェブマスターツールにログインして、左のメニューより診断を選択します。(‘A’)
すると、Fetch as Googlebotという項目が表示されるのでクリックします。
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取得するURLを入力してくださいというフォームがありますので、即時反映させたいWEBサイト
のURLを入力します。（※　空白の場合indexになるみたい）

通常のウェブからモバイルも選択できるようになっています。特に変更なければ取得の項目を選

択します。

すると上記のようにサイトが取得されます。この後インデックスに送信を押すと即時反映する設

定を行います。

URL　と　URLとリンクページという２種類が存在します。
URLは取得したページ単体を意味し、URLとリンクページは取得したURLの内部リンクをすべて
インデックスに送信する機能となってます。

ちなみに回数も決まっており。取得できる最大URL数は１ヶ月で50個　インデックスに送信する
場合、すべてのリンクページを利用できる回数が１週間に10個までとなってます。
回数が制限されていることもあり、頻度多くは利用できませんが速報や更新が度重なる記事を書

いている人にとっては重宝するツールとなっています。

Google プラスワン1統計情報で+1の推移を確認。

Google+の普及により　tweet/hatena/facebook/google+ みたいなソーシャルボタンの設置を見る
ようになりましたね。

この設置した+1ボタンがどのような日時にどれだけ押されたか、ウェブマスターツールでは統計
を確認することができます。
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左メニューの+1統計情報という項目を選択すると、検索の影響・アクティビティ・対象といった
項目が表示されます。

特に興味深いのが対象の項目ですね。

記事ごとの+1ボタンとサイト自体を指定した+1ボタンがあり、
うちのサイトで言うと右サイドバーに表示されているのが　サイト自体の+1ボタンで、記事のタ
イトル下に表示されている+1ボタンが記事ごとの+1ボタンとなっています。
ここの統計で表示されているのはサイト自体の+1ボタンの統計となっており。+1ボタンを設置す
る際、サイト自体を指定したボタンは今後の検索結果として強く意味する（SEO的な意味で）可
能性がありそうね。(‘A’)

アクティビティの項目もかなり興味深い統計が表示されていますね。

他のサイトからの+1の数という項目が表示されています。これって、どういう意味なのだろ
うか・・・

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dcc54d48978b_5E12/nodu000989.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dcc54d48978b_5E12/nodu000990.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dcc54d48978b_5E12/nodu000991.jpg


Google+で記事を紹介した際に　+1を押してくれた数（この記事なら+4されているはず）なのか
と思ったら、統計では表示されていないのでこれではなかったのです。

このあたり、数値が多ければ多いほど検索結果へ反映されていくようでしたら重要な意味になっ

てくはずですね。

というわけで、今の時代にマッチさせたウェブマスターツールの新機能、サイト制作者にとって

は非常にありがたいツールなのでぜひとも活用してみてはいかがでしょうか(‘A’)ノおしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dcc54d48978b_5E12/nodu000992.jpg


スプーン１杯300円！世界最高級のヨーグルト『クレマドールヨーグルト』を食べてみ
ましたレビュー

１瓶5,000円（200グラム）という驚異の価格なヨーグルトがあるの知ってます？
先日、頂きもので『クレマドール　ヨーグルト』というものを頂戴しまして、正直、頂くまでこ

のヨーグルトのことを知らなかったのですが、ググってみてワロタ・・(‘A’) なにこれ、お値段が1
個5000円、更に１日30〜50個しか販売しないという分不相応な超高級品じゃないですか・・・
食べるの勿体なくて、賞味期限ギリギリまで我慢した試食レビューについては下記からどーぞ。

CREMADOR JAPAN/TOPページ

クレマドールヨーグルトって？

まずは値段を見てワロタわけですが、これがただのヨーグルトなはずがないので調べてみまし

たよ。(‘A’)

クレマドール物語【CREMA D'OR :: クレマドール】
製法については、生乳、はちみつ、砂糖だけで作ったヨーグルトだそうです。

原料の生乳は、オホーツク海近くの北海道興部町という町の50頭の牛からしか取れない貴重な生
乳を使用。その牛さんも、科学肥料を使用しない広大な牧草地でのんびりと快適に暮らしている

ためストレスフリーで健康そのものなんだとか。(‘A’)
家族のように一頭一頭の個性を把握し、コンディションに合わせて食事の内容や量放牧や搾乳の

タイミングなどを調整しているという徹底ぶりな為濃厚な生乳がとれるみたい。何だか高級和牛

や豚とかもこういった飼育しているところあるよね。

ストレスたまる一方の現代人よりも贅沢な生活環境の中で育てられた牛さんの生乳の味わいを最

大限に引き出すため、はちみつと砂糖しか使わないそう。当然、はちみつと砂糖も厳選した国産

のものを使用しているそうです。(‘A’)

http://cremador.jp/shop/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/5412320c034d_5CD8/nodu000972.jpg
http://cremador.jp/about/


どこで買えるの？

クレマドールジャパンのwebサイトのオンラインショップからしか購入できません。（楽天とか
アマゾンでは買えないみたい）

CREMADOR JAPAN/TOPページ
お値段は1瓶5000円。
限られた材料で作られているため、以前は1日限定10個のみの販売だったそうですが、生産体制の
強化により今は1日30〜50個が販売可能になったみたい。販売は毎日、昼の12時からで１人2個ま
でしか購入できず、販売予定数を上回ると完売！と表示されます。手に入れるにはPCの前で待ち
構えないといけませんな。

というわけで、さっそく箱から出してみる。

リボンが掛けられた黒のBOXは、まるでアクセサリーが入っているかのような高級感。

女性へのプレゼントなんかに喜ばれそうだわね。(‘A’)
まったく、中身がヨーグルトなんて思いませんな。オシャレだね。
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原材料名を見てみると、ほんとに3つだけ。生乳・砂糖・はちみつ・・・これだけでヨーグルト作
れるのか

開けてみるとこんな感じ。WEBサイトでも見た瓶に濃密（リッチ）な時を味わうというシールが
貼られていました。

実際に見ると、小瓶に入った高級ボディークリームだろっ！って感じでして、中身が見えてもま

ったくヨーグルトには思えない風貌でございます。(‘A’)

商品説明のメモが入ってました。
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クレマドールのこだわりについて書かれています。高いだけになかなかセンスがいいですねー

さっそく食ってみる、実食！

封を開けてみると、ヨーグルト独特なちょっと酸っぱい臭いがするのかと思ったら、甘いはちみ

つの香りがします。(‘A’)

スプーンを入れて見ると、もっちりとろーり、クリームに近いテクスチャー。（ボディークリー

ムではありません、ヨーグルトです）
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少し黄色みがかった色味、あの牛さんのお乳が真っ白ではなく、光の反射によりほんのわずかに

グレー・イエローがかって見えるからだとか。これマメね (‘A’)
んで、食べてみると、見た目通りのとろっとした舌触り。生乳そのものの旨味と、濃厚なはちみ

つと砂糖が混ざり非常にコクのある甘さって感じです。鼻に抜けるはちみつの香りも絶妙で

甘すぎず、適度な酸味により『あぁ、なるほどヨーグルト』だと感じます。(‘A’)
まぁ、とっても『ヨーグルト』というカテゴリーでは間違いなく収まらないレベルな味わいでヨ

ーグルトというよりも、レアチーズケーキに近い気がします。良い意味で今までのヨーグルトの

概念を覆されました新しい別のデザートのようです。

『スプーン一杯こんだけで300円くらいするのか、、吉野家の並み一杯分かよ・・・』　っと貧乏
性丸出しでございます。(‘A’)
1瓶200グラムしか入ってないのでペロリといけるかと思っていたのだけれども、甘味が濃厚過ぎ
て半分も食べ切らないうちに満足してしまいました。甘い物が大好物な人にとっては瞬殺って感

じでしょうか。

カロリー等の表記が書いてなかったので、どんだけ高カロリーかは確認していませんが、着色料

・香料・保存料などの添加物は一切使用していないということで体にはやさしいつくりではある

だろうね。(‘A’)今回は生の味を堪能したくて、スプーンですくってウマウマいただきましたけ
ども、クラッカーやパンに乗せて食べても美味しそうだしワインにも合いそうです。
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ご馳走様でした。

ってなわけで、プレゼントとしては間違いなくインパクト大な大人の贈り物でございますな。自

分へのへのご褒美に、大切な人への贈り物に、ネタレビューのブログ用に、最高に贅沢なヨーグ

ルトを選んでみてはいかがでしょうか。(‘A’)ノおしまい。
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PDFのページ差し替えや自炊など、書類の整理にも使える無料ソフト PDForsell2 が便
利

印刷ボタンで一発PDFに出力（プリント）してくれるソフトや、PDF書類のテキスト部分を修正
したりすることができる無料のソフトは沢山出ているのですが、ページの差し替えや削除、複数

のPDFをプレビューしながらD&Dで追加できるソフトが結構少なくて探していたら、PDForsell2
　という無料のソフトがありましたんでご紹介します。(‘A’)
取説のPDF整理やipad自炊できるPDForsell2の詳細は下記からどーぞ
ヨモギソフトウエア

PDForsell２を導入してみます。

ヨモギソフトウェアさんから無料で提供されているPDForsell２では、

MSの.NET Framework 2.0上で動くフリーソフトとなっておりまして、公式サイトからダウンロー
ドいただけます。(‘A’)
公式サイトで記載されているできることについては

PDFファイルの結合、分割、回転。（複数ページにも対応）
セキュリティの解除および付加。

ファイルの順序変更。

プレビュー表示

PDFファイルの文書プロパティの編集
生成されるPDFのバージョンは1.4(Acrobat5.x)

できないことについては

注釈(コメント)を引き継ぐこと

http://yomogi.bakufu.org/pdf.html
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ファイルを開くパスワードのみが設定されているファイルには未対応。

(編集のためのパスワードも設定されていれば取扱い可能)
フォームやブックマーク、添付ファイルは未確認。

フォントの埋め込まれていないファイルの文字表示

上記のように書かれており、通常のPDFファイルの操作であれば問題なく使用できるよといった
ところでしょうかね。

さっそくインストーラ版を利用して導入してみます。

各種ソフトウェアのインストールが促されますが、チェックをはずすっと・・・

これでインストールは完了。

バラバラのPDFファイルをまとめてみる。

４つのPDFファイルを1つのPDFにまとめてみたいと思います。
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D&DでPDForsellに移動させるとPDFファイルを追加することができます。これから、ファイル
名の順番を変更します。

↑・↓ボタンをクリックしてファイル順序を入れ替えます。

完了したら結合して保存をクリックすると、今迄バラバラだったPDFファイルがまとめられ１つ
のPDFファイルとして保存されます。簡単ですな。(‘A’)
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こんな感じだね。お見積書を送り状と一緒にPDFでまとめたり、取扱い説明書やページ数多
いPDFファイルを大切な部分だけまとめて自分だけのPDFファイルに作り変えたりする事ができ
ると便利だよね。

特にプレビューしながら操作できるのはありがたいですね。似たようなソフトでは、プレビュー

ができなくファイル名で上下を入れ替えるとか大変だったのを思い出します。

複数ページのPDFファイルも楽々編集

前項で1つにまとめて作成した複数ページのPDFファイルを編集してみます。
http://www.susi-paku.com/pdfsample01.pdf

D&Dでファイルを追加します。

すると、前回のバラバラに表示されたのが　今度はページが1-4と表示されひとつのPDFとして読
み込みされます。このままでは1つのPDFファイルなので、ページを編集しやすいように分割し
ます。
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分割を行うと、１ページごとに分割され前項のように順序を入れ替えたり、ファイルを追加して

更に変更したりすることが可能になります。

また、複数ファイルをいくつでも追加できるので、

例えばプレゼンデータが膨大になった場合など1つにまとめることもできます。便利だねー。

こんな感じで出力されます。

ってなわけで、PDFを出力できるソフトばかりに目が行きがちだけども、こういった整理ができ
るPDFソフトって意外と重要だったりすんですよね。ぜひ、溜まったPDF書類のまとめなんかに
利用してみてはいかがでしょうか。(‘A’)ノおしまい。
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船の科学館が37年目で休館！特別入園料（200円）となった最後の展示を観に行ってき
ました

ゆりかもめ沿線でお台場の次にある駅として有名な船の科学館が来月の9月30日で休館してしまう
そうですな。

お隣にある日本未来科学館が事業仕分けになった影響もあったからでしょうか、自分が生まれる

前に設立し約37年目にて休館とは寂しい気もしますね。
そんな、休館最後の船の科学館のレビューは下記からどーぞ

船の科学館　公式ホームページ（Museum of Maritime Science）

船の歴史がよくわかる展示場　船の科学館

船の科学では、世界の船舶（AOE　RONやってた人はガレオン船とか懐かしいのが沢山出てき
ます）・タンカー・客船・戦艦・潜水艦・ボート・釣り船なんかが展示されており（模型や実寸

のエンジンなど）・南極調査船（宗谷）・青函船（羊蹄丸）では実際の船の中に入り体感できる

施設となっております。船舶が好きな人にとってはたまらないですね。(‘A’)
ゆりかもめ沿線のお台場の次であり　国際展示場へ行くときの通過駅として意外と知られている

駅であります。

路線案内 -株式会社ゆりかもめ-
来月　2011/9/30　に休館になってしまいました。

http://d.hatena.ne.jp/neko-yashiki/20091116/p5
http://www.funenokagakukan.or.jp/
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これだけ大きな施設の割には来場者が少ないのと、施設の維持には相当な費用が掛かっているの

でしょうね。

本館と羊蹄丸の展示がなくなってしまうので、宗谷だけは残るのかな？一応、最終日まで通常料

金から割引となってます。

700円が200円と、もう無料にしてもいいんじゃないの？っと思うくらい格安で入場できます。約
6時間近く見て回りましたけど、これで200円なら安いくらいですわね　っというのが感想です。
上野にある国立科学博物館なみにすごいわけではないけれど、あらゆる船舶が精巧に作られてお

り興味深いテーマまで紹介しておりましたよ。

新橋から船の科学館まで

新橋ゆりかもめ乗り場から乗車します。それにしても乗車賃高いなぁ・・・　片道370円です。
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お台場ではお台場合衆国というフェアが開催されておりまして人がゴミのようでした。

もちろん、ゆりかもめ内も鬼のように混んるし　(‘A’)

この人の流れが少しでも船の科学館へ向かえばきっと休館はなかったんだろうなっと。
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それにしても、いい場所だよね。(‘A’) お台場の駐車場は激混み

んで、船の科学館の駐車場はガラガラ・・・寂しくなりますわ (‘A’)
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船の科学館の入口にあった案内板　いい感じに色あせて歴史を感じます。

今回の展示休止の案内旗が大々的に貼られております。

大人200円の子供100円という絶賛セール中。何だか最近色々な施設に行くけれど大抵1000円前後
の入園料なので、ここまでの施設でこの価格だとほんと助かる感じだね。
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家族で行くならいまのうちですよ。(‘A’)

早速展示をみてみましょう

何だか懐かしい、、世界の船の模型が相当数展示されてます。ゲームで見たヴィクトリー号だ　

すげぇ。(‘A’)

ただの展示だけでなく、きちんとした船の説明や解説もありましたね。対馬特攻船あるの

かなぁーっと思ったけどなかった。(‘A’)

近代の船の技術ってすごいのね。ただ浮いているだけではなく竜骨や基礎、特に日本の造船技術

の素晴らしさがよく理解できます。
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特にスクリューの部分とエンジンはものづくりとして携わっている箇所なので勉強になるわー。

三菱の大型船舶ディーゼル（原寸）。それにしてもほとんどがIHI（石川島播磨重工業）や三菱製
が多かったね。

話題の原子力エンジンの解説も書かれてました。

とある超電導電磁推進船というのがあったのね。

フレミングスの法則で動く船とか胸熱ですな。(‘A’)
あとは、深海コーナー、海洋エネルギー（油田掘削など）が紹介されてました。
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全体的にちょっと古さが否めなかったですねぇ。個人的には好きだけども。

2Fではコンテナ船の展示、流通などが学べます。

どの模型も精巧にできすぎ。ｗ
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今回、船の科学館では、PAKUTASOの撮影者で協力していただいてます　カメラマンのkarubi さ
んと一緒に来館したんですが、自分達以外にも一眼レフ持って撮影していた人が多かったです。

(‘A’)　穴場なのか、休館するからかかしらね。

戦艦大和は圧巻だったぁ。(‘A’) 武蔵は無くて残念でした。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2c8bb9ced04d_9912/IMG_9606.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2c8bb9ced04d_9912/IMG_9616.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2c8bb9ced04d_9912/IMG_9598.jpg


やっぱり戦艦コーナーが一番面白いよね。

他のコーナーでは、捕鯨用のモリが展示されてました（原寸）

これでクジラを捕えるわけね。

あとは江戸時代の迎船などが紹介されておりましたよ。ちなみにここまで相当数の船が展示され

てますので、全部の詳細まで見て回ると半日かかるでしょう (‘A’)

南極調査船　宗谷　と　青森〜函館を往復していた　羊蹄丸

実際に南極で活躍した船　宗谷　に乗船（展示）することができます。
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船内はかなり狭く、南極で活動した軌跡や実際にあった南極の氷などが展示されております。

羊蹄丸　では、当時　青森〜函館間で往路していた頃の日本を再現した展示がされております。
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江戸東京たてもの館でこんな展示を沢山みてきたので、もっと船の歴史を観たかった感じかなぁ

。宗谷の方がリアルで面白く、個人的にはもう一度乗ってもいいなぁと感じた展示でした。

というわけで、長々写真ばかりですみません。

来月9/30で休館となってしまう前にぜひ一度は足を運んでみてはいかがでしょうか (‘A’) おしまい
。
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【ゲーム】ツィートしてポイントがもらえ、そのポイントで自分の街を作り上げてい
くIntel Tweet City が面白い！

IT関連のワードを入いれてツィートしポイントをゲット!
自分だけの街を作り上げ、ランキングで競い合う事もできるIntel Tweet City が面白くて久々に
はまったのでご紹介。(‘A’)n
ついつい、ポイント欲しさにインテルとかGoogleとかツィートしてしまうTweet city の詳細は下
記からどーぞ

インテル | Intel Tweet City

Tweet　Cityってどんなゲームなの？

『インテル入ってる？』チャラララン♪

で有名なCPUのintel社から登場したシムシティのような新しいシステムのゲームです。
お持ちのtwitter や facebook　IDから参加可能なゲームとなっております。
会員登録しなくとも開始できるのは楽ちんだね。(‘A’)

つぶやきの内容に応じてつぶやきポイントをGET
っと書かれているように、IT関連のワードが含まれるツィートをするごとに街を発展させること
ができるポイントがもらえます。

http://www.intel.com/jp/tomorrow/city/#/index
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主なルールはこんな感じ、ポイントが増えないと街を発展することができないので　いつの間に

か関連したワードを入れてツィートしちゃう感じ。(‘A’)
広告PRをユーザー側にしてもらうという　新し目の企画だよね。

んで、自分の作った街を自慢したりランキング上位を目指したり　いつの間にかはまっているわ

けです。

早速、Tweet city をプレイして自分の街をつくってみる。

インテル | Intel Tweet City
twitter で参加するか、facebookで参加するか選べます。初期ポイントに関わる部分なのでメイン
で使っている方を選ぶとお得。
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ログインすると、過去のツィートを検索し特定のワードによるポイントを付与してくれます。（

自動的にね）

インテル　はもちろんの事　Google や　java 、photoshop クックパッドという単語もつぶやきポ
イントになったみたい。

はじめての参加の場合　スタートキットがプレゼントされます。

物件をポイント使って取得し、街を作っていきます。

全部で41種類の物件を購入可能、商店街や工場、住居地区など
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購入した物件はこのように向きを変えて配置することができます。

とりあえず団地作ってみました。(‘A’) このようにポイントを無駄のように使うとあっという間に
ポイントがなくなるので

このように、関連するであろうワードを含んだツィートを行い再ログインすれば

こんな形でつぶやきポイントをゲットできます。(‘A’)
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っと、団地ばかり作ってたら今月の参加ユーザーで３位になってました。団地すげぇ・・・

作った自分の街を写真に撮って自慢

右上のメニューからPHOTOを選ぶと、自分の街並みを撮影することができちゃいます。

どんな角度から撮影するか聞かれます。アングル的には斜め高さ上がオススメ

こんな感じでレビューが表示され、モノクロ等のエフェクトも選べます。コンデンサーが何とも

言えないね。

んで、コメントを入力してつぶやくボタンを押すことにより、都市の様子が公開されます。
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Intel Tweet City - susipaku の都市
っというわけで、ちょこちょこログインしてはポイントついたか、街の様子はどうなのか？など

気になってしまう tweet city

いつの間にか８月登録ユーザー1位

全登録ユーザー200位に入ってました。バランスが大事と攻略に書かれていたけども、団地は裏ワ
ザなのかなぁ・・

っというわけで、地味にはまってしまう　Intel tweet city　で空いた時間の暇つぶしにプレイして
みてはいかがでしょうか。(‘A’)おしまい。
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焼肉をひとりで食べられると話題になってから、食べログ評価3未満と低迷中の焼肉ひ
とりに行ってみた

おまえら向きの焼肉屋っというわけで、ぼっちでも安心して（周りを気にせず）楽しめる焼肉ひ

とりへ行ってきました。

オープンしてから３ヶ月と日増しに下がる食べログの評価など、色々気になったので足を運んで

みましたよ。

上野にある焼肉ひとりのレビューについては下記からどーぞ

焼肉ひとりって何？

３ヶ月前（2011/4）上野にて堂々オープンした、ひとり（独り）焼肉専門店。
顔も知らない人間関係が構築できるご時世、ぼっち御用達のお店として様々なニュースサイトで

紹介されましたな。(‘A’)

一人焼肉専門店「ひとり」で一人焼肉を満喫してきた – GIGAZINE

痛いニュース(ﾉ∀`) : 上野に完全お一人様専用焼肉店「ひとり」オープン – ライブドアブログ
個人的にはひとり吉野家、ひとりラーメン屋、ひとり回転寿司などと同じ分野でひとり焼肉とい

うカテゴリがあると思いまして、あまり抵抗が無いので、かえってこの店舗で食べる方が周りの

目を気にしそうな感じなんですが。(‘A’)
一度くらいは行ってみたいと思っちゃうよね。なんでだろ・・・
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結構、評価は厳しいみたい

オープンしてから３ヶ月、話題も薄れてこれからが本当に店舗の力の見せ所なわけですが　

口コミ一覧 : 1人焼き肉専門店　ひとり [食べログ]
食べログでの評価はこんな感じ。

3.0未満
評価が賛否両論に割れるお店。もしかしたらあなたにとっての名店かもしれません。

あまり当てにならないと言われている食べログの点数評価で３点未満でございました。ア

ララ・・・

様々なニュースサイトに掲載されたので、自分のようにネタで行った人もいたのだろうから厳し

い評価の点は考慮してあげたいわけですけども、食べログのレビューや他サイトのレビュー記事

を見るとたいてい書かれていた内容が

1.肝心な肉がいまいち
2.肉の値段が高すぎ
3.目の前が壁
っという３点、特に肝心な肉がいまいちという致命的な部分はいくらひとりで焼肉食べれようが

リピートしないだろう・・・っとこのあたりも注視しながら食べに行ってみます。

実際行って確かめてみました。

実は仕事で上野方面に行くことがありまして、ついでにお店へ寄ったという感じなんです。

場所はここですね。

東京都台東区上野6-8-17 江波戸ビル

大きな地図で見る

御徒町駅から280m　と表記されていますが、上野から出た方が近い気がします。(‘A’)
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アメ横を通りながら、お店の方へ歩くこと10分くらい

店舗の看板が目に入ります。かなり大きく　ひとり　って書かれてました。

なかなか、センスのいい看板だね。(‘A’)　こういうのって大事だよね。
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うんうん、ロゴと文字体はセンスを感じます。

店舗前の看板。

周りを気にしなくてもひとり焼肉を楽しめる空間　と脱字に目がいきますな。

実はここに目がいってしまうけれど、肉を焼いている写真が炭火なんですよね。ｗ　個室席に設

置されているのはガス（左の写真）じゃないだろうかと・・・※写真はイメージです　とか書か

ないとまずくないのでしょうか。(‘A’)

んで、店舗の前には　お二人席もご用意できます。お二人席もご用意できます。　っと大事な事

なので２枚貼ってみました。

もう焼肉ひとり+1みたいな感じです。(‘A’)　だれか+1ボタン押してあげてください。
っと入店する前から突っ込みどころ多すぎてワロタ。どこのレビューもこのことを書いてないの

が不思議な感じで入店
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入店したのは19時くらいとディナータイム中だったので、お客さんもまずまず入っておりました
。

満席ではないけれどガラガラってわけじゃなかったですね。５割くらいかな。

レジ前にはアルコール消毒もありました。

んで、さっそく席に案内されるわけですが、、、

店内煙すぎ・・・換気ほとんどされてないんじゃないかと思うくらい充満

（ライトの光線がわかるくらい煙が充満中。なんかの演出じゃないです肉を焼いた煙です）

煙すぎて涙流しながら焼肉食べたのは生まれて初めてかも。(‘A’)
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座った席には張り紙がされてまして、煩わしい店員からの説明なしに注文が行えるようになって

ます。

んで、おしぼりと注文書をもらいます。ここにボールペンで数量を記入して注文するわけですね

。

ちなみに価格ですが、こんな感じ。
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ちなみに価格ですが、こんな感じ。

牛角などと比べると１枚から注文できる分割高な感じ。

炭火で焼肉が食べたい 「牛角」｜メニュー紹介｜自慢の焼肉
カルビ１枚250円とか (‘A’)　ちなみに訂正シールが一部メニューに貼られてまして、３か月前390
円だったホルモンなどが400円と値上がりしたようです。

違う席では女性がひとりで焼肉食べてました。ひとりで隠れて食べるにはいいかもねー。

仕事のついでに来店したので、アシスタント君と二人席に案内されました。ひとり席とは異なり

敷居がはずされてます。(‘A’)焼肉ふたりだね。

実食！してみます。
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ホルモン・ミノ・ひね鳥・カルビ　を１人前づつ注文。

ひね鳥には塩コショウがふられ、カルビは１枚だけお皿に乗ってました。

ホルモンとミノは味付けされた状態でございます。
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さっそくグリルにひね鳥を乗せて焼いてみます！

美味しそうに写真が撮れました。(‘A’)ノ

ちょっと薄味の焼肉たれ、エバラのようなドロドロしているタレとは異なりサラっとしていて

　叙々苑の焼肉弁当のタレみたいな味わいかな。美味しいかも

ひね鳥の肉については、特に可もなければ不可もなく　味付けも塩コショウだけなので鳥を焼い

て食べているという感じ。

残念なのがちょっと筋が入っていたので、取り除きせずに提供しているのかもしれないですね。
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カルビを１枚だけ焼くと、何だか丁寧に焼いてしまおうとする心理は異常です。(‘A’)
他のお肉ですが、カルビについては松屋のカルビ定食のカルビよりは油がのって美味しいけれど

味付けもなく、これと言って口の中で溶ける程の美味しさではないので普通です。

ホルモンとミノですが、ホルモンはカルビと同様普通のホルモンでしたが、ミノが罰ゲームだ

ったぁ・・・

煙で目が痛いし噛みきれないしで泣きながらモグモグしていたから店員側には　『この人、美味

しさのあまり泣きながら食べてくれてるんだわ』　っと軽く勘違いされた気がする食感でござい

ました。

っというわけで、コミュ力がなくてぼっちでしかお店に入れない人や、上司むかつくやけ食いし

てやる！っという女性なんかに喜ばれそうな気がするひとり焼肉レビューでございました。

賛否両論あるかと思いますがぜひ自分自身で体験してみてはいかがでしょうか(‘A’)おしまい
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感情表現や特定地域からのツイートを検索可能に！twitter の新検索機能が割と面白く
て便利

Google plus の登場で情報収集メインとなりつつあるtwitter の検索機能が向上したみたいですね。
(‘A’)
ポジティブやネガティブ、疑問形などの感情検索や地名（この場所の近くでツィートされた）検

索が面白くて便利なので記事書いてみました。

自分のツィートも振り返れる検索機能の詳細は下記からどーぞ

今話題のツィートを詳細に調べられるね。

色々な話題がツィートされるおかげで従来の検索方法では目的とするワードの抽出精度がいまい

ちでしたが、新検索機能では

Twitter検索オプション機能
従来の単語からユーザー名を入力してのツィートが検索できたり、特定のユーザーに＠したツィ

ート限定なども検索できるようになってます。
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例えば　痛いニュースでも紹介され話題になった痛いニュース(ﾉ∀`) : 平野綾と男性のキス写真が
流出（画像あり）から検索単語に　ニャンニャン　を入力してそれについてユーザー名の部分

に　＠Hysteric_Barbie　（平野綾本人へ＠）を入力して検索することもできます。

なんだかすごいな。(‘A’)
こんな感じで、特定のユーザーを指定して今話題になっているワードなんかを調べたりできます

。

あとは、上記のようにポジティブ・ネガティブ・疑問形なども検索できるんですが、海外では良

く使われている

ポジティブ :)
ネガティブ :(
の表現は日本ではあまり使われていない手前ほとんど検索されなくて残念でした。
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ネガティブ　＼(^o^)／
みたいな日本語版用のその他機能がついてたら面白いのになぁ。(‘A’)
疑問形についてはツィートに？が付いているのを検索してくれるので、今話題になっているワー

ドの意味が分からない時とかに併用して使うのもいいかと思います。

リアルタイム検索と併用すると便利かも

上記で行ったtwitter の検索結果のログは１週間限定となっており、古いツィートは検索結果とし
て表示されません。

以前であれば、Google のリアルタイム検索が便利だったんですが、

原因は「Twitterとの契約切れ」──Googleリアルタイム検索の一時停止 - ITmedia ニュース
っとなりまして、１週間経過した話題が検索結果として表示されないのは不便さを感じるわけ

です。

Topsy - ソーシャルウェブをリアルタイムに検索
TOPSYでは過去すべてを対象にツィートを調べることができます。

検索オプションである程度絞る事は出来ますが、
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twitter 公式の検索オプション程詳細に設定できない（ある意味あいまい）なので、併用して利用
すると便利かもね。

地名から周囲何キロにいる人のツィートも表示

Twitter長万部から周囲1kmの範囲のツィート検索
まんべ君で有名になった、長万部で周囲1kmの人からツィートしたユーザー名とＴＬが表示され
ます。

これはなかなか面白い、今まではtweet map などで地域ごとのユーザー名のみ表示されていたの
が
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TweetMap

ＴＬを確認する時ユーザーをひとりひとり検索していたけども

地域名を入力して、その周囲何キロ以内と指定することによって、よりリアルな声を聴くことが

できるようになるかも、

例えば、地震速報　→　震源地特定　→　twitter 検索で地域入力　すると被災地でツィートして
いる人のＴＬが生で流れる感じだよね。

そんなtwitter の新検索を活用して一歩踏み出したツィートライフを満喫ください。(‘A’) おしまい
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ハム速がレーシック業者に宣戦布告した日から１ヶ月、あれからどうなったのか調べ
てみた。

先月ほど、月間PVで痛いニュースを追い越したハムスター速報が自身のまとめサイトを利用して
、レーシック業者が真っ青になるくらい体験談記事を１ページ目に表示させる と宣戦布告してか
ら１ヶ月が経過しました。

トラフィック世界ランクで2000位以内に入るモンスターサイトであるハム速が挑戦したレーシッ
クについての詳細は下記からどーぞ

レーシックってなに？

自分は医療従事者じゃないので調べた内容をそのまま記載すると、メガネやコンタクトからおさ

らばできる角膜手術のことらしいです。

レーシック – Wikipedia
裸眼状態で0.01→1.0以上になるとかで結構ニュースなんかで話題になっている手術なようです。

堀江 貴文さんの体験談 | レーシックによる視力回復は神戸クリニック
逮捕されたホリエモンも収監前にレーシック手術をおこない、このようなバナーをよく見まし

たね。(‘A’)
そんな感じで芸能人も利用している＝安心だ　というイメージがあるのだけれど、決して良い症

例ばかりではなく失敗したリスクが大変な事になってたり、そこを今回ハム速が指摘している部

分なわけです。

（レーシック失敗して人生オワタ体験談を読むと悲惨です。）

実際に一部の悪質な業者による事件も発生したり
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銀座眼科・溝口被疑者逮捕 レーシック集団感染の背景 － JanJanBlog
視力が悪い人にとっては夢のような手術も、場合によっては更に地獄へと突き落とされるような

結果もあるのだという事だね。(‘A’)もちろん、そのような悪質業者ばかりではないのだろうけ
どね。

ハム速とレーシック

ハム速レーシック業者への宣戦布告

ハム速ではそんなレーシック業者に対してこのように、宣戦布告をしております。今のレーシッ

ク体験談ページって結局業者へ最後に誘導するぺーじばっかりだからな。という動機から。

レーシック手術失敗リスク・体験談まとめ:ハムスター速報
実際にまとめ記事となった内容だね。レーシック手術失敗リスク・体験談というタイトルを付

けて、レーシックの危険性や良い症例ばかりではない事などをまとめてますね。

その他の記事はこんな感じ。

レーシック受けてから丸二日www:ハムスター速報

レーシックとSEO
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レーシックとぐぐると、上段PRと右サイドバーのPRがフルに表示されます。
このPR部分のワード単価を調べてみます。

結果はこんな感じ。クリック単価たかっ(‘A’)　だからアフィリエイトサイトでレーシック関係の
記事書く人が多いわけね。比較すると

ダイエットのワードは200円代

借金のワードが600〜700円のクリック単価なので、誰もが知っているワードではない固有な手術
名でクリック単価が1000円いくとはお金をかける理由があるんだろうね。
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人気検索クエリと注目検索クエリには、手術で問題になった事や失敗などのワードが目立ちま

すが、もう一度レーシックとぐぐっても

Googleレーシック検索結果
検索結果の１画面には体験談や失敗した時の例などが検索されることはなく、すべて業者のホー

ムページが表示される結果となってます。

もちろん、ハム速のホームページがまったく出てきません。

ちなみに検索窓にレーシックと入力すると

失敗やら後遺症という候補が表示されるんね。(‘A’)
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Twitterハム速がレーシック業者に惨敗
だいたいハム速で固有名詞を入れた記事って、その名詞のgoogle検索で１ページ目に出たりする
ことって結構普通なんだけど、レーシックだとまったく出ない。レーシック業者のSEO対策ペー
ジはマジですごい。がんじがらめに固まってる。

ガッチガチにSEOで固められたレーシックというワードでハム速が表示されないとツィートされ
た時ですね。現在、レーシック関係の記事を書いて約１ヶ月経過しましたが検索結果は変わらず

にハム速のサイト名すら１ページに表示されない状態です。

ちなみにレーシック失敗で4-5位くらいに表示してます。

あのハム速ですら対抗できないレーシック業者のページとは

そんな感じでちょっとだけ気になったので  SEOTOOLSのVS機能使ってレーシック業者の状態と
ハム速を比べてみました。

ハムスター速報｜SEOアクセス解析結果 - SEOTOOLS（SEOツールズ）
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レーシックというワードについては　超ビッグキーワードと表示され、ハム速は100位以下という
状態。

ハム速のトラフィックがすごいことになっているんですが、こんなモンスターサイトで特集して

も勝てないわけですね。

個人的にまとめ

ハム速がレーシック専門のまとめサイトでは無く　レーシックを特集したのはひとつの記事でし

かないので　サイトとして考えたら弱い部分だったのかももしれないけれど、色々と参考になる
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結果でございました。

レーシックと言わずに今後の特定ワードによる検索結果を統制することなんかは著しく考えられ

るわけだし、逆に言うとまっとうな事柄もネガティブに表現される懸念は含まれているわけです

わね。

今後Google+でもっと身近にソーシャルな部分が検索結果に反映された場合、どちらが上位に表
示するのか期待したい所です。(‘A’)おしまい。



CS-CART 大幅アップデートv2.2.1内容　iOSアプリの追加などv2.1系から大幅更新に
ついて

CS-CARTのユーザーズフォーラムが充実していて、随分とご無沙汰しておりましたCS-CARTネ
タでございます。

8/16に更新される大規模アップデートが　V2.1系からV2.2系と一新されるそうなので記事をかい
てみました。

日本語版V2.2.1の詳細については下記からどーぞ

V2.2系と大幅に機能追加があるみたい

CS-Cart日本語版 v2.2.1-jp-1のアップデート内容 | CS-Cart.jp開発者ブログ
今回のアップデートでは jQueryのバージョンアップやアドオンの追加など盛りだくさんですね。
大事そうな部分のみ強調してみました。

今回は管理者用パネルの刷新がメインです。

—————————————————————–
【凡例】

[+] – 追加
[*] – 改善
[!] – バグ修正
—————————————————————–
[+] 「入荷通知」機能を追加
[+] 「Janrain」アドオンを追加
[+] 「Twigmo」アドオンを追加

http://forum.cs-cart.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cf7442c3d1d8_14EA0/nodu000844.jpg
http://blog.cs-cart.jp/?p=3115


CS-Cart管理アプリTwigmo Mobile Admin1.0リリース | CS-Cart.jp開発者ブログ

[+] HTMLエディタを「CKEditor」と「TinyMCE」から選択可能に.
Demo | CKEditor

TinyMCE - Full featured example

これは使いやすそうな方を選べそうだね。

[+] 画像表示用ライブラリを「FancyBox」、「Lightbox」「prettyPhoto」から選択可能に.
Fancybox - Fancy lightbox alternative
LightBoxの使い方とカスタマイズ方法 | CSS Lecture
jQuery lightbox for images, videos, YouTube, iframes, ajax | Stéphane Caron – No Margin For
Errors
こんな感じだね。(‘A’)個人的には pretty photo が好きだなぁ。

[+] 購入手続き中のカート内商品表示機能を追加.
[+] 複数のCSSを統合する機能を追加
[+] 複数のMySQLデータベースに接続できる機能を追加
[*] 「カタログモード」アドオン: 「価格ゼロ商品」に関する通知機能を追加
[*] Google へのエクスポート機能を追加
[*] jQueryのバージョンを1.5.2に更新

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cf7442c3d1d8_14EA0/nodu000845.jpg
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[*] jQueryのバージョンを1.5.2に更新
CS-Cart(2.1系)でjQueryの最新版を使うTips - CS-Cart.jp ユーザーズフォーラム
2.1系で使えたこの方法は使えるのかしら。
[*] MySQLキャッシュエンジンのフィールド長を変更
[*] アドオンのインストール/アインインストール時に任意の関数を実行できる機能を追加
[*] アドオン管理 : CS-Cartのインストール時に指定したアドオンを自動インストールする機能を追
加

[*] アドオン管理 : アドオンのインストール用ルーチンを関数化
[*] アドオン管理 : アドオンの説明文を動的に表示する関数
“fn_addon_dynamic_description_ADDON” を追加
[*] インポート : 商品データのインポート時に既存の商品追加画像を削除する機能を追加
[*] ギフト券 : テンプレートの選択機能を改善
[*] ギリシャ語の言語セットを更新
[*] サイトマップの生成スピードを改善
[*] ショップフロントにおけるログインや会員登録時に「ユーザー名」フィールドに含まれたスペ
ースなどを自動除去する機能を追加

[*] ソフトウェア使用許諾契約の内容を変更
[*] データーフィード : オプション “無効な商品を除外” を追加
[*] データベースのリストア用ルーチンを関数化し、フックポイントを追加
[*] ピッカー : 新規エレメントを追加するリンクの表示位置をウィンドウの上部に移動
[*] ファイルアップローダー : アップロード失敗時の通知を追加
[*] フックポイント “delete_product_feature” を追加
[*] フックポイント “get_companies_list” を追加
[*] マイクロフォーマット “cm-trim” を追加
[*] メッセージのポップアップ表示に関するプロセスを最適化
[*] ロシア語のの言語セットを更新
[*] ロシア向けタイムゾーン情報を更新
[*] 管理者用パネルにおいて商品・顧客・注文・ページ・新着情報の横断検索機能を追加
[*] 管理者用パネルにおける “クイックメニュー” の非表示化を可能に
[*] 管理者用パネルにおけるメニュー生成ロジックを改善
[*] 管理者用パネルにおける権限チェックにおけるMySQLクエリ数を削減
[*] 管理者用パネルにおける注文一覧の表示スピードを改善
[*] 管理者用パネルのユーザーインターフェースを刷新
[*] 既存の画像と同名の商品画像ファイルをアップロードした際にもサムネイルを更新.
[*] 購入手続きのスタイルを「1ページチェックアウト」「カート表示付き1ページチェックアウト
」「複数ページチェックアウト」から選択可能に

[*] 商品が属するカテゴリーの追加機能を改善
[*] 商品削除前に動作するフックポイント “pre_delete_product” を追加

http://forum.cs-cart.jp/index.php?/topic/56-cs-cart21%E7%B3%BB%E3%81%A7jquery%E3%81%AE%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%86tips/


[*] 商品編集ページの「プレビュー」「管理者権限でプレビュー」リンクの表示位置を変更
[*] 注文ステータス : ステータス追加時にコード（A-Z)を自動割り当て。手動での割り当てを禁止
[*] 特定のアドオンの設定情報をアップデートする機能を追加
[*] 配送管理における配送情報登録ページに表示される運送会社コードを運送会社名に変更
[!] “http_host” の設定値と異なるURLがリクエストされた場合には404エラーが発生する場合がある
バグを修正

[!] “Package” スキンの スタイル “original phrase” に定義されたカラーを修正
[!] “お客様が「購入手続き」ボタン/リンクをクリックした場合に「カートの内容」ページに遷移さ
せる” が有効な場合には注文失敗するとエラーメッセージが表示されないバグを修正
[!] “商品型番” フィールドの最大長を64バイトに拡張
[!] 「Google analytics」アドオン : クッキー情報が欠落する場合があるバグを修正
[!] 「Googleサイトマップ」アドオン : SEOアドオンで「URLに言語コードを含める」を有効化し
ていると sitemap.xml にアクセスした際にトップページにリダイレクトされるバグを修正
[!] 「SEO」アドオン : “お客様が「購入手続き」ボタン/リンクをクリックした場合に「カートの
内容」ページに遷移させる” が有効化され、SEOアドオンが有効化されていると購入手続きが行え
ない場合があるバグを修正

[!] 「SEO」アドオン : SEOアドオン有効時にカテゴリーと商品のピッカーが正しく動作しないバ
グを修正

[!] 「SEO」アドオン : SEO用商品名が255バイトの場合に403エラーが発生するバグを修正
[!] 「SEO」アドオン : リクエストされたURLのパースができない場合にはPHPエラーが表示され
るバグを修正

[!] 「SEO」アドオン : 一部のURLが正しく変換されない場合があるバグを修正
[!] 「SEO」アドオン : 複数のローカライズにそれぞれ異なる言語が設定されている場合に、ロー
カライズを選択すると当該ローカライズにひもづけられていない言語が表示されるバグを修正

[!] 「Webmail」アドオン : ログアウト後の “管理者用パネルに戻る” リンクが常に “admin.php” を参
照していたバグを修正

[!] 「アクセス制御」アドオン : 「指定回数ログインに失敗すると当該IPからのアクセスをブロック
」機能が動作しないバグを修正

[!] 「アフィリエイト」アドオン : 「バナーの追加」ボタンが「商品グループ」タブにおいてのみ動
作するバグを修正

[!] 「インストール済アップグレード 」ページの内容が正しく表示されない場合があるバグを修正
[!] 「エクスポート」ページにおいて「レイアウトを保存」ボタンが正しく動作しないバグを修正
[!] 「カスタム商品」アドオン : カスタム用商品の追加画像が商品詳細ページに表示されないバグ
を修正

[!] 「カスタム商品」アドオン : ショップフロントに在庫数を表示する設定の場合、カスタム商品の
在庫数が正しく表示されないバグを修正

[!] 「カスタム商品」アドオン : 商品ページタブの表示方向を垂直に指定しているとカスタム商品に
おけるポップアップウィンドウが表示されないバグを修正



おけるポップアップウィンドウが表示されないバグを修正

[!] 「カスタム商品」アドオン : 商品在庫がゼロの場合に互換性クラスによるバリデーションが動作
しない場合があるバグを修正

[!] 「ギフト券」アドオン : カート内の小計が正しく表示されない場合があるバグを修正
[!] 「ギフト券」アドオン : ギフト券を有効化した際に商品名が空の状態でEメールが送信される場
合があるバグを修正

[!] 「ギフト券」アドオン : 無料商品において「数量」フィールドが無効化されるバグを修正
[!] 「ギフト登録」アドオン : イベントページにおいて商品オプション画像の代わりにメイン画像
が表示されるバグを修正

[!] 「ギフト登録」アドオン : 同時購入必須商品が登録されている商品をカートに追加できないバ
グを修正

[!] 「クイックサーチ」アドオン : w3c バリデーションを修正
[!] 「クイックサーチ」アドオン : 商品型番を更新してもクイックサーチに反映されないバグを修正
[!] 「セット販売」アドオン : メイン商品の価格がゼロの場合にカートに追加できず意図しないメ
ッセージが表示されるバグを修正

[!] 「セット販売」アドオン : 割引価格が正しく計算されない場合があるバグを修正.
[!] 「セット販売」アドオン : 在庫管理を行わない商品であっても在庫数にゼロが設定されている
とセット販売が設定できないバグを修正

[!] 「セット販売」アドオン : 商品にオプションが登録されている場合には商品詳細ページで意図
しないメッセージが表示される場合があるバグを修正

[!] 「タグ」アドオン : 空のリンクが設定されているタグが削除されないバグを修正
[!] 「バナー管理」アドオン : 管理者用パネルで指定したスタイルがテキストバナーに適用されない
バグを修正

[!] 「ポイント」アドオン : オンライン決済サービスを利用した際にポイントが正しく計算されない
場合があるバグを修正

[!] 「ポイント」アドオン : セット販売商品においてポイントが二重計算されるバグを修正
[!] 「ポイント」アドオン : 注文編集時に一部商品に割引が設定されているとポイントが正しく計算
されない場合があるバグを修正

[!] 「ほしい物リスト」アドオン : ほしい物リストに商品を追加した際のメッセージが自動で非表
示化されないバグを修正

[!] 「ほしい物リスト」アドオン : ログインしていないユーザーに対してほしい物リストへの商品
追加メッセージが表示されるバグを修正

[!] 「新着情報とメルマガ」アドオン : メルマガの編集ページでJavascriptエラーが発生するバグを
修正

[!] 「新着情報とメルマガ」アドオン : メルマガ編集時にCKEditor が正しく動作しないバグを修正
[!] 「新着情報とメルマガ」アドオン : メルマガ本文に”+” 記号が存在するとHTMLメールが正しく
表示されないバグを修正

[!] 「新着情報とメルマガ」アドオン : 管理者用パネルにおいて空の購読者リストを保存仕様とする



とPHPの警告エラーが表示されるバグを修正.
[!] 「注目商品ブロック」アドオン : オーバーライドフックを利用すると商品が表示されなくなる場
合があるバグを修正

[!] 「定期支払い」アドオンが有効化されていると商品ブロックにおける「カートに追加」ボタン
が正常に動作しないバグを修正

[!] 「統計データ」アドオン : データ量が多い場合に円グラフが正しく表示されないバグを修正
[!] 「配送用外箱に収めることのできる商品個数」をゼロに戻すことができないバグを修正
[!] 「返品管理」アドオン : ゲストユーザーが他のユーザーの返品申請や返品配送票を閲覧できるバ
グを修正

[!] 404ページに表示されるトップページへのリンクが正しくセットされない場合があるバグを修正
[!] CVV2コードにゼロ値を入力できないバグを修正
[!] Google Checkoutによる決済後にショップページに戻ると割引が適用されないバグを修正
[!] Google Checkout利用時にメールの送信プロセスが遅延すると注文が2件作成されるバグを修正
[!] Googleサイトマップ : サイトマップ生成時に非表示または無効な言語に関するリンクがカウン
トされるバグを修正

[!] HTML特殊文字が「注目商品ブロック」、「カートの内容ページ」、「商品に関する通知」お
よび「返品申請ページ」において正しく表示されないバグを修正

[!] MySQL5.5以上で「データフィード」アドオンをインストールするとMySQLエラーが発生する
バグを修正

[!] PayPal: 欠落していた通貨を追加
[!] PHP5.1.6利用時に言語を追加するとSQLエラーが発生するバグを修正
[!] イギリスの州情報を修正
[!] インストール : 誤った設定情報を登録するとPHPのnoticeエラーが表示される場合があるバグを
修正

[!] エクスポート : レイアウトの「ロード」ボタンが正常に動作しない場合があるバグを修正
[!] オプションを上から順に指定する設定の場合で、オプションの組み合わせが正しく設定できな
い場合があるバグを修正

[!] お客様の声 : デモデータが存在しないと管理者がお客様の声を作成できないバグを修正
[!] カテゴリー : 「ポジション」フィールドにゼロ値を入力しても保存されないバグを修正
[!] カテゴリー : 一部のアドオンでピッカーが正常に動作しないバグを修正
[!] キャンペーン : 管理者用パネルの商品一覧において商品価格が正しく表示されないバグを修正
[!] キャンペーン : 条件「に該当しない」が正しく動作しない場合があるバグを修正
[!] キャンペーンにより追加された配送方法が正しくソートされないバグを修正
[!] コメントとレビュー : 存在しないスレッドに対して投稿できるバグを修正
[!] コントローラー “order_management” へのアクセス権限管理が設定されていないバグを修正
[!] ショップフロントにおけるファイルアップローダーが動作しないバグを修正
[!] すべての商品の重量がゼロに設定された状態で配送方法の重量上限をゼロ以外に設定すると当
該配送方法がショップフロントに表示されなくなるバグを修正



該配送方法がショップフロントに表示されなくなるバグを修正

[!] ダウンロード商品 : 未完了の注文において商品をダウンロードできる場合があるバグを修正
[!] ダッシュボード : 最新のお客様コメントを削除してもダッシュボードに表示されるバグを修正
[!] トップメニュー追加時にポジションを登録しないと正しく表示されない場合があるバグを修正
[!] ピッカーが複数インスタンス存在する場合にカテゴリーピッカーが正常に動作しないバグを修
正

[!] ファイルアップローダーにおける “hide_server” 変数の値を意図せず書き換えられるバグを修正
[!] ブロックの位置変更が正しく処理されない場合があるバグの修正
[!] ブロック管理 : “個別のHTMLブロック” が指定されたブロックでは「編集」リンクが表示されな
いバグを修正

[!] ブロック管理 : ブロックを割り当てたカテゴリー数が定数 “CATEGORY_THRESHOLD” に定義
した値より大きい場合、「xx件割り当て済み」リンクに表示される件数が正しくないバグを修正
[!] ユーザーグループ : 「定期支払いの管理」権限が与えられていない管理者は新規ユーザーグルー
プを作成できないバグを修正

[!] ユーザーグループ単位での統計情報が管理者の属するユーザーグループにかかわらず閲覧可能
となっていたバグを修正

[!] ルート管理者に対しても「削除」用リンクが表示されていたバグを修正.
[!] 一括印刷において不要なページが印刷される場合があるバグを修正
[!] 一部のサーバーにおいて一部の通知メールが送信されないバグを修正
[!] 一部のユーザー作成ページでセレクトボックスにデフォルト値が設定できないバグを修正
[!] 画像 : 商品に複数の画像が登録されている状態でオリジナル画像と同一の拡張子でサムネイル
を作成しようとすると1枚目の画像の拡張子が適用されるバグを修正
[!] 管理者が最後に登録した商品をユーザーが購入するとPHPのnoticeエラーが表示されることが
あるバグを修正

[!] 管理者用パネルにおいて商品情報を検索した際に、商品詳細ページから検索結果に戻れないバ
グを修正

[!] 管理者用パネルのテキストフィールドに表示されるヒント欄に不要な正規表現が適用されてい
たバグを修正

[!] 関数 “fn_https_request” が正常値以外の “$data” パラメータも処理していたバグを修正
[!] 関数 “smarty_function_split” が未定義の変数をしていたバグを修正
[!] 言語と通貨コードが同一の場合に通貨選択欄に言語が表示される場合があるバグを修正.
[!] 言語の追加時にステータス「非表示」が選択できないバグを修正
[!] 購入手続きの最終ステップでチェックボックス型のオプション選択内容が表示されないバグを
修正

[!] 在庫ゼロの商品について、オプションのコンビネーションが設定されていない状態で「オプシ
ョン単位で管理」が選択されてしまいショップフロントで意図しないエラーメッセージが表示さ

れるバグを修正

[!] 在庫管理をしない商品において設定した「販売単位」が正しく動作しないバグを修正



[!] 商品データをインポートするとすべての商品の配送関連パラメータが更新されるバグを修正
[!] 商品に登録されたファイルの説明文が多言語対応していないバグを修正
[!] 商品に複数のカテゴリーが登録されている場合に、商品詳細ページに表示されるパン屑リスト
が常にメインカテゴリーのものとなるバグを修正

[!] 商品の一括アップデートを行う際に配送情報に関するパラメータがクリアされるバグを修正
[!] 商品の追加情報に設定されたSEO用名称が追加情報を削除に伴い削除されないバグを修正
[!] 商品画像が登録されていない商品データは “image_link” フィールドも空にしないとエクスポー
トできないバグを修正

[!] 商品型番のみのファイルをインポートできないバグを修正
[!] 数量割引のインポート/エクスポートにおいてデフォルトのユーザーグループがインポート/エク
スポートできないバグを修正

[!] 注文確認書において複数のEメールアドレスを正しく表示できないバグを修正
[!] 注文内容に変更を加えるとギフト券に関する情報が保持できなくなるバグを修正
[!] 長すぎる商品型番に対するインポート/エクスポート時の警告メッセージを追加.
[!] 通貨コードと通貨名を同時に変更すると通貨名の変更が反映されないバグを修正
[!] 配送管理 : 配送対象の商品データが削除された状態で配送情報を登録すると商品名が正しく表
示されないバグを修正

[!] 配送方法 : カートページから購入手続きページに移動する際に送料が変更されていないにもかか
わらず “送料が変更されました” というメッセージが表示されるバグを修正
[!] 配送方法 : カート内に無料商品が含まれると送料が正しく計算されない場合があるバグを修正
[!] 販売レポート: 一部のレポートでデータの重複が発生していたバグを修正
[!] 保存されて検索条件を使用すると「受注処理未了」の注文が表示されないバグを修正
[!] 翻訳モードを無効化した際に意図しないメッセージが表示されるバグを修正

っという感じでございます。それにしても非常に多い更新内容と大幅改善ですね。インターフェ

イスもだいぶ変更されるようなので、これまたリリースされたらレビューしてみたいと思います

。(‘A’)おしまい。



2011.7月の人気記事と今月のお気に入りサイト

毎月恒例のアクセスが多かった記事と７月あったニュースなんかをまとめて紹介する記事でござ

います。

今月でこの企画も４回目となり、あっという間に2011も半分が終了、７月終わっているのをこの
記事書いて思い出した馬鹿っぷりでございます。

そんな激動の７月にあった事などの詳細については下記からどーぞ

2011年7月は何があったんでしょうか。

さて、簡単に７月を振り返ってみたいと思います。

痛いニュース(ﾉ∀`) : 松本復興相 「（後から入った宮城県知事に）お客さんが来る時は、自分が入
ってから呼べ」 – ライブドアブログ
７月入ってすぐにお祭り騒ぎとなった松本復興相が波紋を呼びましたね。

和田さんがブログで書いたように言葉さえ選んで発言すれば、さほど非難の対象とならずに済ん

だように思えます。

まぁ、個人的に印象的だったのマスコミ封じ『これ書いたら終わりだから』は印象的でしたね。

色んな意味でｗ (‘A’)

Google+(プラス)プロジェクトに参加できたので、いろいろ使ってみました。:susi-paku web
あとは　VS　facebook　という熾烈な争いが始まりそうな Google の新SNS　Google +　のサー
ビスが開始されましたね。（クローズベータ：招待制）

自分も絶賛利用中でございまして、賛否両論ありますが　twitter と　facebook　の良さを足して2
で割った使い勝手、現在検討中ではありますが通名（ニックネーム）可能と利用者は今後増えて

http://www.susi-paku.com/gekkan.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/44162b96d641_F8D7/6b78a6f7_2.jpg
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1638449.html
http://weblogs.trancedive.com/weblog_1309985118.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/44162b96d641_F8D7/nodu000657.jpg
http://www.susi-paku.com/pakugoogle-1.html


いきそうな感じだね。うちのサイトを見て招待希望のお問い合わせくれた人も30人近くおりま
して、みんな注目しているのだなぁっと素直な感想です。(‘A’)

なでしこジャパン優勝ｷﾀ Y⌒Y⌒(ﾟ∀ﾟ)⌒Y⌒(｡A｡)⌒Y⌒(ﾟ∀ﾟ)⌒Y⌒Y !!! - footballnet【2ちゃんね
るのサッカーニュースまとめ】

もちろん、このニュースも忘れちゃいけませんね。女子ワールドカップ日本代表優勝でござい

ます。(‘A’)
twitter の1秒当たりのツイート数（TPS）が7196件という記録をたたき出した、興奮の瞬間だっ
たね。この後、痛いニュース(ﾉ∀`) : 法政大学生がなでしこ熊谷との合コン内容をツイッターで
暴露…ネットで祭りに - ライブドアブログ　なんかもあったよね。

B’zのライブを「Ustream」で全世界へ無料配信 / ハチヨンイズム
B’ｚがUstreamで生ライブを配信しましたね。北米ツアーの様子なだけに、日本での放送は平日の
昼間という時間帯だったのにも関わらず視聴者数５万を超える大盛り上がりでした。twitter のTL
もB’z祭りでしたね。(‘A’)
接続数の表示や品質（音声・回線）など、メディアのあり方が変わっていくのだと感じた瞬間で

した。

痛いニュース(ﾉ∀`) : 「遺体がない」 中国鉄道事故の家族訴え…死者39人、不明者の説明なし - ラ
イブドアブログ

最後に中国高速鉄道事故はひどかったね。事故　→　調査しないで埋める　→　死体が少ない　

→　批判され掘り起こす　→　掘り起こされた跡地を漁る住民　という中国人の民度がよくわか

るニュースでしたね。それにしてもSNSの普及によって当局の情報統制ができていないのが露呈
してましたね。

2011.7月アクセスが多かった記事ベスト5

それでは、７月に書いた記事でアクセスが多かったのを紹介していきます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/44162b96d641_F8D7/nodu000828.jpg
http://2chfootball.net/2011/07/-yyyayyy.html
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1644480.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/44162b96d641_F8D7/nodu000830.jpg
http://84ism.jp/archives/14449
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/44162b96d641_F8D7/nodu000829.jpg
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1646512.html


第5位：懐かしのFLASH全盛期で使われていた曲などを作業音としてまとめてみました。:susi-paku web

FLASH職人時代に流行ったクールな曲をまとめてみた記事だね。今から8-9年前くらいの作品の音
源を使っていたりと　クリエイターさんからはあの頃を思い出すなんてコメントをもらいました

。

第4位：デートの前に！高麗人参エキスなどが配合されたペプシエナジーコーラを飲んで燃え上がってみた。:susi-paku
web

定期的に販売されるペプシの企画品のレビューですね。完全に飲めない一品ではないのだけれど

　飲み終わった後に鼻から抜ける漢方のような臭いがきつかった (‘A’)

第3位：Google+(プラス)プロジェクトに参加できたので、いろいろ使ってみました。:susi-paku web

Google プラスに招待されて初めて使ってみた感想を書いた記事だね。サークルの概念が全然わか
らなくて、mixiで言うコミュニティみたいな感覚なのかと操作していました。

第2位：pasmoの名前記入にHNを入れて磁気により使用できなくなった件について書いてみた。:susi-paku web

http://www.susi-paku.com/pakuflash.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-70.html
http://www.susi-paku.com/pakugoogle-1.html
http://www.susi-paku.com/pakupasmohn.html


pasmo　をHNで作る　→　磁気により使用不可　→　再発行の手続きする　→　本人証明できな
い　→　オワタ　という馬鹿っぷりな記事。まったく参考にならないのに沢山閲覧されましたｗ

第1位：Google+(プラス)実名登録は必須なの？アカウント削除されるの？などの対策や気になる事をまとめて
みた:susi-paku web

ニックネームを使用してGoogle+を利用していたところ　アカウントの削除をされた（＠海外）
との情報からGoogle +　も(facebookと同様）実名登録しないと利用できないのか？っと話題に
なり、結局昔から使われていて本人だとわかる通名であれば使用できると協議されたって記事

です。

一応対策として、自分のプロフィールを書くとかリンク貼るなどの対策なんかも書いてます。

というわけで、今回のベスト5にGoogle + 記事が2つも入りまして、なかなか注目されているのだ
と実感。今後もGoogle+関連の新しい情報について記事化していこうと思っていますのでお楽し
みに！引き続きうちのブログ見てて　Googleプラス　やりたい人は遠慮なく招待しますんで
、Twitter　もしくは、susi-paku web -お問い合わせフォーム-　まで連絡くださいね。

今月の気になるお気に入りサイト

それでは７月に気になったサイトをまとめてみました暇な時にでもどーぞ

なるほどフムフム系

熱帯夜でもエアコンをつけずに、少しでも涼しく快適に寝る方法 | コリス
あの虎たちは今？「マネーの虎」出演者の現在 - NAVER まとめ
糖尿病の怖さを知らない奴ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ : ヴィブロ
「疲れた」が口癖のやつ。周りを引かせてるから自重しろ。 | ライフハックちゃんねる弐式
普段使いの銀行を見直して、年間数千〜数万円節約しよう！ | おまえは今までスキャンした本の冊

http://www.susi-paku.com/pakugooglehn.html
http://twitter.com/#%21/susipaku
http://www.susi-paku.com/form.html
http://coliss.com/articles/life/how-to-sleep-confortably-on-a-hot-night.html
http://matome.naver.jp/odai/2130975725893354701
http://gasoku.livedoor.biz/archives/51749818.html
http://lifehack2ch.livedoor.biz/archives/51265396.html
http://ushigyu.net/2011/07/05/bank_choice/


数をおぼえているのか？

本当は節電効果がない6つのこと【無駄】 - NAVER まとめ
モチベーションの源泉：何のために働くのか、転職か起業か - Social Change!
【悪用禁止】騙しのテクニック12選 – ロケットニュース24（β）

カクカク速報:【動画】新しく発見された目の錯覚 「顔の歪み効果」が面白い件
ガチで交通事故にあった奴にしか分からない事 働くモノニュース : 人生VIP職人ブログwww
色んな広告掲載料集めました。 | Maka-veli.com
9割がバイトでも最高のスタッフに育つ ディズニーの教え方 の要点まとめ〜ブクペ〜

ワロタ面白ネタ系

会社のホームページのソースコードが恐いと話題に｜VIPPER速報◆ゆづか姫公認まとめブログ
「皇潤」、宣伝しすぎて利益まったく出ず、社長ら取締役全員クビ - (´A｀)＜咳をしてもゆとり
カクカク速報:「マネーの虎」安田久氏のエイチワイシステム、破産でフィニッシュです
日本人のテトリス動画に外人驚愕　「こんなの人間技じゃない！」 | ニュース２ちゃんねる
世界13ヶ国の子供部屋　東京なにかおかしい : ガハろぐNewsヽ(·ω·)/ｽﾞｺｰ
まとめたニュース:日本の20年後の未来を冗談抜きで予想してみるスレ
遂にバック転成功！ドアラの一軍復帰の様子をまとめた - NAVER まとめ
【定期】横浜ベイス　自力優勝消滅 : ガハろぐNewsヽ(·ω·)/ｽﾞｺｰ
フランスのJapan Expo2011がヤバイ:ハムスター速報
女に彼氏が居ないこと前提で話してくる男

外人「日本の花火綺麗すぎｗこれが本物か。アメリカのは糞下手」

米トヨタが初音ミクさんのCM第2弾を公開！もはや車のCMじゃない... : ガハろぐNewsヽ(·ω·)/ｽ
ﾞｺｰ

明らかにぼったくりなもの｜Hyper News 2ch
無理な追い越しをした上に逆切れしているDQNバイク乗りの動画が面白すぎると話題に : 【2ch】
コピペ情報局

ニコニコ動画のライブハウス「ニコファーレ」が完成！これは凄すぎワロタｗ:1000mg
【爆笑注意】死ぬ程笑えるコピペ:哲学ニュースnwk
youtubeの面白い動画くれ:哲学ニュースnwk

ニュース・情報系

堀江被告刑務所内でも年収1000万
「殺されたいのか、ババァ！」 タバコ注意してきた２４歳女性を、泣きじゃくる子供の目前で暴
行→逮捕のＤＱＮ中学生、反省薄く にゅーすde２ちゃん反応☆
「書いたら、その社は終わりだから」 松本復興相「脅し」に屈しなかった地元テレビ : J-
CASTニュース

http://matome.naver.jp/odai/2130959723991300001
http://kuranuki.sonicgarden.jp/2011/07/post-17.html
http://rocketnews24.com/2011/07/06/110140/
http://blog.livedoor.jp/pachineet/archives/2884296.html
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-4072.html
http://maka-veli.com/AdCost.html
http://bukupe.com/summary/641
http://vippers.jp/archives/3773951.html
http://yutori2ch.blog67.fc2.com/blog-entry-2822.html
http://blog.livedoor.jp/pachineet/archives/2862955.html
http://news020.blog13.fc2.com/blog-entry-1623.html
http://blog.livedoor.jp/funs/archives/52008642.html
http://blog.livedoor.jp/booq/archives/1454807.html
http://matome.naver.jp/odai/2130991852896887601
http://blog.livedoor.jp/funs/archives/52008871.html
http://hamusoku.com/archives/5188799.html
http://anond.hatelabo.jp/20110701131049
http://alfalfalfa.com/archives/3741414.html
http://blog.livedoor.jp/funs/archives/52007075.html
http://hypernews.2chblog.jp/archives/51386610.html
http://news.2chblog.jp/archives/51621274.html
http://1000mg.jp/archives/51699455.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/3863446.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/3865958.html
http://huteikisokuhou.blog116.fc2.com/blog-entry-1322.html
http://newsde2tanhanrou.seesaa.net/article/212644106.html
http://www.j-cast.com/2011/07/04100429.html?p=all


ウナギ→ 実は謎の生物 →おまえらこんな気持の悪い物食べてるんだぞっ : ガハろぐNewsヽ(
·ω·)/ｽﾞｺｰ
絶対マネしたい！Facebook先進国の4事例から学ぶ『極めて』ソーシャルなFacebookページの使
い方:ガイアックスソーシャルメディア ラボ／Facebook・twitterの企業利用法についての研究機関
【mixi】大型コミュニティ管理人をそろそろ助けて欲しい件 | エアロプレイン - 雑学ブログメディ
ア

【アフィ】　『はちま起稿』と『オレ的ゲーム速報＠刃』の年収は１０００万円

IT・WEB関連系

FacebookはSkypeと提携してブラウザ内ビデオチャットを来週立ち上げる
海外在住Web屋の私のまわりで最近話題の5つのWebサービス | Webクリエイターボックス
Photoshopを本気で使い倒せば画像はここまでイジくれるという10個の例 – GIGAZINE
カクカク速報:セブンイレブン全店で月額210円の公衆無線LANサービスｷﾀ━━━━(
ﾟ∀ﾟ)━━━━!!
自分の描いた絵を簡単に共有できるペイントツール 「drawlr」 « らくがきちょう
HTML5、CSS3に関する情報まとめ。リファレンス情報、辞典サイト、CSSジェネレーター、
Validatorなど知識〜活用まで - YATのBlog
[CSS]わずか1KBのスタイルシートでもここまで美しいレイアウトができる -CSS1K | コリス
ホームページ作成って暴利すぎない？工事屋さんが１日汗水流して五万くらい。シ... - Yahoo!知恵
袋

おさえておきたい国際広告賞2011　おさらい | KAYAC DESIGNER'S BLOG - デザインやマークア
ップの話

１人でWebサービスを作ってみて失敗した３つのこと « takashi178.me
Google+(グーグル・プラス)の投稿がインデックスされ始めた | 海外SEO情報ブログ
日本のAndroidのカメラアプリFxCameraは1,000万ダウンロード達成でも稼ぐ広告費は月額60万
円

(‘A’)！怖い系

【閲覧注意】死ぬほど洒落にならない怖い話を集めてみない？『カルト宗教の性奴隷』『不気味

なモノ』:哲学ニュースnwk
【閲覧注意】死ぬ程洒落にならない怖い話を集めてみない？『時給3000円のバイト』『笑顔で
自殺』:哲学ニュースnwk
めちゃくちゃグロいサメ見つかる　メキシコで｜Hyper News 2ch
放射線量の測定結果をブログで公開していた自民都議会議員、遺体で発見される : ニュー投
【閲覧注意】左半身が痙攣→手術したら脳内に23cmの寄生虫 : 【2ch】コピペ情報局

動画系

http://blog.livedoor.jp/funs/archives/52007831.html
http://blog.livedoor.jp/gx_socialmedia_lab/archives/2885300.html
http://airoplane.net/2011/03/09/mixi-community-12.html
http://huteikisokuhou.blog116.fc2.com/blog-entry-1376.html
http://jp.techcrunch.com/archives/20110701facebook-will-launch-in-browser-video-chat-next-week-in-partnership-with-skype/
http://www.webcreatorbox.com/webinfo/overseas-popular-web-services/
http://gigazine.net/news/20110705_awesome_photoshop/
http://blog.livedoor.jp/pachineet/archives/2875005.html
http://rakugakichou.com/2011/07/11/drawlr/
http://wp.yat-net.com/?p=1917
http://coliss.com/articles/build-websites/operation/css/css-css1k.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1166559711
http://design.kayac.com/topics/2011/07/award2011.php
http://takashi178.me/2011/07/%EF%BC%91%E4%BA%BA%E3%81%A7web%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%A6%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%93%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%81%93/
http://www.suzukikenichi.com/blog/google-has-begun-to-index-goolge-plus-posts/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=FeedBurner
http://jp.techcrunch.com/archives/jp20110728fxcamera-10million-downloads/
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/3828004.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/3854824.html
http://hypernews.2chblog.jp/archives/51384012.html
http://newtou.info/entry/5409/
http://news.2chblog.jp/archives/51620469.html


うんうん、バイクならしょうがない・・・

ストリートドラマー

超絶ハーモニカ　こういう一芸は素直にすごいと思う。

というわけで、2011年８月もよろしくお願いいたします。(‘A’)おしまい



GIGAZINEが酷評！お茶に炭酸を入れた&rdquo;生茶スパークリング&rdquo;を試飲し
てみましたレビュー

何だか、『体験した事の無い味』という大豆に炭酸を入れたSOYSH　とか、『甘くないコーラ』
ペプシドライ　など、斜め上いく飲み物が流行っておりますね。

結局は注目を浴びる為の一発屋的な商品だと思うんですが、まさかキリンから生茶の炭酸が販売

されるとは思ってもみなかったわけです。(‘A’)
ほんのりあまいゆずの香り生茶スパークリングの試飲レビューは下記からどーぞ

お茶に炭酸とか、、どうなの・・・

キリンビバレッジから絶賛販売中の生茶スパークリング

キリンビバレッジ | キリン 生茶 ザ・スパークリング
生の新芽のあまみとみずみずしさを、微発泡の心地よさとゆずの香り(無果汁)にあわせた、ほんの
りあまい低カロリーの微発泡茶です。みずみずしい味覚と微発泡の爽やかな刺激をお楽しみくだ

さい。

微発砲茶という新しいジャンルを開拓しそうな商品説明が記載されております。(無果汁でゆずの
香りがして、砂糖を加えられた新芽のあまみ、だね。)
夏休み中コンビニでバイトしている弟（高校生）に売れ行きを聞いてみたら、お昼にめっさ買わ

れてたとの事でございます。(‘A’)　みんな興味津々なんだろうね。

飲んだ人たちの酷評がすごい

http://www.susi-paku.com/pakusoyshtonika.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-60.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e21e7f797fbe_2C/nodu000824.jpg
http://www.beverage.co.jp/product/carbonic/sparkling.html


GIGAZINEさんの試飲レビューでは、

どうしてこうなったと叫びたくなる「キリン 生茶 ザ・スパークリング」 – GIGAZINE
どうしてこうなったと叫びたくなるというタイトルで商品を紹介。めずらしく直接的にうったい

かけるタイトルでございます。

生茶の今回の冒険は残念な結果に終わってしまいましたが、緑茶飲料の可能性を広げようとする

キリンのフロンティア・スピリットには敬意を表したい気持ちです。

という著者のレビュー結果ではありましたが追伸で

記事完成後、「ゆず茶が好き」という編集部の女性社員がこれを飲んだところ、「これはいける

。リピートしてしまうレベル」との感想を述べました。

十人十色という感じな商品なのね。('A')

キリン 生茶 ザ・スパークリング 500ml×24本
さて、お次はamazon で販売中の生茶スパークリングの評価ですが、

低すぎワロタ　(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e21e7f797fbe_2C/top_2.jpg
http://gigazine.net/news/20110727_namacha_sparkling/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B005CMI8EQ/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e21e7f797fbe_2C/nodu000825.jpg


まずっ　っという単語がたくさん登場するレビューとなっております。そんなにまずいの

かよっ、、

それじゃ Twitter の人たちの感想はどうなんだろうか

Twitter生茶スパークリング/検索
こちらは賛否両論な感じなのね。(‘A’)　これは興味深いですな。

生茶スパークリングをぐびぐびしてみます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e21e7f797fbe_2C/nodu000826_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e21e7f797fbe_2C/nodu000827.jpg
http://twitter.com/#!/search/%E7%94%9F%E8%8C%B6%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0


きっと、本来の生茶の売り上げを伸ばす為にあえて注目させる商品を開発したのだろうと、釣ら

れて通常の生茶も購入。

比べてみるとスパークリングの方が背丈がちょっとだけ低いんですね。

１日のはじまりにみずみずしい刺激という名目、通常の生茶に書かれているどのような茶葉が使

われているかという表記はありません。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e21e7f797fbe_2C/R0017556.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e21e7f797fbe_2C/R0017558.jpg


こちらが成分ね。カラメル色素でお茶っぽい色合いをだしながら、砂糖を入れて甘くしています

。

『砂糖はいってるのかよー』っとこの間ファンタを一気に飲みしたら胃もたれがひどくて何もで

きなかったトラウマを思い出すわけです。

厚生労働省のよって定められた栄養表示基準によると「カロリーゼロ」「ノンカロリー」の定

義は、「食品100g（液状100ml）当たり5kcalに満たないこと」というものです。
14kcalとぎりぎりカロリーゼロとして表記できませんでしたな。っていうか、お茶として14Kcal
ってどうなの・・・

グラスに注いでみます。微炭酸と記載されているんですが見た目は結構なシュワシュワ

ゆずの香りは気持ち臭うくらいかな。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e21e7f797fbe_2C/R0017575.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e21e7f797fbe_2C/R0017576.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e21e7f797fbe_2C/R0017564.jpg


通常の生茶（コラーゲン入り）はこんな色合い。やっぱりお茶って感じだね。

さて、飲んでみた感想ですが　期待していた人すみません。。普通に飲めちゃいました。(‘A’)
確かに炭酸は強くないし、ゆずの味が先行し過ぎてお茶というより薄めたヘルシアスパークリ

ングって味わいで、飲み終わった後に鼻から抜ける一瞬『あっ、お茶』って感じる飲み物となっ

ておりますが　ぐびぐびとはいかないまでも　どうしてこうなった　と叫ぶより　なぜ生茶とネ

ーミングした　と叫びたくなる味の商品でございます。

個人的にゆずが好きだから　抵抗なく飲めたのかもしれないですね。以前ペプシが販売した　ペ

プシしそ　とか飲んで、美味しいと感じた人は飲めるのじゃないかなっと。

ランチパックのメロンソーダ味とSOYSHを超える味では無い事だけは確かです。
 
んで、丁度社内で仕事しているときに飲んだので　ついでだから他の人の声を聞かせてもらおう

と飲ませてみたら。

『げーまっず・・・』　『ふーん　ふむふむ、まぁまぁ』　

ガタッ！『ちょっとコンビニ行ってくる！』っというレビューは無かったけれど、全員が首を斜

めにする味わいでございました。

５歳の男の子に飲ませたら　『なにこれまっじー』っと言われました。ちょっと大人の味なのか

もしれないですな 、キリンだけにね。
 
ってなわけで、１回買ったら次は買わないであろう生茶　ザ・スパークリングを飲んで　自分は

他の人と味覚は正しいのかトライしてみてはいかがでしょうか (‘A’)ノおしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e21e7f797fbe_2C/R0017570.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e21e7f797fbe_2C/R0017580.jpg
http://www.susi-paku.com/pakupost-71.html
http://www.susi-paku.com/pakusoyshtonika.html


自分だけのフォントが作れる！手書きでフォントを利用して絵文字なんかを作ってみ
たよ

自分だけのオリジナルなフォントが欲しいなーっと前から思っておりまして、ペンで書き出した

文字をスキャナーで読み取り保存できるのないかと探していたら”手書きでフォント”というなかな
か良いソフトがあったんで紹介します。

ドット絵で書いていくタイプと違って楽ちんでございます。

手書きでフォントについての詳細は下記からどーぞ

武藤システム書きでフォント

オリジナルフォントを作ってみる。

無料で配布されている手書きフォントとかが増えてまいりまして、

無料の日本語手書きフォントいろいろ！明朝体やゴシックに飽きたら使える便利な16書体を
紹介:susi-paku web
自分だけのフォントを作ってみたいなーっと探してみました。

http://musashi.or.tv/tegakidefont.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000817.jpg
http://www.susi-paku.com/paku16.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000818.jpg


FontStruct | Build, Share, Download Fonts
この　Fontstruct はオンライン上でオリジナルフォントが作れるサービス。
ドット単位でフォントを作り上げていくので、書いた文字を利用していくという形ではないね。

Font Generator - Make Your Own Handwriting Font With Your Fonts
求めているのに近いサービスとしては、海外だけどもこんな感じだね（今は完全に有料になって

ます、昔無料だったのに・・・）。プリントアウトした紙に鉛筆で文字を入力し　入力した文字

がフォントになるという形。

日本で販売されているソフトで、紙に書いた文字をフォントにしてくれる代表的な物は

おれん字 2
 

まるで手書き PLUS (説明扉付きスリムパッケージ版)
この辺のソフト。体験版を利用してはみたけれど手書きからの読み取り精度がいまいち・・・

　ちょっと古いソフトだからか・・・っと残念。

手書きでフォント

多分これもあんまし良くないだろうなぁ・・・っと思いながら、武藤システムさんから販売され

ている手書きフォント（体験版あり）を利用してみたら、なかなか使いやすく精度も良く満足の

http://fontstruct.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000819.jpg
http://www.yourfonts.com/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000205OKE/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000J3EXQA/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000820.jpg
http://musashi.or.tv/tegakidefont.htm


いくレベルでした。

自作したフォントは配布することもできるので、自分だけのオリジナルフォント集みたいな配布

サイトも作れそうですね。(‘A’)

手書きでフォント使ってフォント作ってみる

公式サイトから体験版をインストールしてソフトを起動してみます。

全角文字が大量に登録されています。体験版では使えないけれど半角文字も登録されているので

アルファベットのみでの利用もできそうだね。(‘A’)

書き出しする為の原稿を印刷します。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000778.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000821.jpg


書き出しされたのがこれ。とりあえずひらがなのみ

ここに、サンプル文字を参照して文字を書いていきます。上から鉛筆・筆ペン・ボールペンとペ

ンを変えて書いてみました。三段目は絵文字となっておりますｗ

書いた原稿をスキャナーに乗せてソフト上で読み取りを行います。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/R0017511.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/R0017514.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/R0017516.jpg


解像度を上げて、グレースケールでの読み取り推奨。

鉛筆などで書いた場合スキャナーの設定によっては薄く表示されちゃうので

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000782.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000783.jpg


こんな感じでスキャナーの解像度数値を高くしたりと読み取りを行えばOK。意外と精度はいいの
で満足。

先ほどスキャンした画像をソフト上で読み込み、フォント名や著作権表示の項目に入力すると自

動的にフォントが生成されます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000822.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000823.jpg


出来上がったフォントは右クリックでインストールできます。

フォトショップなどのソフトからテキストを開くと上記のようにフォントが追加されているのが

わかるね。

さっそく書いてみた。きちんとキーボードで入力する文字に対応されているので完璧だね。

絵文字のフォントが利用できるのって大きいなぁ。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000786.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000785.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000788.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000789.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ad668efaf65b_5846/nodu000790.jpg


っというわけで体験版でもここまで利用できますんで、興味がある人はぜひ自分だけのフォント

を作ってみてはいかがでしょうか？(‘A’)ノ



Google+(プラス)実名登録は必須なの？アカウント削除されるの？などの対策や気にな
る事をまとめてみた

先日、Yahooのトップにも掲載されたGoogle+大量アカウントの削除により『Google plus も実名
登録じゃなくちゃいけないの？』っと一気に不安が広がりを見せましたね。

この間書いた　Google+(プラス)便利なツール・招待や仕様など　の記事を読んだユーザーさんか
ら招待などのお問い合わせを数件頂いたんですが、実名登録の事を聞かれる方が多かったので、

現状などをまとめてみました。

7/27　Google+の実名ポリシー問題、改善へ　アカウント停止前に警告、ニックネーム表示可
能に - ITmedia ニュースを追加しました。
8/25 Google+ の新機能、「認証済みバッジ」 - スラッシュドット・ジャパン　の可能性があると
の事です。

Google + 実名登録についての詳細は下記からどーぞ

Google +(プラス)　は実名登録制なの？

susi paku - Google+
絶賛、susi paku で利用させていただいております Google Plus なわけですが、実名登録の話題が
盛り上がっていますねぇー。

facebook では　寿司　朴　という名称で登録したら２週間で抹消されたので　Google +　は通名
許可にしてもらいたいわけですが、今回の実名話題が取り上げられているのは　大量のアカウン

ト削除が行われたという事なんですね。

http://www.susi-paku.com/pakugoogle-2.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1107/27/news041.html
http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=11/08/23/0012219
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0ae49bafb6ee_14F35/nodu000801.jpg
https://plus.google.com/u/0/105120497190931676514/posts
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0ae49bafb6ee_14F35/nodu000802.jpg


「Google+」、大量のアカウントを削除--本名使用に関するポリシー違反が理由か - CNET Japan
記事を読むにネット上の著名人も対象にアカウント停止処分を食らっている事から、登録された

名称により　明らかに人物ではない呼称の文字が使われているアカウントを対象としたっぽいで

すな。

CS-Cart Shopping cart software - Google+
法人登録はスタートしていないにも関わらず、ショッピングサイトの構築ソフトとして紹介して

いる CS-CARTさんが登録されていたりするので　この辺の差別化によるアカウント停止とかな
らわかる気はするんですがね。(‘A’)
（ちなみに 「Google+」法人アカウントテスト、申請が殺到—だそうです。）

もしもアカウント停止処分になったら・・・

アカウント停止処分になった場合、アカウントは削除されるわけでなく Google +　を利用できな
くなるそうなので、一定の手続きを行えば復活もできるそう。

その点はFBのように容赦なくアカウントロック（実質削除）するわけではない分、救いがありま
すね。

ミキハラシホウ子 - Google+
興味深い内容ですねー。要するにニックネームで登録していても、それが匿名であるのかGoogle
+を利用する以前から使用してたニックネームなのか　を証明すればアカウントを復活してもらえ
るそうなのですよ。(‘A’)
この方の場合、facebookのプロフィールリンクなんかが有効って書いてましたけれど。他に
もWEBサイトとか、ニックネームで制作した著作物なんかも有効な感じですね。
要するにGoogle側は匿名で利用している人間なのか、そうではない人間なのかを判断したいの
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でしょうね。

Googleプロフィールを「限定公開」していると、7月31日に削除されることが判明 – ロケッ
トニュース24（β）

７月31日からは限定公開となっているプロフィール部分が公開になる点など、特に匿名で利用し
ているユーザーの排除も考えられますわね。

個人的にはプロフィール部分も検索対象にしてくれると同じ趣味の人と繋がり合える可能性が増

えるのでお願いしたいところなんですがね。(‘A’)

結局、実名登録については今後どうなの？

先日、非公式ではありますがGoogle幹部の方が実名登録について語りましたね。

グーグル幹部、「Google+」での本名使用について語る - CNET Japan
Google+が本名使用を推奨する目的は、実際の名前や正式名にこだわっているのではなく、「一
般名称の使用を義務づけて、奇妙な方法で自分の名前を綴る人々を排除することが目的だ。例

えば、上下逆さまの文字や『god』のように明らかな偽名を使う人々だ」と説明した。
という事から、完全に実名を登録するという意味ではなく、あくまでも匿名の人物を排除したい

とうかがえる内容だよね。(‘A’)
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Sho Miyano - Google+
use the name your friends, family or co-workers usually call you
名前は友だち、家族、同僚から普段呼ばれているものを使用してください

っという規約がGoogle　+　にはあるようです。これは要チェックやね。(‘A’)
7/27　には即アカウント停止の処分が不適切だったと認めてGoogle+の実名ポリシー問題、改善へ
　アカウント停止前に警告、ニックネーム表示可能に - ITmedia ニュース　アカウント停止前に警
告されるようになりました。(‘A’)

ニックネームでGoogle+を使っていくには

以上の事を自分なりにまとめてみるとですね。Googleプラスは実名が必須項目では無いが、匿名
での利用は排除されますよって感じだね。通名・ニックネームでの利用は可能なのでできる限り

自分がそのニックネームで呼称されている人物であるというのが表現できればいいのだと思い

ます。

なので、下記の項目はしっかり記入した方がよさそうですね。（あくまでも自分なりの見解で

すよ）極力警告されないように利用する感じ

1.プロフィールはしっかり記載する。

susi paku - Google+
7/31から強制公開される紹介部分などに、しっかり自分のニックネームの説明とFacebookや自分
のホームページの紹介などを記載する。

2.他の名前に実名やニックネーム部分も入力する。
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なんでこんな入力項目があるのか疑問なので、たぶん今後の実名登録の際に参考となるのかもし

れないので一応。

ちなみに他の名前の部分については公開を自分だけにすれば 実名を入力しても公開されないので
参考に。

3.リンクの設定を行う

プロフィール部分の右側にカスタムリンクを追加するという項目があります。ここには外部リン

クを貼ることができます。自分のホームページをお持ちの場合はここに自分のサイトのURLを貼
った方がよさげ。

プロフィール内のリンクを管理する : カスタマイズ - Google アカウント ヘルプ
□このページは自分に関するページです。というチェックボックスが記載されているので本人で

あるか匿名であるかの分類の参考になる可能性はあるよね。

4.アカウント設定を行う

Google+の基本情報だけでなく、アカウント情報という項目からtwitter やらの外部サービスの設定
を行えます。これは将来的にG+と双方で同期したりする機能であると思われますが、実名を証明
する項目でfacebookなどが取り上げられている関係上記載した方がよさげかな。
5.マルチアカウントでのGoogle+の利用を控える
どこかの記事で読んだので覚えていないけれど、同一IPもしくはPCでの複数アカウントのログイ
ンなんかはアカウント削除の対象になるっぽいですね。複数アカウントを持っている人は注意が

必要かな。アフィリエイトも自分が広告クリックしてしまうとアカウント停止処分の対象になる

からね。何かしら調べているのでしょう。(‘A’)
6.アドセンスやその他サービスで自分を証明する
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これはあくまでも推測だけども、現在ですね susi-paku のGoogleアカウントでアドセンスもやっ
ています。ここでは個人名・住所など個人情報を入力する部分があります。もしもGoogleがそこ
まで対応しているのなら　本人確認ができているわけですからニックネームでの登録は問題ない

はず　なんじゃないだろうかと。

まとめ

長々といろいろ書いてみましたけども　今後　実名登録が必須になるかもしれないし、通名登録

可能な何らかのプロセスが必要になるかもしれません。

そのあたりはGoogle先生の決定に従わなくてはならないわけですが、今できる事は今のうちに対
策しておくことがベストじゃないかなっと考えます。

自分は当分の間は susi-paku でいこうと思っていますのでアカウント削除されましたらその経過
もレビューしておくつもりですのでよろしくお願いします。(‘A’)おしまい
 
最後に引き続き、うちのブログ見てて　Googleプラス　やりたい人は遠慮なく招待しますんで
、Twitter　もしくは、susi-paku web -お問い合わせフォーム-　まで連絡ください。

http://twitter.com/#%21/susipaku
http://www.susi-paku.com/form.html


pasmoの名前記入にHNを入れて磁気により使用できなくなった件について書いてみた
。

pasmoの記名欄にハンドルネームを入力して利用していた susi-paku です。(‘A’)ノ
先日、そんなpasmoが磁気により使用不可になってしまい再発行できるのか、払い戻しはできる
のか色々聞いてみたので書いてみます。

pasmoをハンドルネームで使用した詳細については下記からどーぞ

pasmoとは何？

PASMOとは？ | PASMO（パスモ）
ASMO（パスモ）は、きっぷやお財布代わりにいつでも使えて、あなたの暮らしをもっと便利に
するICカードです。
1枚のPASMOで、鉄道やバスのきっぷとしてご利用いただけるほか、PASMO電子マネー加盟店
では電子マネーとしてお買い物のお支払いにもご利用いただけます。

っというとっても便利なカードなのですね。関西方面の人は pasmoって何？っとなると思います
んで icoca だと思ってください。

北海道のICカードだと　kitaca みたいな感じですね。(‘A’)モモンガ可愛いね。
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今では切符を買う人よりもカード利用する人の方が多い感じでしょうか。

500円で誰でもICカードを簡単に作れちゃう
はい、お題のハンドルネームでICカードの方ですが　こんな感じ

後ろ指立てないでくださいね。(‘A’)ノ
見事にスシ　パク　様と記載されている　ICカード　でございます。
このHNカードの作り方は後述するとして、こちらのICカードが磁気により使用不可になってしま
いました。

自動販売機でpasmoを使ってみましたけれどまったく使えない状態でございます。あうあう。。
使用不可になる前は3000円くらい入っていたと思うので、再発行できるか駅員に聞いた時のやり
とりはこちら。

(‘A’)＜すみません、このICカード使えなくなってしまったんですが・・・
駅員＜はい、再発行しますので免許証をお願いします。

(‘A’)＜はい、どーぞ。（免許書ぽん）
駅員＜？？？　スシ・・・　パク・・　本名ですか？

(‘A’)＜あぁ、実はツイッターIDのアカウントなんです・・・
駅員＜、、、本名じゃないんですか？（苦笑）

(‘A’)＜そうなんですが、無理なんですか？
駅員＜あぁ、無理ですね。改札のうらに切符買うところあるので切符買ってください。（ぷぷぷ
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）

っというやり取りがありまして、見事に赤面したわけですね。駅員は笑いこらえて必死でした。

(‘A’)
んで、カードの裏面にはカード番号が記載されていたりと交渉すれば何とかなるのじゃないかと

　pasmoサポートセンターに電話して聞いてみたところ下記のような回答をしてくださいました
。

株式会社パスモ　オートチャージサービスセンター

03-5323-7031（9:30〜17:00　土、日、祝、年末年始）

(‘A’)＜ICカードが磁気により使用不可になってしまったんですが再発行できますか？
サポート＜はい、可能ですよ。

(‘A’)＜ツイッターのIDで作ってしまったんですが・・・
サポート＜えっ。。つ・・ついったーですか？どんなお名前なんですか？

(‘A’)＜す、スシパクって名前です。
サポート＜それは本名ですか？・・・・

っというやり取りから始まりまして、再発行についての話題となります。

(‘A’)＜やっぱり駅員さんが言っていた通り再発行も払い戻しもできないのですね。
サポート＜本名での登録が必須となりますので、大変申し訳ないのですが無理です。（ｗ

(‘A’)＜後ろに書かれているカード番号で照合できないのでしょうか？
サポート＜残金などは確認できますが、本人確認できないと無理ですね。（ｗ

(‘A’)＜再発行できないのはわかりました。んじゃ今後の対策として聞いてもいいですか？
サポート＜はいどーぞ

(‘A’)＜カードを作る時本人確認が行われなかったんですが、それってどうなの？
サポート＜作る際に規約には本人名義での登録をお願いしております。

(‘A’)＜例えば、スシパクで発行した後　名義を変更することはできるんですか？
サポート＜できないですね。（ｗ

(‘A’)＜えっ、まじで、、、
サポート＜他にも法人・会社名での登録なども行えません。

(‘A’)＜登録する際に間違えたら？
サポート＜結婚して姓が変わった場合などはもちろん、極端の間違えでなければ基本対応致し

ます。

(‘A’)＜例えば　B’ｚの稲葉って登録してもダメってことですよね。
サポート＜そうですね。本名が必要になりますので再発行は不可です。

(‘A’)＜えぇ・・それじゃこのカードって破棄する事しかないんですかね？
サポート＜・・・磁気カードなので、もしかしたら何度かタッチしてたら使える時があるかもし



れないですね。

(‘A’)＜！

はい、全然使えませんでした。(‘A’)くそぅ。
こういう磁気カードの復活方法ってないのかしらね。

再発行できないので新規カードを作ってみま

した。

ICカードは結局使えなかったので新規に作る時の方法を写真撮っておきました。HNカード作りた
い人は参考にしてくだい。ｗ

改札のタッチパネルから簡単に作れちゃうわけだね。PASMO購入をタッチ

記名PASMOと無記名PASMOが選択できます。紛失した場合でも再発行できますという注釈が書
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いているのね。

次の画面では個人情報の登録に関する同意の画面が表示されます。

(‘A’)本名を入力してくださいという文言は書かれてなく、主に個人情報の取り扱いについて書か
れています。

後ろで並んでいた方すみませんでした。おとなを選択して次へ。
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はい、ここで氏名を入力することができます。(‘A’)
前回はここにスシ　パク　と入力したわけですね。馬鹿だね。

性別を選択します。

生年月日を入力します。この辺りは再発行する時の書類で必須となってましたね。照合するの

でしょうね。

連絡先の電話番号入力画面ですね。ここは後でも変更できたと思います。
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これで入力はおしまい。

pasmo新規カードで500円がかかりました。

pasmo が二枚になりました。ｗ

おまけ

痛いニュース(ﾉ∀`) : シャア・アズナブルが定期券を落としたらしい - ライブドアブログ

HNで作ったpasmoを落としたらこのように　スシ　パクさんっという表記で掲示されるんかね。
モンキー・D・ルフィとか、天丼マんとか作れちゃうよね。
ってなわけで、ICカードに数万円程入金していなくてよかったとちょっとだけ安堵なわけですが
、本名登録さえも必要ない waon とか nanako 等様々なカードが登場しているけど。
もしもそのカードが突然使用不可になった場合、再発行や払い戻しには対応してくれるのか（ク

レジットカード機能ついてたらしてくれるだろうけど）知っておくというのは大事だと実感しま
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した。

是非皆さんもpasmo買ったときは面白半分にHNつけないで本名を登録しようね。(‘A’)ノおしまい
。



夏休みシーズン突入！レトロな下町浅草でぶらり素材撮影しながら美味しい物食べて
きました

特にイベントがあるわけでも無いんですが、下町の写真が撮りたいなーと思い浅草へ写真を撮り

に行ってきましたよ。(‘A’)
人力車の街頭営業が　っぱない、浅草ぶらり旅の詳細は下記からどーぞ

浅草は結構な混み具合で賑わってました。

さすが夏休み第一週日曜日というわけで子供連れの人・人・・人

ここ数日涼しかったおかげで、気候的には過ごしやすかったのもあったからかーすごく混んでま

した。

雷門前には時代屋という人力車の街頭営業が数十人単位で声をかけてきます。
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『お兄さん、雷門前をバックに写真撮りましょうか？』みたいな感じ。まぁ、一眼レフ持ってた

人すごく多かったし遠方から観光で来た人に見えたんだろうね。(‘A’)
声かけられて断れない人はここ通らない方がいいかもｗ名所だけども

仲見世の通りにはお店がずらッと並んでまして、お土産やら人形焼やら売ってる感じ。

まぁ、どこの名所にもある通りって場所だね。特に浅草って感じがしなかったので素材あんまし

なし。
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お祭りがあるわけでもないのだけれども浴衣を着ていた人も結構いましたね。(‘A’)　浴衣いい
よねー。

境内の五重塔（スカイツリーはこの構造で出来ているんだって）を拝んで花やしき方向へGO
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相変わらずのレトロ感たっぷりな遊園地でございますな。(‘A’)

ほへー、鬼太郎堂ってこの通りにあるんね。

黄金バットの紙芝居やってた。
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コスプレイベント　コスプレヘブン　によって、浅草が違う街となってました。町興しか何か

かね。

んで、WINSのある浅草シネマの方へ行ってみます。

こっち側こそ下町って感じだよね。(‘A’)

古っ！ラインナップもなかなか味がでてますな。

隣にはスマートボールができる懐かしのお店があったんでプレイ。

夏休みの課題でこんなパチンコ作ったよなーっと時代を逆行できます。ｗ
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パチンコもプレイ可能となってました。まったくレトロ感たっぷり浅草って感じのお店だね。

大衆食堂が立ち並び、テーブルには勝ち馬投票券のマークシートが置かれてました。(‘A’)

大正ロマンを堪能できるお店。東京蛍堂にも寄って
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http://www8.plala.or.jp/hotaldou/

隅田川から見えるまったくデザインが好きになれないスカイツリー（＠工事中）を素材用に撮影

をし　

浅草の有名などらやき店亀十でどらやき315円白あん・つぶあんを買って（ふくらし粉入ってて残
念だった）
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有名な老舗のお店を見て回りながら食べ歩き

台東区で一番安いお店　PakuPaku (‘A’)！

夕暮れの五重の塔。浅草のぶらり旅＠５時間歩きっぱなし終わり。(‘A’)疲れたぁ。

レトロ感たっぷりな街の写真をいくつか。。
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そんな浅草の撮影でした。レトロ感たっぷりなわけだったけれど食べるところが多すぎて、ほぼ

観光になってしまいました。orz
撮った写真はいつものようにPAKUTASO(ぱくたそ)-へアップする予定です。いくつかどうぞ
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おまけ、

帰りは築地が通り道だったのでお寿司食べて帰ってきました。
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あぁ、うまかった。(‘A’)
っというわけで、夏休み絶賛突入の子供を連れた親御さん多数の街浅草でございました。

ほんと食べるところばっかりなので見て楽しむという雰囲気よりも食べて満足するといった感じ

ではないでしょうか。今後は祭りみたいのも開催するようなので、隅田川の花火大会もあること

だしぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。(‘A’)ノ　おしまい。
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懐かしのFLASH全盛期で使われていた曲などを作業音としてまとめてみました。

1000キターのスキマ産業さん時代のFLASH紅白やyama-ko.netさんの新生FLASH時代SLASHUP
などFLASH職人が活躍したころのクールな音源を作業音としてまとめてみたところ評判がよかっ
たので公開してみました。

7/23　最後の曲何だっけ？っと問い合わせあったので、Infinity Dash!!を追記しました。
そんなFLASH房必聴な懐かしい音源の詳細は下記からどーぞ

曲を聴きながら当時を思い出してくださいな。

2002年から開催された、紅白FLASH合戦から年末の楽しみになっていましたねー。(‘A’)　あぁ懐
かしい。

個人的に一番好きだった回は第三回でしたね。SLASHアップ前、最後の職人たちのイベントって
感じだったからね。

AEでの高クオリティな素材や動画を制作している　kawacho　さん　（」After Effects Style｜初
心者からはじめるAfter Effectsの使い方　の管理人さん）を知ったのもFLASH紅白の作品だった
しね。(‘A’)

【ニコニコ動画】Ability
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2003年FLASH紅白出品作品のInfinity　Dash！！はその年のFLASHでは何が盛り上がったかわか
るね。

いやはや、懐かしいのばかりだねー。これこそFLASHって感じだわぁ。

http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/5952/Nakajo.html
 

その後FLASH紅白からSLUSHUPに引き継がれ、職人も一新してのスタートだったよね。
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http://www.geocities.jp/kmxsworks/mirror/genyou.html
当時のFLASHにはアルファやシャドー効果がなかったので、画像処理をしてからの適用→マスク
みたいな工程で本当に職人作業だった感じ。

今見るとデザイン部分とか、懐かしいエフェクトだね。

それから、yama_koさんの登場　FLASH　→　AE　って感じになっていった気がします。

Prism - yama-ko.net

第一弾として誰もが聞いたあの曲なんかを入れて仕上がってます

。

youtubeの長さ制限が解除されたこともあり、ニコニコにアップしようかなっと思っていたんです
がyoutubeにアップしてみました。
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全部で、48分ありますです。

今回楽曲で使わせてもらった方の名前です。あと数曲作者名がわからなかったので知っていたら

教えてください。(‘A’)ノ　おしまい
※　リクエストとか感想ありましたら、susi paku - Google+　までご連絡をば

http://www.youtube.com/watch?v=8z5oTb22oSI
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/fe9dd7b13ef4_F5C8/nodu000717.jpg
https://plus.google.com/105120497190931676514/about


Google+(プラス)便利なツール・招待や仕様など使ってみた感想や思った事を書いてみ
ました

何かとGoogle plus の話題含んだブログやらレビューなどを多く目にすることが増えましたね。
(‘A’)
っという自分も絶賛利用中でございまして、twitterなみに情報収集ツールとして利用が増えれば完
全にひっくり返る気がします。

さて、今回ですが参加してから10日くらい経過しまして、ぞくぞく登場するchromeのエクステ
ンションだったり、使ってみた仕様や便利なツールなど　利用してみた感想や気になった事を書

いてみたいと思います。

まだ参加していない人も是非読んでいただけると幸いです。

詳細については下記からどーぞ

Google Plus に参加したいけれど、まだ招待されていない・・
・

iPhoneアプリが出たりと　Google +　が取り上げられるようになりましたな。
まぁ、『面白い、便利だわー』やら『facebook超えたわー』とか騒がれていても利用していない
人にとっては、別に・・・な感じだと思うので、使ってみた詳細を書く前に招待について書いて

みます。

Google+ プロジェクト: ウェブ上の情報共有をもっと簡単に。
すでに誰でも参加できるようになったという噂も流れましたけども、未だ招待されないと参加で

きない仕様でございます。

通常、アカウント作成後、Googleから招待メールが届くので待機している人も多くいるとは思う
んですね。

だけども、待てど暮らせど連絡は来ないんですね。（※　ちなみに自分はプロジェクト開始から

登録しているんだけども未だサブ垢には連絡きません）

すぐに利用したいけれど・・・どうすればすぐに利用できるかというと、

既に利用している人から招待メールをもらえれば、数分で参加できるようになります。

参加しているユーザー側の画面には、上記のような招待状を送信するという機能がありまして

　メールアドレスさえ持っていれば招待できるんですね。(‘A’)

この招待なんですが、クローズだったのもあり自分の知り合い以外招待してはいけないのだろ

うなーっと思っていたら、そんな事もなく　誰でも招待できる仕様なんですね。

っというわけで、うちのブログ見てて　Google +　やりたい人は遠慮なく招待しますんで
、Twitter　もしくは、susi-paku web -お問い合わせフォーム-　まで連絡くださいな。(‘A’)

Google plus を使って１週間ちょっと、使った感想
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基本的にめんどくさがり屋なんで、色々なポップアップが表示されたり、利用するのにソフトが

必要だったり、紛らわしい広告が表示されるとNGな性格な自分が絶賛して利用しているので、慣
れればメインのツールとして活躍しそうです。

twitter +　facebook ÷2　＝Google +
っと言われるぐらい　良いとこどりな機能満載なんですね。

Google+ってどうよ（成功・失敗・雑感・予感） まとめ - NAVER まとめ
にて、色々まとめられているけども　個人的にはスタートして１週間で1000万ユーザーを獲得し
たのが物語っていると思います。

実名制という枠内でユーザーを獲得しながら twitter 程の手軽さを感じられない facebook　を足し
て２で割った使い勝手でありまして、自分のようにHNで活動する人間にとってもGoogle plusは
非常に重宝するわけです。

日本のような、匿名社会では特に効果がある気がしますわなぁ。

HNでも利用できる点で敷居が低く　今まで使っていたGmail のアカウントを利用したりとスムー
ズに登録が行える　『まずは利用してみてよ』　っという入り易さ

また、初期登録ではHNだったけれども様々な人が実名表記に変更しているのも顕著だなぁっと思
いました。(‘A’)別に実名登録が必須でも無いのに、こういう空間内でそれぞれが変化を感じて行
動を起こさせるのも日本人への新しい手法なのかなっと感じましたね。

最近どこでも見るようになった　Google +1 ボタンについて

うちのブログの右サイドバーにも表示されている　+1　ボタン、最近導入しているサイト増えま
したね。(‘A’)企業ベースでもね。
何だか、facebook hatena mixi gree twitter google+　とかボタン置き過ぎっと言いたいくらい　設
置しているサイトもあるのよね。

この +1　ボタンだけども、押すとどうなるのか知らない人が多いみたいなので説明してみます。

このボタンを押すには、Google アカウントを作成した人のみ押すことができます。無論、Google
Plus に参加している人はすぐにボタンが押せます。
Google版のいいねボタン『+1』をWEBサイトに設置して、プロフィールで表示してみた:susi-
paku web
設置とかちょっとした詳しい事は以前書いた記事を参照していただき割愛しますが、このボタン

を押した後、誰が押したかという表示される数値ってサイトの管理者側　もしくは押した側、ま

たは誰でも（第三者）押した人を把握することができるのか？っと質問されたことがあるんで

すが、答えは半分正解で半分あってます。

例えば、うちのPAKTUASOに登録されている　hatenaブックマークで例えると　

ブックマークのアイコンをクリックすると誰がブクマしているかのリストが表示されます。

公開されているのであれば、その人物の詳細が表示され、非公開の場合はユーザー数のみが表示
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されます。

個人的にはサイトの管理者として、どういう人がブクマをしてくださっているのか確認できるの

で重宝するわけですね。(‘A’)

Google　+　の場合、上記画像のように何人の人が+1を付けたか表示されるだけで　誰が+1を付
けたのか調べる事ができません。orz
確認する方法としては、個別にひとりひとりの　plusone のTL追うしかできないっぽいです。
susi paku - Google+
しかも、自分の+1した情報が公開されているのが条件なので、非公開の場合閲覧できません。（
非公開だからと言って+1ボタンが押せないというわけではないので押してくださいｗ）

ちなみにストリーム上の+1と　サイトへの+1　は別物なので、ストリームでURL指定しても　実
際のWEBに設置された+1にはカウントされないので　これまた注意が必要ですね。

Google plus 複数アカウントを持っている人へ

Google +　は全てがブラウザ上で完了するように出来ているので、複数のGoogle　アカウント
を持っている場合、ログイン・アウトが面倒だったりするわけですね。

自分も法人用のアカウントと個人用アカウント・サブアカウントを持っている手前、最初の頃は

ログインするのが面倒だったので自分が行っている方法を書いてみます。

 
Google + クライアントを利用する。
初のWindows用Google+クライアント「GClient」が登場 | Over the Vertex of Technology by 朝山
貴生

駐屯してくれるクライアントソフトを利用することによって、ストリームの状況を確認できます

。

コメントや画像の投稿まで行えるので、ストリームメインで情報収集やらに利用する場合は便利

そうですね。これあればブラウザの方は異なるアカウントでログアウトせずに利用できます。

 
Chrome　plus を利用する。
ChromePlus,a Chromium based and fast browsing experience web browser.

chrome で設定できないサイドバー表示ができたりと非常に軽量なブラウザな　chrome plus を利
用する方法ですね。(‘A’)
通常のchrome用にGoogle + 用のエクステンションが登場している関係でchrome 手放せない
場合、2つのブラウザを利用してみるのも手だと思います。自分はこの2つと　Firefox を利用して
いる感じですね。(‘A’)

その他便利なツールがどんどん登場してます。
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先日はiphone アプリが登場するなど、関連ツールが登場していますねー
特にGoogle 様だけに　chrome のエクステンションが多く登場しています。
私の使っているGoogle+を楽しむためのChrome拡張機能（厳選版） - KS189's posterous

Google+ にTwitterとfacebookの表示と投稿ができる Google Chrome 拡張 「Start G+」 « らくが
きちょう

Start G+ では、ストリームの内容を　twitter・facebook へ簡単に投稿できるようになってます。
あとはWEB系では いろいろWEBさんで紹介された、

Google+ Statistics on SocialStatistics.com
自分のフォロー数などをウィジェットに登録できるサービスなんて面白かったです。

(function(d,t){var
b=d.createElement(t),c=d.getElementsByTagName(t)[0];b.async=b.src="http://socialstatistics.com/widget/widget.min.js";c.parentNode.insertBefore(b,c);})(document,'script');
ブログを持っている人とかソースをコピーすれば貼り付けできるのでなかなか便利だね。

っという感じで、Google plsu の良さを少しでも伝えたかったんですが、長くなりすぎたのでこの
くらいにしておきます。

今後はSEOなどにも影響されたり、+1機能もどんどん改良されていくんでしょうな。期待してい
きましょう。(‘A’)おしまい
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ニュース見るのも面倒な人向けにGoogle feed API 使ってアンテナサイト作ってみま
した。

日々新しい情報が掲載され、どれが本当にフレッシュな情報なのかソース元さえも不明な昨今に

疲れてきている susi-paku (‘A’) です。
先日、twitterでもツィートしましたGoogle Feed APIを利用したアンテナサイトを作ってみまし
たよ。簡易だけど・・・

movabletype　を利用したアンテナサイト構築の詳細は下記からどーぞ
SUSICLAN WEB：めんどくさがりの為のアンテナサイト

更新されたサイトをまとめて表示

PCやタブ上で自分のお気に入りサイトを閲覧する時、サイトごとブラウザで確認したりリーダー
入れて新着見るのが面倒になってきたのでアンテナサイトを作ってみました。

Google　Feed　API　を利用して、他のサイトのRSSを引っ張る → サイトに表示させれるわけ
です。

wordpress であれば、MagpieRSSで外部RSSを表示 « Blog × Play Under World　を利用して簡単
にできるみたいですが、、、 今回構築させていただきますmovabletype にはそのような便利で重
宝するプラグインがありませんので、Google 先生のお力が必要となります。(‘A’)
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とまぁ、その前に SUSICLAN WEB　の詳細を説明しますと　全部で10カテゴリ（巡回用入れる
と11）に分類しております。

HOME(巡回用)｜susi-paku　の巡回用サイト
2chまとめ系｜好きな２chまとめサイト
ニュース総合｜GIGAZINEなどニュース総合サイト
ネタ動画系｜youtubeなどにアップされた動画を紹介するサイト
奇想天外系｜閲覧注意系が多いサイト

ライフハック｜日々生きていく上でのプラスワン的な記事

WEB制作総合｜WEB制作者は絶対読んでおく系
WEBデザイン系｜WEBデザイン系の情報サイト
便利ツール系｜便利なツールやアイテムを紹介するサイト

WEBクリエイターさん｜susi-pakuが好きなWEBクリエイターさん
フォトグラファーさん｜素敵な写真を撮ってるフォトグラファーさん

上記のように、WEB制作よりでマニアックなネタ系サイトが多いラインナップになっております
。

サイトを開くと、ローディングアイコンが表示され各サイトのRSSを取得します。稀に取得画面
から動かない時は更新してあげてください。(‘A’)

movabletype を利用して他サイトのRSSをカスタムフィールドで作ってみる。
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Google feed APIを利用してRSSを取得するのは非常に楽なんすね。

参考にさせていただいたサイトさん

２次元ブログ Google AJAX Feed APIで複数ブログを更新順に並べる
Google AJAX Feed APIを使ってアンテナサイトを作ってみる
みつばち荘 :: Google AJAX Feed APIを使って複数サイトのフィードを取得し、新着順に並べる
Google AJAX Feed API で複数のブログからフィードを取得して、しかも日付順に並び替えるコ
ード - くらげだらけ（くだくらげのBLOG）
んで、主にこちらのサイトで紹介しております

複数フィードの取得 - Google AJAX Feed API入門
var feedControl = new google.feeds.FeedControl()を利用してRSSを取得して、一括で管理できる
わけなんですが、これがエラー吐くわ、取得できても記事の一部分やら、自動ソートされないわ

で全く使えないわけなんですね。

オワタあんてな ニュー速ンテナサイトでは見やすさとシンプルさで秀逸だなぁっと感じているオ
ワタアンテナの新着順に掲載している部分（インフレーム）なんかは組める事は組めるのだけど

、サイトが表示されなかったりと不安定この上なしなわけです。以上を踏まえて作り直し。

movabletype のカスタムフィールドから　RSS入力フィールド・記事数・コメント・などを作っ
て　コードに直接書いてしまおうとするわけです。（邪道だけどね）
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メリットとしては、feedControlでは記事数をサイト単位で変更できない為　カテゴリで仕切るか
の方法しかできないわけね。例えばこのサイトは更新頻度が多いから記事は７個表示させたい。

このサイトは更新が遅いから記事は３つでもOKみたいな設定がカスタムフィールド上でできるわ
けです。

あとは、記事の投稿＝登録サイトにすれば　サイトの削除やカテゴリの登録などいちいちhtml出
さなくても行える感じ。一応この記事書いている現在　８０サイト程登録されております。って

なわけで、携帯回線でもすぐに表示できるようシンプルに作ってます。（時間があったら、

jquerymobile使ってモバイル用も作ってみたいと思います。）

半分以上　自己満足なサイトですけども、『なかなか良いサイトだなぁー』っと少しでも感じら

れましたら。Google +　ボタンをポチッと　もしくはブクマして頂けると幸いです。(‘A’)ノ　お
しまい
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真夏の避暑地に&hellip;西東京にある名水百選の御岳渓流へ足を運んでみました。

連日の猛暑ですなぁ。７月上旬で既に３５度を超える日々が続いている横浜県でございますが、

みなさん生きておられますでしょうか？

おかげさまでアスファルトの照り返しによりミディアムレアとなりそうなわけですが、お金をか

けずに避暑地へ逃げなきゃ…！っと思いまして西東京青梅にある御岳渓流へ涼んできましたよ。
(‘A’)
多摩川の上流でもある御岳渓流の詳細については下記からどーぞ

環境省選定　名水百選／詳細ページ

こんな山奥で湧水が出ていても東京都なんです。

ってなわけで、横浜県からバイクで２時間半かけて青梅の御岳渓流へ行ってきました。(‘A’)

大きな地図で見る

朝６時に出発して、８時過ぎに到着したんですがね。
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駅前はすでにこんな感じで、登山のケーブルカー行で行列ができてました。すごいよね。

こんな暑い中に山登りなんて死ににいくようなものなので、渓流沿いの散歩コースとなります。

（撮影しながらね）(‘A’)

御岳駅前の橋からはこんな絶景でございます。たっけぇ・・

ちなみに、ちょこちょこロープが貼られてて景色台無しなのはここがカヌーの名所らしく練習用

になってるみたい。(‘A’)

さっきの写真はこの橋から撮影。まじでたけぇ・・・ (‘A’)　カメラもちながら撮影すると引き込
まれそうになりました。ｗ
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鉄砲水には気を付けてねー。っと書かれてます。これだけは防ぎようがないもんね。

あちらこちら仲間でバーベキューや家族で遊泳ワイワイしてました。３連休だしね。

ちょっと流れが早いところではカヌーの練習が見れます。下るだけではなく川を上っていく姿は

圧巻です。スクリューついてるのでしょうか？(‘A’)
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カッコイイよね。沈んでもクルリと起き上れるのもすごいよね。自分なら死ぬね。

産卵の為に上流を目指す鮭のようですな。

さて、当日の気温は36度越え・・・おかげさまで日焼け止め塗ってないので真っ黒丘サーファー
になりました。指輪してたところがポッキー状態です。

日焼けすると『いいよねーPAKUさんは遊べて・・・俺なんｋｒｙ（』みたいな事を言われるん
だろうな・・・(‘A’)
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釣りしている人もたくさんいました。結構な頻度で釣れていたので楽しそうだったよ。

名水100選にも書いてあった通り　かなりの透明度でキレイだったし冷たかった。これが多摩川の
源泉なんですわね。
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もちろん奥地ではありますけども東京都なんですよね。都会とは思えないよね。

山沿い歩くと湧水もでてました。

ケーブルカー入口にある御岳野草園にも行ってみました。

御岳山行こうかと思ったんですが、暑すぎるのと混みすぎてたのでケーブルカー入口に興味深い

野草園に入園＠ひとり500円

大きな地図で見る
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個人邸3000坪の土地に野草が植えているらしいです。

んで、手渡された自筆の野草メモ。これは・・・

入ってすぐに湧水も出てました。
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池のひつじぐさ（すいれん）も満開。素材写真になるねぇー。いい感じ (‘A’)

野草園だけに昆虫はたくさんいるわ、ひぐらしが何度もぶち当たってくるわ、すごい名所でした

。

まむし草の青い実。気持ち悪いね。
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そんな感じで、民家の裏山を探検＠500円。おじいちゃんが管理しているのか、雑草生えっぱなし
なので夏は要注意です。(‘A’)
今回の御岳で撮影した写真については、PAKUTASO(ぱくたそ)-すべて高解像度の無料写真素材/
商用可能　にて公開する予定です。お楽しみに。

一部ですがどぞー
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ってなわけで、今年は節電によりクーラーガンガンの夏休みといかないわけですから　こういっ

た避暑地で過ごす夏もいいんじゃないでしょうか。ぜひ、渓流で涼しんでみてくださいな。(‘A’)
おしまい。
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PINGOO大規模障害発生！困惑する利用者とサポート・障害状況について書いてみた
。

ブログのPINGを一斉配信してくれるサービス PINGOOが、7/16〜18までの３連休中の間、大規模
障害が発生しました。

このサービスを利用する前は100件以上のPINGをMT経由で送信しており、サーバー負荷とかエラ
ーチェックに時間がかかっていたので絶賛活用中（プレミアサービスね月額300円）なわけで、今
回の障害においてその告知などが思った以上に考えさせる内容だったので書いてみます。

連休中のPINGOOの大規模障害についての詳細は下記からどーぞ。

まったくつながらない、PING送信できない状態
に

というわけで、有料版使っているので　気づいた点を書いてみたいと思います。

7/16〜　ブログを更新してもPINGの通知エラーが発生しまして『あれ？エラー？』っとなります
。

サイトにアクセスしても繋がらない状態に・・・　障害発生のメールも来ていないので公式ツイ
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ッターを確認

Twitter
7/18（たぶん復旧した現在）も、今回の障害の事がツィートされてなく。まったく公式アカウン
トの意味なしな状態ｗ　これはひどい

んで、無料のサービスの場合は#PINGOOというハッシュタグが付くので調べたら、何人かは利用
出来ているみたいなのね。

ってことは、まさか自分だけエラーで落ちてる？

またはプレミアムのサービスだけ落ちてんの？っと思って障害情報調べたら

同じく困っている人がいまして。
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“Pingoo!”サーバーダウン…?｜酒の友は我が友也
全ての利用者が困惑状態なわけですわね。

っという自分もブログやら書きたいんだけど通知されないならMTでやっちゃうか迷っていたらよ
うやく、公式アカウントではない中の人の方がツイート（えっｗ

今回が大規模障害だというのが確認できるわけです。(‘A’)！

Twitter
このツィートが確認できたのは7/18日の10時でございます。連休中だったのかね？(‘A’)
個人的に思うに、サーバーダウンで障害情報が閲覧できなくなった際、こういった外部サービス

を利用した告知というのは大事な気がしますがどうなんでしょうか・・・

また、大規模障害が発生して告知するのは良い事ですが、せめてハッシュタグ付けるとかしない

のでしょうか・・・
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んで、先ほど　7/18　19：32に障害発生のご報告メールが届くわけです。（復旧しましたのメー
ルではありません）

日付

2011年7月18日19:32
件名

【障害発生のご報告】PINGOO!ご利用のみなさまへ

PINGOO!ご利用の皆様へ
平素よりPINGOO!をご利用いただき誠にありがとうございます。
ブログ記事配信サービスPINGOO!のサービスにおいて、以下の時間帯障害が
発生いたしましたことをご報告いたします。

ご利用のみなさまには大変ご迷惑おかけし、誠に申し訳ございません。

障害発生期間中に投稿された記事につきましては、Ping配信がされていない
状況となっております。

【障害発生期間】

7月16日 10:30〜 7月18日14：10
（17日20：00〜22：00の間一時復旧）
【障害影響範囲】

・PINGOO!の全サービスの停止
　　－Ping配信されない
　　－PINGOO!へアクセスできない等
【原因】

サーバー高負荷によりウェブサービス全体のサービスが停止

一部ディレクトリのデータ量の増大

引き続き原因の究明と対策を強化し、再発防止とサービスの安定化に努めてまいります。

今回の障害に関しましては長時間サービスを停止させてしまう結果となり

大変ご迷惑おかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

※このメールはPINGOO!ご利用の全会員に配信させていただいております。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6fb390b49db7_13B05/nodu000733.jpg


というわけで、現在も今回の障害については公式アカウントからの正式な報告はなしだし、サポ

ートからの連絡なし、一応中の人に＠でツィートしたので連絡あったら追記してみたいと思い

ます。(‘A’)

PINGOO障害でぐぐっていたら、障害サイトのデモらしいが表示された・・・
せめてクローリングくらい切っておきなって・・・Pingoo! | 障害情報　

ってなわけでまとめ

個人的には懇意させております素晴らしいサービスなので、頑張ってほしいわけです。

サーバー管理の知り合いとSKYPEしてたら　『こんなもんだよｗ』『まだ障害情報を認めたんだ
からいいもんじゃん、障害情報ねつ造まではわからないけどなｗ』っという感じでした。

こういう話題に強いhiyokajiさんあたりならずばっと指摘してくれそうな３日間でした。
んまこの記事もPINGOO経由で配信されるわけなんだけどもね。(‘A’)ノ　おしまい。
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新発売！本気を出したランチパックのメロンソーダ味と白くま風クリーム味を試食し
てみたレビュー

小腹が空いたらちょうどいい！のランチパックが本気をだしてきたようです。スタンダードのピ

ーナッツ味はたまに食べたくなるくらいチープな美味しさで昔から大好きなんですが、今夏から

販売される　メロンソーダ風味クリーム・南国白くま風クリーム　が想像の右斜め上をいってた

ので買ってしまいました。ｗ

ランチパックの本気商品の詳細については下記からどーぞ

山崎製パン｜ランチパックスペシャルサイト

サンドイッチとマッチするのだろうか・・・

何だか名称からして、これ美味いのか？っと疑問符がたっているわけですが　自社ホームページ

では新商品ということで絶賛販売中な感じです。

他にもハムチーズとメンチカツという絶対美味しいであろう商品も新発売でした。このギャップ

すごいなｗ
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山崎製パン｜ランチパックスペシャルサイト｜商品詳細情報

メロンソーダ風味クリームの詳細はこちら

何だか皆さんのコメントというのもあるんですなぁ。ぜひ今後は日本語ハッシュタグでカバーし

てもらいたいです。

僕的にこの好みのあじ！おいしいね！香りがいい！ （神無月）
不自然なメロンさとねっとりと溶けるようなクリームが絶妙板チョコの方が好き （nf）
袋を開けた瞬間ふわーっとメロンソーダの香りが広がって感動！ （たま）

というコメントが書かれてました。ほほー　とろける味わいですかい。(‘A’)

山崎製パン｜ランチパックスペシャルサイト｜商品詳細情報

お次は南国白くま風クリームさんですね。

キンキンに冷やして食べました。白くま風になってました。 （ゆきんこ）
アイスクリームを食べているみたいでおいしいし、さっぱりとした味 （pandaisukiman）
美味しかった！これ鹿児島限定？ （くーまん）
冷凍して食べました （あう）
アイスの味がして美味しい！！今度は冷やして食べてみたい（*＞ω＜*） （オーガ）
中身が本格的！パンとよくマッチしてます。群馬でも買えるんですね！ （ルナ）
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冷やして食べると美味しいらしいですな。アイスの味がして美味しいとか・・・ (‘A’)

メロンソーダ味と白くま風のランチパックを食べてみる。

というわけで、近くのスーパーで見事に売れ残っていたので20％オフでゲット

何だか公式ページには　南国白くま風クリームは九州地方のご当地商品と記載されているのに横

浜県でも買えました。

それでは早速実食してみたいと思います。まずは南国白くま風クリームからいきますか・・・

南国の白くまをイメージしたパイン、黄桃、小豆入りという何だかすごい内容。。

『暑い夏にはこれだぜ　ヒャッハー』　(‘A’)　みたいなイメージだね。
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フルーツはきちんと入ってるみたいですね。

１枚はたり137kcalと小腹が空いたらちょうどいい感じだね。

断面図はこんな感じ、黄色いパインか黄桃がクリームに包まれています。
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わかりずらいのでペースト部分を出してみたところ。クリームシチューみたいなかんじだね。

ピャー　(‘A’)
これは・・・・　パインがコーンのような食感でクリームがほどよくコーンポタージュのような

味わい。ｗ　冷やしたら美味しい＝常温なら (‘A’)！　という久々に１枚食べきるのに時間を要し
た想像以上の商品でございました。

んで、お次は白くま味を超えるであろうメロンソーダ味。＠夏季限定
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原料にメロンソーダ味クリームと突っ込みを入れたくなる原料が使われています。

南国白くまよりも１枚あたりのカロリーが高いという、特に果実も入ってないのにね。

切ってみた切断面はこちら。やっぱり緑色です。
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メロンの香りがプンプン漂います。

中身はこんな感じ。ジャリジャリしているペースト状のクリームが入ってますねー。

ピャー　(V)( ◉∀◉ )(V) 　※まんべくん風
これは・・・　サンドイッチにすればいいもんじゃないだろうと素直な感想。むしろ『よく食べ

た偉い』と褒められる程の罰ゲーム的な味です。ｗ

まず、ソーダを意識してかジャリジャリしてまして　これがレビューで書いていた溶ろけるクリ

ームかよっ！と突っ込みを入れたくなる食感、例えるのなら子供用歯磨き粉メロン味がサンドイ

ッチに挟まれている想像以上の商品でございます。

っという感じで　開発した人すごいわっ！っとあまり話題にならないみたいなのでレビューして

みました。
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是非、怖い物みたさな人は食パンコーナーへ行って様子を見てはいかがでしょうか。(‘A’)おし
まい。



高評価のGoogle+(プラス)用Android版アプリをLightTabで使用してみたレビュー

『twitterとfacebookのいいとこどり』と言われいるGoogle+のAndroid版アプリが高評価なので、
手持ちのLightTab（Android2.2)にて使用してみました。
先日紹介したGoogle+の機能がタブレット上ではどのように表示されるのか、また操作性なんか
はどうなの？っという気になるレビューについては下記からどーぞ。

Google+ - Android Market

さっそくAndroidマーケットにアクセス。

個人的にはシンプルな設計と利用しやすさで大絶賛中のGoogle+(プラス）なんですが、そ
のAndroid版がマーケットからダウンロードできます。

Androidマーケットにアクセスしてみます。これって今後はiphoneとかにも対応するのかしらね。
(‘A’)

平均評価は非常に高い数値になっております。Firefox（モバイル）の評価と比較すると一段高い
のが確認できます。

http://www.susi-paku.com/paku7android22light-tab-1.html
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ベータ版のレビューはひどかったけど少しは改善されたみたいね。(Firefox)
んで、Google+のユーザーレビューはこんな感じ

利用者は現在の招待制（クローズ）だからか、操作性よりも機能的な面で評価をしている感じ

だね。

Light tabにインストールしてみます。

日本通信 ZTE Light Tab V9+10日間無料SIM付き BM-LTBU300

Android 2.2の ZTE Lighttabも対応してました。(‘A’)b　サイズも小さくメモリ使用量も気にせず利
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用できるので助かります。

こちらがインストール画面。まだ日本語には対応してないみたいだね。

インストールすると、シンプルなアイコンが表示されます。特にそのアイコンについての説明は

書かれていないので機能はある程度覚えておく必要がありそうですね。
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プロフィールページではアップロードされた写真が表示されてました。

ＰＣ版で言うと、ここだね。　susi paku - Google+

詳細などはフッターに表示されるメニューから選択する感じで、ここまでは英語表示だけども迷

わず思ったような操作が行えた感じ。

Google+が日本で流行らない理由 - ぼくはまちちゃん！(Hatena)
こちらで取り上げるような操作感や機能面については、そこまで・・・とは感じなかったかな。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/aabb7f2ae3c5_DE71/R0017446.jpg
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Lighttabから　Google+に投稿してみます。なんだか TweetDeckのようなインターフェイスだなぁ
。

【Twitterクライアント】TweetDeckを使ってグループ（リスト）や日本語化など各種設定をして
みました。その1:susi-paku web

投稿する際は共有するサークルの設定を行うよう表示されます。

Pubilc は一般公開　Extended　Circles は全てのサークルに公開って感じです。

んで、投稿された記事はこんな感じで表示されるわけですな。これでtwitterなど他のSNSと連動す
れば言う事なしだね。(‘A’)

使ってみて一言

ＰＣ版とは違い機能の制限はあるけれど、使い込めばtwitterなんかより非常に使いやすいです。画
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ＰＣ版とは違い機能の制限はあるけれど、使い込めばtwitterなんかより非常に使いやすいです。画
像の投稿や動画の共有、あとはＵＲＬもサイトの画像を選択することもできるなど工夫している

点もプラスですね。

というわけで次回はtwitter とGoogle+の連動する方法でも書いてみたいと思います。(‘A’) おしまい



同じWEBサイトを見ているユーザーと交流できる Cheerzの日本語版が公開されたの
で使ってみた

新しいサービスという事で結構注目されていた Cheerzが日本語版公開となりまして早速登録して
利用してみました。

何だか、サマーウォーズのOZの世界を思い起こす感じで、今WEBサイトを見ているユーザーと交
流できるソーシャル・レイヤーという画期的なサービスでございます。

そんなCheerzを使ってみた詳細については下記からどーぞ
Cheerz(チアーズ) │ WEB上のどこでも、人とつながるソーシャル・レイヤー・サービス

Cheerz　ではこんなことができるようですよ。

Cheerzでログインすると、自分の分身をサイト上に表示されます（アメーバでいうピグのような
）んで、同じWEBサイトを見ている人も人型として表示されるので気が合えばコミュが取れる感
じですね。

自分のブログやホームページを持っている人にとっては自分のサイトを見てくれている人と交流

できたり、ニュースサイトなんかで集まって議論をしたりすることも可能な素敵なサービスでご

ざいます。

公式の動画があったので貼ってみますね。

とまぁ、利用者が増えれば増えるほど色々な人と出会い交流が持てるわけです。待ち合わせは

『Google上ね』みたいな事も出てきそうですな。

http://www.cheerz.st/ja/
http://www.youtube.com/watch?v=qPUuNdhA7J8&feature=player_embedded


Cheerzはすぐに利用できるのも魅力

こういった類のサービスは基本的にクライアントソフトをインストールしたり、会員登録を行っ

たりする必要があるんですが、Cheerzでは全くありません。

まず、利用するアカウントは　facebook または、twitter　アカウントを利用できる為、面倒な会
員登録の必要がありません。かなり楽だよね。

そのうち　Google +（プラス）も利用できるようになればいいよね。

Cheerzを動作させるソフトだけども、ブラウザ上で機能することから　IE / Firefox / chrome のア
ドオンという形で対応されているので専用なソフトを動作させることなく利用できちゃいます。

個人的に驚いたのは、未だ使用者が多いIEをカバーした点ですね。

Cheerzをさっそく利用してみます！
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公式ページからアカウント登録というボタンをクリックします。

Cheerz(チアーズ) │ WEB上のどこでも、人とつながるソーシャル・レイヤー・サービス

利用するサービスを選択します（facebook or twitter )

アドオンをダウンロードします。このダウンロードの項目ですが、アクセスしたブラウザごとに

インストールされるので Firefox でCheersを使用したい場合は、Firefox を立ち上げてサイトにア
クセスする必要があります。

IEだったらこんな感じで表示されます。
個人的に、３つのブラウザにインストールできるのでCheerz用のブラウザソフトを決めておいて
利用するのが良いと思います。

メインブラウザでの利用する場合、全てのWEBサイト上でCheerzが表示されるので交流したくな
いサイトであっても誰かと鉢合わせしてしまう恐れがあるからですね。(‘A’) ログアウトすればい
いのだけども忘れたり　面倒だったりするからね。
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んで、各ブラウザごとにアドオンのインストールが完了したら設定完了です。

Cheerz（チアーズ） | WEB上のどこでも、人とつながるソーシャルレイヤーサービス | チュート
リアル

チュートリアルのステップごとに操作すればすぐに利用開始です。

まずはログインからスタートだね。どちらのアカウントを利用するか聞かれます。

ブラウザの左下にログインのアイコンが表示されます。

ログインすると上記のように掲示板とアイコンが表示されるわけです。
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自分の分身がサイト上に表示されるようになります。

Google　ではたくさんの人が Cheerzやってました。
7/12　facebookでのログインを行うとアイコンが表示されるのだけれども、twitter でのログイン
の場合アイコンが表示されない状態でした。

tiwtter　だとアイコンが表示されないのでfacebookの仮アカウントを利用して自分のサイトにアク
セス。
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chrome と　IE　から facebook アカウントでアクセスしたら２人のアイコンが表示されました。
この辺も今後改善されるとよいね。

サイトごとに掲示板が設けられており

Cheer : 好き・お気に入り・素敵
Zreech：嫌い・残念・いまいち
という評価付きでコメントすることも可能となっており　何だかリアルに生の声が聞けそうなわ

けでございます。

使ってみた感想

WEB屋としては、様々な人とWEB上で交流できるのは魅力的であり楽しさでもありますね。
商業的な面では普及すればするほど、WEB上でのコミュニケーションツールとして可能性は広が
りそうなところです。

今後については、表示させたくないサイト上でのフィルタリング機能や人が集まっているWEBサ
イトなど話題な場所へ誘導してくれるツールなんかも出てきたら　それはそれで面白そうな感じ

はしますね。

まぁ、まずは利用者を増やす事が必須でもう少し使い勝手（アイコンの操作が微妙）を向上して

くれたらうれしいですな。というわけで、ぜひ導入して うちのサイト（susi-paku web） をcheer
してあげてくあさい。(‘A’)おしまい。
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Google+(プラス)プロジェクトに参加できたので、いろいろ使ってみました。

Facebookのアカウントをsusi-paku（寿司・朴）で登録していたら２か月経たずに削除され
たsusi-paku (‘A’)です。
さて、先日から流行るとか流行らないとか噂になっているGoogle+（プラス）プロジェクトに参
加できたので記事を書いてみたいと思います。

理解すれば意外と使いやすいGoogle+の詳細については下記からどーぞ
susi paku - Google+

Google+プロジェクトに参加してみたよ。

7/11現在、招待のみの利用ではありますが参加申請することが可能となってます。
Google+ プロジェクト

既に利用している方から招待を頂けると半日くらいからサイトにアクセスすると利用できるよう

になります。

（twitter 経由で招待してくれた皆様本当にありがとうございます。）

利用規約に同意すると自分のGoogle+アカウントが作成されます。

https://plus.google.com/u/0/105120497190931676514/posts
http://www.google.com/intl/ja/+/learnmore/
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プロフィールについてはこんな感じ、Facebookのような縛りはなさそうだね。(‘A’)

このサークル機能とSparks機能がどの程度なのか興味がわくところ。

まずはプロフィールを作ってみた。

ヘッダー部分にプロフィールを設定するアイコンがあるのでそこをクリック。
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以前から作っておいた、Googleプロフィールのアカウント情報があればそのまま移行できました
。（ちなみにGoogleプロフィールページからアクセスするとGoogle+ページ自動転送されます）
自分が押した+1ボタンなどの共有設定ができたりと以前と同じ使い勝手ですね。

サークル機能を理解してみる。

デフォルト状態だとこんな感じですね。

サークルという言葉だとわかりづらいので、mixiで言うところで友達設定みたいな感じですね。
phpbbであれば公開設定（グループの設定）っていうとこ。

たとえばフォロー中のサークルでは、個人的な知り合いではないが、投稿をよみたいユーザー

です。みたいな

知人であれば、顔見知り程度の知り合いサークルという文言が設定されてます。このデフォル

トサークルだけでは管理ができそうにないので自分でサークルを追加することもできます。
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新しいサークルボタンを押すと、新規にサークルを作成することができます。

こういった形で管理すると楽そうだね。んで、今後メッセージの投稿や画像の共有などサークル

単位で行えるのでカテゴリ管理もできたら楽かもしれないですね。

Spark機能　興味のあるトピックの最新情報をいつでも入手して共有できます

Sparks機能では、そんなおすすめコンテンツをチェックできるとか・・・

Sparks検索から自分の興味がある話題をチョイスします。（検索できます）

試に　無料写真というワードで調べてみたら。
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うちのPAKUTSOのサイトが表示された。(‘A’)！

んで、Sparksから共有することができるみたい。うーん、、、まだ使い方はいまいちわからない
けれど、ある程度はSparksされたサイトは影響がありそうな感じだよね。（SEO含）

ストリーム機能でメッセージや画像・動画・位置を共有（投稿）

ストリームという　twitterでいうツィートする機能だね。

Google+では動画の共有・画像の共有・リンクの設定などが非常に簡単に行えます。
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試に先日アップしたyoutubeの包丁動画をアップ

ここまで非常にスムーズに投稿できるね。

あとは公開設定をサークル単位で行うか　一般公開するか選択し共有すると完了。

この記事のリンクはこれね

susi paku さんの投稿

共有後にこの投稿へのリンクという項目があるのでそこからURLのチェックを行えます。

その他に画像のアップロードも簡単にできます。また大きい解像度の写真もリサイズせずにアッ
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プロード行えるので手間が減るから便利だね。

写真に対してコメントもできるのもなかなか素敵だよね。

っというわけで、暫定で使ってみた機能などをまとめてみました。一応ブログのサイドバー右上

に

Google+　ページのリンクを貼ってみたので参加している方は気軽にアクセスしてくださいな。
(‘A’)
そういえば、Google+では自分のPRページがID番号管理されているので
早い者勝ち！Google＋専用の名前入りURLが取得できるサービス「Google Plus Nick」 | Chrome
Life

名刺とかに記載したい人はこういった短縮URL発行サービス使うといいかもね。
https://plus.google.com/105120497190931676514/about
▼

http://gplus.to/susipaku
こんな感じだね。

次回はGoogle+のアンドロイド版アプリがあるみたいなので Light Tab使って操作してみた感じを
レビューしてみたいと思います。(‘A’)おしまい。
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今夏お台場にも出店する極上パンケーキで有名なbillsへ横浜の撮影ついでに行ってき
ました。

何だかブログの記事が写真と食べ物ネタばかりになりつつある気がするsusi-paku (‘A’)です。
さて、横浜県（みなとみらい）の写真素材を撮影するついでに、7/16にお台場店もオープンする
とか話題になっていたbills赤レンガ店へパンケーキ食べに行ってきました。
極上のパンケーキと噂されているbillsと横浜の観光写真は下記からどーぞ。
ビルズ日本オフィシャルサイト：bills：RESTAURANTS：横浜赤レンガ

横浜県ぶらり旅

何だか連日猛暑のような暑さがつづきますわね。横浜県でも30度を超える暑さに頭がやられそう
な感じですが冷房つけずに（節電）氷ガリゴリ食べています。

さて、PAKUTASOの写真素材用にみなとみらい行ってきました。

まったく屋根がない直射日光バンザイな大さん橋、人が全然いなかった・・・

http://bills-jp.net/restaurants/akarenga.html
http://www.pakutaso.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/74d6391b4170_6788/IMG_2005.jpg


見晴はべらぼうにいいんだよね。これはレインボーブリッジ

ランドマークから観覧車真・赤レンガと名所を一望

マスコットのクジラの大ちゃん。これは可愛い・・(‘A’)
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赤レンガ到着。案外人が少ないと思っていたら建物内は結構な人がいました。暑いからね。

赤レンガのbillsに行ってきたよ。

一番奥の建物1Fにbillsさんが入ってます。
ちなみに気になる食べログの評価ですが

bills 横浜赤レンガ倉庫 ビルズ - 日本大通り/欧風料理 [食べログ]

５点中3.57とかなり高評価になってますね。期待ですな。
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店舗は非常に清潔感があり、赤レンガの良さを生かした大人の空間ですね。デートコースにはも

ってこいな感じだね。

店外のテーブル席もなかなか、オシャレですね。

ってなわけで早速、極上とも言われているリコッタパンケーキ＠バナナを注文してみました。
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パンケーキ３枚にバナナの輪切りとカット

メイプルも使いきれないくらい入ってます。

カットした断面はこんな感じ、ホットケーキとは違いメレンゲを焼いたような感じです。
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リコッタチーズが使われているだけにふわっふわ。

リコッタ – Wikipedia

味の方ですが、パンケーキの香り食感ともに評価されるだけはありますね。ホットケーキのよう

なしっとりとした食感ではなく口の中で溶けてしまいそうなくらい軽いので女性受けはよさそう

。

ちなみにお値段は1,400円と場所を考えたら相応な感じです。(‘A’)
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ちなみに自分はすぐに入店できたけれど、常に行列ができているらしいです。(‘A’)
帰りはワールドポーター　→　観覧車　→　コスモワールド　のコース
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たまには地元の横浜県探索もいいもんですな。(‘A’)

行く先どこもカップルばっかりでした。

最後は中華街でフィニッシュです。(‘A’)
っとまぁ、撮影ついでに観光してしまった一日でした。billsについては今月7/16にお台場店がオー
プンするそうなので横浜まで行くのめんどーな人はぜひお台場にてパンケーキを食べにいってく

ださいね。おしまい
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見た目もいいし、持ち運びも収納も楽な一眼レフ用のエツミインナーBOXケースを使
ってみた。レビュー

毎日が絶賛撮影チャンスなフォトグラファーsusi-paku(‘A’)です。
さて、最近愛用している一眼レフを持ち運ぶ時に収納するクッションボックスが便利なので紹介

してみます。ゴツゴツしたアタッシュケースのイメージがある一眼用BOXケースだけども、見た
目はスマートで価格はリーズナブルとなかなか良質なケースとなっております。

そんな収納ボックスの詳細は下記からどーぞ

エツミ　インナーボックスモジュールクッションボックス

女性にも利用できる感じのBOXケース

PAKUTASOの写真素材を撮影しまくっている都合、持ち運びなんかに便利なBOXケースを探して
いたんですね。

小生バイク移動が多いのでそこまでゴッツイケースが利用できない（メットインに入らない）の

と見かけがモロカメラケースというのも好きになれなくてこれ買ってみました。

エツミ インナーボックス モジュールクッションボックスD ブラック E-6288
 

エツミ インナーボックス モジュールクッションボックスD パープル E-6291
巾着タイプのカメラケースで、色も何種類か選べる為女性にも喜ばれる感じ。また見た目もカメ

ラケースっていう感じがしないのもいいよね。(‘A’)
一眼レフのカメラケースと言ったらこんなイメージだからね。

キング キング アルミケース Lサイズ TA-L
価格についても1500〜2400円程度とリーズナブルです。

さっそくEOS7D入れてみました。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003T4OENS/susipaku-22/ref=nosim
http://www.pakutaso.com/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003T4OENS/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003T4QIVE/susipaku-22/ref=nosim
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今回インナーボックスに入れてみる機材さんはこちら。

撮影者と使用機材-無料写真素材サイトPAKUTASO

あまりにも便利なので、色違いの紫も買ってみました。(‘A’)
んで、気になるサイズですが今回購したのはモジュールクッションBOXDという製品で　245
ｘ165ｘ95の重量200ｇとなってます。軽い！

他にもA/B/Cという種類があり、自分に合ったサイズを選択することも可能です。
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少年ジャンプと大きさを比較してみました。横

こちらが縦置きの時、ジャンプよりも一回り小さい感じだね。(‘A’)b

お次は気になる緩衝部分の検証ですが、壁や床部分はしっかりクッション材が敷かれております

。
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意外としっかりしている仕切りの厚みはこんな感じ。これが２枚同封されてました。

仕切りの部分はマジックテープがついており、BOXの仕切りを自分で調整できるようになって
ます。多少大きいレンズなどがあった場合便利だよね。
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巾着の止める部分はストッパーになっているため、いちいち蝶結びを行わなくて済むので楽ちん

。

レンズを収納していきます。

こんな感じで仕切ってきます。

お次はEOS7Dを収納、もしもレンズ1個とカメラ1台だけなら結構な余裕ができるので不安な人は
ここに緩衝剤を入れる事もできるね。(‘A’)
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レンズ2個のカメラ1台を収納したらこんな感じ。んで自分はカメラの方はこのボックスだけだ
とちょっぴり不安なので

ELECOM(エレコム)デジタル一眼レフカメラケース GRAPH GEAR Sサイズ　DGB-S010BK　
ブラック

のケースに入れて持ち運びしてます。

こんな感じでEOS7Dを収納してみます。

これで収納完了！(‘A’)
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巾着のストッパーを閉めて

marimekkoのトートバックに入れて

一眼レフもっておでかけ♪みたいな感じで取材できるね。
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カメラ１台にレンズ2個も持ち歩いている感じがしないですな。
ってな感じで、最近撮影してて　そのBOXケースいいねーっと言われる事があるので紹介してみ
ました！

是非、持ち運びケースを考えている人は参考にしていただければ幸いです。(‘A’)おしまい



GIGAZINEがまた人材募集！前回のブラックな求人から一転してニュースサイトらしい
募集要項に

先月の末日にGIGAZINEさんから人材募集の求人記事がありまして、どうしても前回の内部事情が
書かれたブラックな求人を思い出してしまうsusi-paku(‘A’)です。
まぁ、今回の記事は至ってニュースサイトらしく、非常に共感する部分が多々あったのでまとめ

てみました。

GIGAZINEの人材募集記事の詳細については下記からどーぞ
【人材募集】GIGAZINEで世界を変えたい編集・記者を募集します - GIGAZINE

3.11　東北大震災で変化し改めて認識された情報配信のあり方。

今回のGIGAZINEさんの記事で特に取り上げられているのが、3.11でのニュースサイトのあり方で
すね。

「事実を知り、確認し、発信して教えて広める」

「本当は何が起きたのかという事実を確認し、起きた事実が一体どのような意味を持っているの

かを理解できるように説明し、必要な情報を発信して広める」

何だか当たり前のような内容の気がしますけれど、震災後数日間はツイッターなどから出回る

デマ、ソース元を信頼しての流布など様々な情報の交錯っぷり凄かったですね。(‘A’)

東北・関東大震災により中小・町工場の製造業に影響が出ています。横浜から今の現状を書いて

みます。:susi-paku web
自分も震災数日後に書かせてもらった記事も今読み返せば

■ 受注の減少と発注のキャンセル 
大手メーカーなどが操業停止になったことで、一部かもしれませんが発注が西日本へシフトして

いるとの事、発注事態がキャンセルになっているとのことを聞きました。関東地方では対応でき

ないと解釈されている場合もあるそうです。 

http://www.susi-paku.com/pakugigazine.html
http://gigazine.net/news/20110628_gigazine/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ec063b92bf09_789/monodukuri_thumb_2.png
http://www.susi-paku.com/pakupost-41.html


ないと解釈されている場合もあるそうです。 
朝から仕事にならないので、国庫を飛び回っているとの事を聞くと胸が痛みます。

取引先の話や情報を鵜呑みにして書いた記事、実際に事実を確認したわけではないのでニュース

記事としては危うい内容だと感じます。

んで、GIGAZINEではこのように書かれています。

事実確認・説明・情報流通というこのたった3つのことがどれほど難しいのかということを身をも
って実感した人が、3.11以降のネット上ではかなり多いはずです。逆に、こう感じた人も多いは
ずです。事実の確認をする方法がわかり、何をどう説明すればわかってもらえるかがわかり、な

おかつそういう正しい情報を広めることができれば、どれだけ多くの人が助かり、多くの人の役

に立ち、そもそも今回のような事態は起きなかったのではないか？と。

確かに情報を配信する立場によって、情報流通の難しさ。受け手の人間によってはそれを善意と

感じるか悪意と感じるかは十人十色であると思うわけです。

計画停電の備え：サラダオイルランプの作り方 | コリス
例えば、計画停電の備えについて書かれたコリスさんの記事。この記事が書かれた日は計画停電

の最中であり、電池などが全く手に入らない状態だったので非常に有用な知恵をありがたいと感

じたのですが、この記事のコメント欄には賛否両論が書き込まれているんですね。

これには違和感を覚えまして、そのスキルを持ち合わせた専門職の人間が語ればそれが正解であ

り　畑違いの人間が語ることは決して正解ではない事、その狭間で発生したのが　ツイッターか

ら広まった『拡散希望の情報をリツィートする　→　それがデマだった』　そんな気がするわけ

です。

己の立ち位置、立場を踏まえた上での意義を確認し流動的に修正していく事が今後の情報配信す

るメディアにとって重要である気がします。

GIGAZINEが求める人材について

言われたことをこなす「組織の部品」としての働き手を求めているわけではありません。自分

がGIGAZINEを作っている、一緒に作りたいと考える仲間を募集しています。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ec063b92bf09_789/2011031505_2.png
http://coliss.com/articles/life/life-20110314.html


まぁ、そうですわな。(‘A’)
『サラリーマンにはなりたくない！』『自分は特別な人間なんだ』みたいなゲーム世代のリセッ

ト感覚では到底理解しがたい求人なんじゃないかなっと。

組織の部品というのは代替えが聞く働き手という意味であり、『100円で飲み物を買って来て欲
しい』という注文で只100円の飲み物を買ってくるだけの人材は欲していないという意じゃないの
かと思うわけです。

「ただその時間、そこにいることで給料をもらう」ことを否定はしません。こういうクリエイテ

ィブな仕事には向いていないだけであり、もっと単純作業につくべきというだけで、それは適材

適所だと考えます。

自分もライン工のような仕事は絶対できないので、そこにいることで給料がもらえる仕事もまた

能力じゃないかと思います。しかし、GIGAZINEが求めている人材は異なり例えるのなら

プラダを着た悪魔 (特別編) [DVD] アン・ハサウェイ メリル・ストリープ エミリー・ブラント ス
タンリー・トゥッチ

プラダを着た悪魔という映画で、エミリー役の仕事っぷりがまさにそうであり、『100円で飲み物
を買って来て欲しい』という注文があれば、記事になるような飲み物が販売されているのかを確

認し、買えるものであればレビューを申し出、さらには比較する商品も用意する。そんな常にア

ンテナを張れる人材なんかを募集しているんじゃないかと思う訳で、多少はプライベートに食い

込む部分もあるかもしれません。ですが、そこにやりがいを見いだせる人　と書かれているよう

に全てが時給換算する事できないやる気次第の業務なわけです。

それを踏まえて、記者として業務を行う為のスキルである。「国語」、入試で言うなら「小

論文」、大学で言うなら「レポート」作成の能力が必須条件となっているんですね。

んま、いつも通り　こんな人材いねーよ！ブラック過ぎなどと言われてるけども、個人的に

はGIGAZINEで働けたらそれこそが本当のスキルな気もするのだよね。プラダを着た悪魔のEDも
転職のシーンなんかあれこそが努力した人の勝ち組って感じだしね（観てない人すみません、見

てね(‘A’)

おまけ、

っとまぁ、GIGAZINE脳乙と言われそうな記事ですが　普段の記事では読めない編集長の考え方を
拝読できるので好きなんだけども

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003N1L63S/susipaku-22/ref=nosim


今回の文中に使われている写真には違和感を感じるのよね。(‘A’)

確かに世界を変えたいヒャッハーみたいな画像だね。

GIGAZINEのオフィスはこんな感じだよって感じるよね。

私たちと一緒に会社を大きくしよう！そして一歩を踏み出そう！みたいな画像だよね。

なぜに外人・・・写真のおかげで非常に胡散臭いサイトに感じちゃうよね。

自社を取材するように社内の撮影しないのかっと感じるわけです。
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ツイッターのコメントでは絶賛写真の事を書かれてますね。

この写真を使ったのも前回の記事同様狙っておこなった求人記事なのかもしれないけれどね。(‘A’
)
募集期間は6月28日(火)〜7月11日(月)23時59分までと来週の月曜日までとなってます。GIGAZINE
で働きたい人はぜひあたって砕けてみてはいかがでしょうか(‘A’)ノおしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ec063b92bf09_789/nodu000611.jpg
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連載：Movabletype5で作る写真イメージギャラリーについて-機能の確認編-その1

うちのブログにも度々登場しております PAKUTASO(ぱくたそ)無料写真素材-サイト
はMovabletype で作られておりまして、その構築方法について連載して記事を書いてみようかと
発起したsusi-paku(‘A’)です。『WP！WP！』というご時世に『えぇー！まだMT？・・MTが許さ
れるのっ(ry』・・・っとリアルに言われたのは内緒ですけども、そんなMTでもイメージギャラリ
ーが構築できちゃうんですね。

第一回では立ち上げ編としまして　インターフェイスからMTを利用してこんなことをやっている
かとかを紹介したいと思います。

Movabletype でイメージギャラリー構築については下記からどーぞ

トップページからサイトの構成を見てみる。

はい、始まりましたMTでギャラリーサイト構築！復習と戒めがてら　後々読んでもわかりやすい
ように書いてみたいと思いますよ。(‘A’)

PAKUTASO(ぱくたそ)-見て楽しめる無料写真素材/商用可能
サイトトップはこんな感じで出来上がっています！２カラムの右サイドメニュー上段ナビという

どこにでもあるサイト構成ですね。

主にMTの機能が使われている部分をちょっとだけ解説しながら紹介してきます。

http://www.pakutaso.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dca4d3187609_120F4/pasiks000941.jpg
http://www.pakutaso.com/


９枚ｘ3段の27枚を　65ピクセルの正方形の形でリストアップしています。
新着画像が左上から順に追加更新されていく形式となっており、画像のサイズが縦長サイズ　or
　横長サイズのアイコンも表示させています。

サイドメニューの部分には現在の枚数が表示されています。うちのブログにも似たように目標掲

げているんですが、この部分って個人的に戒めゾーンって呼称しております。（仕事でホームペ

ージ作る時クライアントサイトの更新履歴だったり日付入りのコンテンツだったりする部分で

すね。ｗ）

このサイトは生きたサイトかそれとも死に体のサイトかどうかを瞬時に確認できるようにしてい

るわけです。以前見た時と何が変わっていて、そしてどのくらい変化しているのかユーザーに期

待させる役割もしていたりするわけです。ｗ

話は逸れましたけども、現在枚数の部分は投稿したエントリー数を表示させるようにしています

。ここの方法は何タイプか試してみました、例えばカテゴリの最上部に親カテゴリを作成してそ

れに属するエントリー数とかで調整とかね。

んで、合計枚数の下には最新エントリを１件日付を入れて表示させている仕組みです。

写真の属するカラーを一覧で表示させる部分ですね。このカラー種類はGoogleイメージでのカラ
ーパレットを参考にしています。
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右サイドメニューのカテゴリリストですね。プラスボタンを押すとサブカテゴリが表示させるよ

うになっています。（jQuery の TreeView )
MT5.12になってからカテゴリの表示順序をプラグイン上にて行わなくても変更できるようになっ
たのでかなり楽になりましたね。(‘A’)
んで、このカテゴリの作成で悩んだのが名称の左側に表示されている個々のアイコンなんですね

。ｗ　これ作るのかなり悩みまして、設置は簡単なんだけどjQuery の TreeView と併設するがし
んどかったです。

次も右サイドメニューに表示されているタグクラウドと呼ばれるサブカテゴリでございます。こ

れはデフォルトのタグクラウド（ウィジェット）を改編して利用しています。

エントリーページの構成を確認してみる。
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アナベル（西洋のアジサイ）-無料写真素材PAKUTASO
んで、お次は個々のエントリーページを見てみましょう。

このエントリーに対して、hatena,Y!,Googleのソーシャルブックマークボタンを追加してい
ます。Googleのプラスワンボタンは画像ごとに追加しようと思ったんですけど、今の所サイト自
体に設定しています。

また、このエントリ（写真）の投稿日と属するカラーも表示させています。

左下の部分ですが、画像サイズ（横×縦）と写真の詳細内容（エントリ内容）・所属するカテゴリ
、撮影した人物が掲載されています。

この辺りは全て入力形式（カスタムフィールド）で作成しています。
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エントリの写真（正方形）が表示されており、クリックすると拡大（lightbox)される仕組みです
。

トップページの紹介の際にも表示されていた画像の縦長・横長表記も付いてます。

んで、無料の高解像度はこちらをクリックすると。

このようにポップアップ（lightbox)が表示され、規約とダウンロードリンクと広告が表示され
ます。
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ダウンロードを行うと、外部サイトにある高解像度データをダウンロードするか聞かれます。

jpeg画像を表示させずにダウンロードさせるよう.htaccessに追記しています。
また、なぜに異なるドメイン・サーバーでダウンロードファイルを管理していいるのかは後々説

明します。

投稿されたエントリの１個前のエントリと次のエントリを表示させています。ここでは85pxの正
方形の画像を呼び出して使っています。

nodu000605

お次はタグの部分ですね。エントリごとに入力したタグ・キーワードが表示され、同じ言葉で使

われている場合リストアップされる仕組みとなってます。

ここで難儀したのが、このエントリーページの写真も含まれてリストアップされてしまうのを改
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善したのと、基本的に新旧でのリストアップ方式をランダム表示に変更した点です。

カテゴリページの構成を確認してみましょう。

nodu000606

花-無料素材-pakutaso.com
カテゴリページでは、７枚ｘ6段の42枚を85pxの正方形でリストアップしています。
このカテゴリページのリストアップについては、カスタムフィールドで指定したタグををリス

トアップしてまんま使う感じです。

pasiks000948

んで、画像の部分にはマウスをロールオーバーすると拡大画像が表示されるようになっています

。

これもMTのカスタムフィールドで指定した画像アイテムを呼び出して使っています。下部にはエ
ントリタイトルも表示させてます。

すべての写真を確認する
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nodu000607

全ての写真一覧-無料写真素材サイトPAKUTASO
ここでは、投稿された写真が新着順に一括で表示されます。トップページでは27枚のlastn指定し
てましたけども、こちらは無しの状態ですね。

んで、一気に画像を読み込むと大変重たいので、jquery.lazyload.js　を利用して画面に表示された
画像のみ（div範囲）表示させるようにしています。

検索結果の部分を確認してみます。

nodu000609

『susi-paku』関連の無料写真素材-PAKUTASO-
nodu000608

mtで標準に搭載されている検索フィールドを利用する場合、検索できる範囲が限られてしまい
ます。

PAKUTASOではカスタムフィールドの内容も検索結果として出力できるように設定を行ってい
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http://www.pakutaso.com/all.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dca4d3187609_120F4/nodu000609.jpg
http://www.pakutaso.com/mt-sys/mt-search.cgi?CustomFieldsSearch=7&search=susi-paku&CustomFieldsSearchClassType=entry&CustomFieldsSearchField=tasteshiyou&CustomFieldsSearchField=imagecolor&CustomFieldsSearchField=toukousya&IncludeBlogs=2&limit=42
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dca4d3187609_120F4/nodu000608.jpg


ます。

これだけの機能で誰でも簡単にギャラリーサイトが構築できます。

たぶん80％くらいカスタムフィールドを利用して構築していますんで、ほんと初心者の方でも構
築できると思いますよ。(‘A’)
んで、実はユーザー権限を作ってコミュニティ風に公開する（画像のアップなど）予定でしたが

、サイトの性質上コミュニティ機能はつけておりません。たぶんプロフィールページなどを追加

する時　個別のウェブページを構築しなくても作成できるので管理は楽かと思われます。

参考にさせてもらった書籍について

PAKUTASOを構築するのに参考にさせてもらった書籍です。

Movable Type Community Solution—MT5/MT4.2対応 デザインユニットlinker（黒野明子、秋野琢
、柳谷真志）

 

Movable Type 5 プロフェッショナルガイド 荒木勇次郎
っとまぁ、書籍を確認してもらえればわかる通り、もっと充実した機能を追加したいところでは

あります。(‘A’)
今回の連載第一回では、素材ギャラリーの機能について簡単に説明させてもらいました。

MT使いこなしている人にとっては、突っ込みどころ満載だとは存じますがやさしく見守って指摘
してあげてください。（たぶんところどころ3.ｘのタグ使ってます）第二回はエントリの投稿と
カスタムフィールドについて書いてみたいと思います。(‘A’)ノ　おしまい。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4883377067/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839934134/susipaku-22/ref=nosim


デートの前に！高麗人参エキスなどが配合されたペプシエナジーコーラを飲んで燃え
上がってみた。

pepushi

7/5にペプシさんからまたすごい飲み物が新発売されましたよ。(‘A’)今度のはローヤルゼリーや高
麗人参、ガラナエキスなどが配合されている栄養ドリンク型コーラとなっております。

ペプシエナジーコーラの試飲レビューについては下記からどーぞ

「ペプシ」に高麗人参やガラナエキスを配合 -「ペプシ エナジーコーラ」

甘くないコーラの次は、滋養強壮コーラの登場

L8520309

はい、発売と同時にコンビニへ買いに行ってまいりましたよっと。(‘A’)b
配合成分からして、リポビタンDやユンケルコーナーに置いてあると思ったら　普通にデカビタの
隣に置いてました。

R0017359

http://journal.mycom.co.jp/news/2011/06/08/045/
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缶の表側はこんな感じ。ローヤルゼリーエキス・カフェイン・アルギニン・高麗人参・ガラナエ

キス配合と書かれてます。

R0017354

何だか体に良いのか、わからない成分たっぷりです。

R0017357

カロリーは100mlに対して47calとなってまして、リポビタンDが74calなのでそこまでカロリーは
高くないかもね。

ってか、炭水化物11.7g　ってなんだろうか。
R0017363

燃え上がれ！ここぞという時の燃え上がる気持ちぴったりな刺激的な味わい。スポーツ、勉強、

仕事　デート（はーと）の前に

っという素晴らしいキャッチコピーが書かれてます。まぁ、そういう飲み物なわけですが、他社

が販売している精力増強剤のような下品さが無い分女性も買えるんじゃないかと(‘A’)
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R0017365

早速飲んでみます。タブを開けたら　薬のような化学の香り（栄養ドリンク開けた時の臭いかな

）がしました。でも、シュワシュワしているのでコーラなんだなと、、

R0017370

見た目はまんまコーラだね。(‘A’)
R0017374

さて、飲んだ感想だけども、甘ったるい臭いと最初の口当たりはまんまペプシコーラでした。だ

けども、飲んでいるうちに薬というかあの薬品のような味が鼻から抜ける感じがあり、栄養ドリ

ンクが苦手な人にとってはちょっとつらいかもしれないですね。(‘A’)
養命酒を飲んだ後の感覚に似ている気もするけど、アルコールなしだしそこまで甘くないのでや

っぱりコーラだなっというのが感想かな。あとはこれを飲んで夜眠れない状態であれば効果抜群

かもしれないのだけども　すでに眠いです

ってなわけで、価格も150円と安いのでデート前の飲料として活用してみてはいかがでしょうか
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？('A')おしまい。



『瓦礫を踏み台にするさ』など、被災地からの１行メッセージが込められたポスター
復興の狼煙を買ってみました。

hukkoushien

最近、ちらほらメディアに紹介されている被災地からの一行メッセージがつづられた復興の狼煙

というポスターを買ってみました susi-paku　(‘A’)です。
PAKUTASO（写真サイト）の影響もあり、写真のポスターとしても非常に秀逸でかつ込められ
たメッセージにもぐっとくるわけでして、物が残る支援というのも悪くないんじゃないかと考え

購入した感じです。

収益はそのまま義援金になるポスターの詳細は下記からどーぞ

復興の狼煙とは何？

nodu000594

「復興の狼煙」ポスタープロジェクト

様々な想いを胸に秘めながら、前を向いて歩み始めようとする釜石市民。彼らから感じた「人間

の強さ」、そのままを伝えたいと願った盛岡の広告人。苦しみながら悩みながら「今」を撮るこ

とで答えを見つけようとした東京のカメラマン。

ホームページから抜粋させていただいた発起人のメッセージですね。

3.11から約４か月が経過しましたが、未だに影響で苦しむ日々ではあります。被害が大きかった
被災地から発信されるこの復興の狼煙を見て頑張ろう！って思う気持ちになる事が本当の震災

復興って感じがします。(‘A’)

http://www.pakutaso.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/nodu000594.jpg
http://fukkou-noroshi.jp/


nodu000595

もう一度、日本で起きた大惨事だったことを認識するわけです。

nodu000596

ポスターの種類は被害が大きかった　大槌街と釜石　からのポスターとなってます。

・　一緒に悲しむことよりも、あなたの仕事を一生懸命やってほしい。それが沿岸を岩手を元気

にする力になると思うから。

・　どうか、健やかに、どうかあせらずに、どうか一人一人が見つめ合って街がきらきらと蘇る

その時は、きっといつのまにかやってくる。

被災者からのメッセージなのかどうかはわかりませんが、素晴らしい内容のメッセージが書かれ

ております。(‘A’)

復興の狼煙ポスターが届きました。

IMG_6096

っというわけで、WEBから注文したら届きました。(‘A’)
「復興の狼煙」ポスタープロジェクト

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/nodu000595.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/nodu000596.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/IMG_6096.jpg
http://fukkou-noroshi.jp/order/


nodu000597

自分が購入したのは、ポスター2の方（釜石+大槌）ですね。
ちなみに、購入代金3,990円を銀行に振込み　そのあと代引きで送料が請求されます。実際のと
ころ、購入代金+振込手数料+送料だけども、手元に届く際に代引き使ったら手数料が２重で発生
してるんだよね。

なんだか、この手数料分を少しでも震災復興（赤十字への振込手数料は無料）みたいにできたら

すごい素敵だと思うのだけどもね。運営の人見てたらこれ考えてほしいですな。(‘A’)
IMG_6100

さて、開けてみたら便箋が入ってました。

IMG_6112

メディアでも放映されてましたけども、このポスターを教育の現場で掲示したりするのってすご

く大事な気がしますな。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/nodu000597.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/IMG_6100.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/IMG_6112.jpg


IMG_6113

ポスター15枚は結構な枚数になってます。
IMG_6121

丸まって届くので重しを使ってまっすぐにさせます。

IMG_6137

ポスターの大きさはB3サイズ（364mm×515mm）となっており　結構大きいです。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/IMG_6113.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/IMG_6121.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/IMG_6137.jpg


IMG_6150

先日作成したポストカードとサイズ比較してみました。

IMG_6157

ジャンプ2.5冊くらいの大きさですね。(‘A’)
IMG_6153

『個人的には　瓦礫を踏み台にするさ』のポスターが一番好き。

中央の子供さんがスライムベスを両手で持ってて　そのスライムだけが無機質な表情の笑みを浮

かべてるんだよね。

笑顔が消えてしまった街で代わりに笑ってあげているそんな空気、写真ひとつで色々なメッセー

ジを発信できるんだと感じさせてもらいました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/IMG_6150.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/IMG_6157.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/IMG_6153.jpg


IMG_6135

IMG_6144

写真としても秀逸である　復興の狼煙ポスタープロジェクト。

職場でもプライベートの空間でも１枚貼ってあるだけで、自分も頑張ろう！っと勇気づけられ

ます。(‘A’)
是非、興味ある方は物として残る震災復興をしてみてはいかがでしょうか。おしまい

・震災の日に書いたブログはこちら

横浜で被災。東北大地震で停電や断水するも混乱なく徒歩の帰宅など日本のモラルの高さを

実感:susi-paku web

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/IMG_6135.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d6bfd42c1d4b_2AF7/IMG_6144.jpg
http://www.susi-paku.com/pakupost-38.html


女性に大人気！季節の果実がてんこ盛りで有名な代官山キルフェボンでタルトを食べ
てきました。

kirufebon

最近、甘いものに目がなくカロリー計算をしないとだいぶ危なくなっているsusi-paku(‘A’)です。
不二家ネクターロールとか、堂島ロールに続きお菓子シリーズ化しているウマウマカテゴリで

すが、先日ですねタルトのお店と言えば…で有名なキルフェボン・代官山店に行ってきました。
季節の果実がてんこ盛りな見た目、味、お値段共に完成されたタルトの詳細（レビュー）につい

ては下記からどーぞ。

キルフェボンって、どんなお店？

IMG_0876

こだわりのタルト、ケーキのお店。 キルフェボン
キルフェボンはケーキ店なのですが、その他にクッキー等の焼き菓子も販売されているようです

。

nodu000588

タルトには季節のフルーツを使用した期間限定のものと、常時販売されているレギュラー品が

あり、全部で20種類ほどショーケースに陳列されてます。
その中でも圧巻なのが、季節限定のタルトの中でも『特選』と称される貴重な特選素材を使用し

たタルト。これがすごいんです。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/pakupost-61.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-63.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/IMG_0876.jpg
http://www.quil-fait-bon.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/nodu000588.jpg


nodu000589

普通のタルトのお値段が、だいたい1ピース600円前後のものが多いのに対して特選タルトは1ピ
ース1000円以上！
nodu000590

6月で終了してしまったけども『宮崎県産　完熟マンゴーのタルト』は1ピース1890円！
ホール（25cm）だと17955円とか！！！
……贅沢ですな。(‘A’)ピザーラより高いよね。

ってな訳で、行ってきました！代官山店

場所は代官山駅から徒歩10分くらいの所にあります。
せっかくならカフェスペースのある店舗でお茶したかったので代官山店を選びまして、店舗によ

ってはテイクアウトのみのところもあるので注意が必要ですね。

お店に入ると何よりもまず、メインのタルトやケーキの並ぶショーケースに目が行きます。タル

トの美しく色とりどりにデコレーションされたビジュアルにうっとり。(‘A’)
ショーケースの中のタルトが綺麗で、本当にキラキラしています。

nodu000591

タルト自体の盛り付け方は勿論ですが、ライティング等、見せ方が上手いです。

んで、カフェスペースはなんと30分待ち！

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/nodu000589.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/nodu000590.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/nodu000591.jpg


IMG_4531

そして見事に女性グループとカップルばっかりなのですよ。(‘A’)ﾊｧﾊｧ
確かに、お店の外観や内装、インテリアも女の子受けする可愛いかんじなので、彼氏は皆、彼女

に連れられて来ているもしくは、ついつい甘い臭いに惹かれて足を運んでしまうんだろうなーと

思われます。デッドスポットっというやつですね。

IMG_0831

1Fがテイクアウトと注文専用で2Fがカフェスペースでした。（↑中の階段）

どれにしようか、かなーり悩んで

IMG_5693

『赤いフルーツのタルト』と

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/IMG_4531.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/IMG_0831.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/IMG_5693.jpg


IMG_5692

季節限定の『チョコとミントのタルト』を注文！(参考にチョコミント大好き！！スースーする)
もちろん、1890円のマンゴーを注文する勇気はありませんでした…
んで、待つこと10分くらい…
タルトがテーブルに運ばれてきました。

IMG_0850

イメージより少し小ぶりな印象だね。(‘A’)　うわぁ甘そぅ
赤いフルーツのタルトは赤色な果物で構成され実に華やかです。たぶん　イチゴ・クランベリー

・ブルーベリー・カシス…6種のベリーが乗ってました。
IMG_0852

イチゴは中心部分の白いところがくり抜かれ美味しい部分だけが使われており、口に入れるとま

ろやかな酸味のあるクリームと甘酸っぱいベリーがとても相性よく、

硬すぎず、柔らかすぎない、そして飽きさせない甘さと程良くサクサクとした食感の香ばしいタ

ルト生地がさすが専門店という感じです。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/IMG_5692.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/IMG_0850.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/IMG_0852.jpg


IMG_0858

チョコとミントのタルトは、涼しげで見た目は一見シンプル。

でもよく見ると、生クリーム部分に刻んだミントの葉が入っているのですよ。(‘A’)！
タルト生地はココア風味。タルトと生クリームの間には、リンゴの香りのチョコレートクリーム

が入っているそうです。

IMG_0867

口にいれてみると、さっぱりとした甘さで香料ではない生のミントの程よい清涼感が鼻に抜け

ます。

リンゴの香りって書いてましたけども、ミントの方が強くて香りは感じられませんでした。

タルト生地がビターなので全体的にもすっきりしている感じ、甘いものが苦手な男性や無理やり

彼女に連れてこられて『えー食べるものないよー』っという男性でも、これならイケる気がし

ます。

IMG_0870

キルフェボンでは、主に焼き菓子(タルトは一部)の販売ですがwebストアもありますので、お中元
のセットなんかに送られたらセンスいいって喜ばれるんじゃないですかね。

店舗で使用されていたフルーツ柄のテーブルクロスも販売してました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/IMG_0858.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/IMG_0867.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/IMG_0870.jpg


IMG_0848

このテーブルクロスがあれば、30分待たずにテイクアウトしてもお店の雰囲気で食べられるとい
うことでしょうかね。(‘A’)おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a35544956fbd_7ED/IMG_0848.jpg


2011.6月アクセスが多かった記事と今月のお気に入りサイト

6gatufav

はい、毎月恒例の例のやつも今月で３回目となりましたよっと。(‘A’)
何だかあっという間に2011年も半分が終了しておりまして、もうすぐ夏がやってくるそうですが
電力大丈夫なのか気になりながら今月を振り返ってみたいと思います。

2011.6月の人気だった記事やお気に入りのの詳細は下記からどーぞ

2011年６月今月は何があったのか？

先月の記事でホリエモンに最高裁から実刑判決が下った内容を記載させてもらいましたけども、

今月はそのホリエモンが出頭する様が話題となりましたね。

nodu000587

もう、レッドカーペットのように収監されていたのが印象的でした。(‘A’)　これから２年半の自
粛となり、その間の経済損失は大きいと思うわけです。

痛いニュース(ﾉ∀`) : ホリエモン、モヒカン頭で出頭・収監へ
その他のニュースとしては、あまり話題にならなかったけれど　日本のスパコンが１位に返り咲

きましたね。

「２位じゃダメなんです」…日本スパコン、中国抜き世界１位に
こんな時だからこそ、こういった明るいニュースと日本の技術はまだ終わっていないという実証

は嬉しいかぎりです。

2011.6月アクセスが多かった記事ベスト5

それでは、６月に書いた記事の中でアクセスが多かった記事を紹介します。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d42afa09beb7_14D2B/nodu000587.jpg
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1634895.html
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=0621&f=it_0621_005.shtml


５位　Acerから発売予定の4万円を切るICONIA TAB A500とLight TABを比較してみた。

iconia_3

ACERから発売される高性能ＴＡＢの紹介記事ですね。自分が持っている Light tabと性能比較し
てみた所　リビングＰＣとして活用するのなら絶賛買いなわけです。

4位　この海鮮野郎！長万部のご当地ゆるキャラことまんべくんの活動が斜め上いってたのでまとめてみた。

manbekun_3

長万部のマスコット　まんべくんの紹介記事です。この豚野郎発言で2ＣＨまとめスレに注目され
　一気に有名になりましたね。

3位　Google版のいいねボタン『+1』をWEBサイトに設置して、プロフィールで表示してみた

googleplus_5

GoogleがFacebookに対抗して始めたサービスですね。今後のSEOのキーになりそうな感じで
すね。ぜひ、うちのサイトをポチッとお願いします。

2位　毎日290円で食べられるSUBWAYの新しいサービス『得サブ』が6/1からスタートしたので食べてみた

http://www.susi-paku.com/pakuacer4iconia-tab-a500light-tab.html
http://www.susi-paku.com/pakumanbe-kun.html
http://www.susi-paku.com/pakugoogle1web.html
http://www.susi-paku.com/paku290subway61.html


subway_3

今月から始まったサブウェイの毎日290円で日替わりで食べられるサービスの紹介ですね。記事と
してはありきたりなんですが、どの曜日が一番お得なのか比較したので、それを求めて検索する

人が非常に多かった記事です。

1位　Google砲！記念日ロゴ(ホリデーロゴ)の検索ワードで表示されるアドセンス広告の見積もりがすごいことに

googlehou_3

ホリデーロゴの検索ワードで表示されるアドセンス広告について書いた記事ですね。GIGAZINEさ
んのヘッドラインニュースに紹介してもらえたのでアクセス伸びた感じ。改めて記事を読み返す

と　本当にスポット的な広告に使えそうな感じだよね。(‘A’)
っという感じで、今月も色々な話題の記事を書かせてもらいました。そういえばGIGAZINEさんで
思い出したけれど、また人材募集の広告を始めてましたね。【人材募集】GIGAZINEで世界を変え
たい編集・記者を募集します – GIGAZINE
募集要項の必要な経験・能力の部分に注視すると、非常に大事なことがさらっと書かれてます。

これについては、改めて記事で書いてみようかと思ってます。

今月のお気に入りの・面白いサイト〜役立つサイトまで紹介

WEB屋・デザイン関係で役立つ系

「素人っぽいデザイン」から抜け出すために、デザイン制作時に心がけたい5つのポイント «
Parkn' Park
全ての基礎とカッコイイデザインはまずパクる事が大事なんです。ｗ

グラフィックデザインを学ぶ人が知っておくべき50のこと | IDEA*IDEA
大事な部分とギブアンドテイクな部分もあるけれど知っておくと客観的に見れるね

[CSS]正方形・ダイアモンド・台形・三角形・円・ハートなどを作り出すスタイルシートのまとめ
| コリス
以前ドラえもんすごいなーっと思ったけれど、これはこれで知っておくと便利だね。

http://www.susi-paku.com/pakugoogle.html
http://gigazine.net/news/20110613_headline/
http://gigazine.net/news/20110628_gigazine/
http://parkn-park.com/webdesign/webothers/%E3%80%8C%E7%B4%A0%E4%BA%BA%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%81%84%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E6%8A%9C%E3%81%91%E5%87%BA%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%80%81%E3%83%87/
http://www.ideaxidea.com/archives/2011/06/the-50.html
http://coliss.com/articles/build-websites/operation/css/css3-simple-shapes-cheat-sheet-by-land-of-web.html


Google画像検索—画像で画像を検索できるようになった
これが登場したらトレース疑惑の画像が一発かもね。

Google Chart APIを使ったQRコードを超簡単に描画してくれるjQueryプラグイ
ン「MyQRCode」:phpspot開発日誌
表示制限があるものの、自動的に発行してくれるのでコミュとか便利だろうね。

「Googleウェブマスターツール」で是非とも確認しておきたい５項目まとめ*二十歳街道まっしぐ
ら

改めてサイトリンクを確認すると結構登録されててびっくり。

Picture of a Picture from the Past in the Present
こういったデザイン結構好きかも

jQueryプラグイン探しの時間を短縮できるかも・デモのキャプチャでギャラリー形式に紹介す
るJquery Labs - かちびと.net
色々なプラグインが一覧になっているので便利だね。

Firefox 5 の使い心地はどうだい？ | ライフハックちゃんねる弐式
気になるみんなの声

『アクティブランニング』のススメ | IDEA*IDEA
気晴らしって大事だよね。あと仕事から離れる時間。

嫌われまくりのIE6の現状と仲良く付き合う方法 | Webクリエイターボックス
IE6対応のサイトは別料金となります
今日からできる定時で上がるためのWEB制作効率アップ術 | カッシーのWEBる。
定時にあがりたい・・・

PHPでセキュリティを真面目に考える
PHP詳しくなくても読める。
最近の警察官募集ポスターがすごい【三重でMKB68誕生】 - NAVER まとめ
これはこれでありだと思う。

うまいなあ、とそのクリエイティブさに感心してしまうロゴのまとめ | コリス
隠されたメッセージってやつだね。

Legend Of Zelda - Link's Awakening
HTML5でゼルダをプレイ・・・GB
Useful :nth-child Recipes | CSS-Tricks
li使って強調して色を配置したりするとき超重宝しそうだね。これは便利

なるほどフムフムネタ

少ない人・金・時間から大きな成果を出すユニクロの仕事術　〜本『ユニクロで学んだ「巻き

込み」仕事術』 - ライフハックブログKo's Style
全ては効率化ってかんじなのね。

17,000種類の処方薬・市販薬について検索〜お薬手帳に飲んだ薬の記録もできる『総合お薬検索

http://jp.techcrunch.com/archives/20110614google-search-by-image-use-a-snapshot-as-your-search-query/
http://phpspot.org/blog/archives/2011/06/google_chart_ap_3.html
http://20kaido.com/archives/3651440.html
http://www.boostinspiration.com/photography/pictures-past-present/
http://kachibito.net/web-design/query-labs.html
http://lifehack2ch.livedoor.biz/archives/51262072.html
http://www.ideaxidea.com/archives/2011/05/active_running.html
http://www.webcreatorbox.com/webinfo/we-hate-ie6/
http://stid.jp/wp/?p=975
http://www.slideshare.net/nazone/php-8287082
http://matome.naver.jp/odai/2130794241260659501
http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/showcase-clever-logos.html
http://grantgalitz.org/get_the_hell_out/LegendOfZelda_Links_Awakening/
http://css-tricks.com/9657-useful-nth-child-recipies/
http://ipodtouchlab.com/2011/05/qlife-iphone.html


QLife』 - Touch Lab - タッチ ラボ
意外と使っている薬の詳細知らないことあるよね。

「なぜだか分からないけど忙しい毎日」を根本的に見直すための9つの質問 : ライフハッカー［日
本版］

これって逆に常に忙しさが無い人が読むといいと思う

一人暮らしをしようと思う。　良い物件を選ぶコツ教えろ

つねにこの話題ってあがるよね。自己物件だけはやだね。

【お前ら】デキる人とデキない人の差は“癖”にある！ デキる人の“良癖”とは？ | ライフハックちゃ
んねる弐式

カンファレンスする時によく見るけど、書かなくても覚えれる人ってまじでいるんだよね。

人見知り克服のコツ | ライフハックちゃんねる弐式
全ての職にいえるね。

クソ眠い時ってどうすればいいの？ | ライフハックちゃんねる弐式
外出るのが一番だよね。

VIPPERな俺 : 旅行しようと思う。　ここは行っとけって場所を教えてくれ
いいなー素材撮りにいきたいわぁ

連載（67）人気沸騰「まんべくん」の仕掛け人／佐藤健次郎さん | 特集 | northstyle [ノーススタ
イル]
あぁ、何か仕掛けそうな顔だ

タイピング発電で充電不要なノートPCも、永久稼働につながる技術が開発中 – GIGAZINE
そして電力を東電に売れたらいいね・・・

練習するほど嫌になる　上手い絵見ては嫉妬する　それでも上達したい : 【2ch】コピペ情報局
うまい人の絵をみて上達するんよね。

人に話さずにいられない「存在」になる方法

こういうの意識しながらワークするといいかもね。疲れるけど

再送：米フェイスブック、来年第1四半期にＩＰＯの可能性＝ＣＮＢＣ （ロイター） -
Yahoo!ニュース
とうとうIPO来るのか　GもSNS始めるし興味深いです。
一目でわかるJリーグ2011 : ガハろぐNewsヽ(·ω·)/ｽﾞｺｰ
これはわかりやすい。

話題ネタや面白ソースなど

「シャア専用バイク」がヤフオクで落札　アクセス総数75万件 – ねとらぼ
地味でワラタ

どうしてこうなった？各地で撮影された、「パンを首輪にする鳩」たち（画像14枚） : ひろぶろ
これは一度でいいから見てみたい。

不動産屋のオトリ物件に騙された | オモコロ特集

http://www.lifehacker.jp/2011/05/110512lookingbackschedule.html
http://alfalfalfa.com/archives/3434296.html
http://lifehack2ch.livedoor.biz/archives/51251634.html
http://lifehack2ch.livedoor.biz/archives/51253174.html
http://lifehack2ch.livedoor.biz/archives/51253919.html
http://blog.livedoor.jp/news23vip/archives/3794171.html
http://www.northstyle.jp/features/detail.asp?id=138
http://gigazine.net/news/20110624_everlasting_battery/
http://news.2chblog.jp/archives/51611746.html
http://www.wakatta-blog.com/post_633.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110614-00000788-reu-bus_all
http://blog.livedoor.jp/funs/archives/52004306.html
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1105/31/news046.html
http://www.hiroburo.com/archives/51802606.html
http://picup.omocoro.jp/?eid=1120


特価商品陳列して呼び込む量販店といっしょですね。

【画像】ひき逃げ被害者の男性会社員（33）の乗ってたバイクがすごい　愛知 : ガハろぐNewsヽ(
·ω·)/ｽﾞｺｰ
33歳の生きざまを見せられました。
「これは酷い」ってなるようなパクリ疑惑曲:ハムスター速報
大塚愛はいつも登場しますな。

口の中で転がすだけの新感覚のボール状歯ブラシ！　 : ギズモード・ジャパン
これはPC作業中は便利だね。
秒速ニューろぐ 無職男（27）がブックオフのCDをそのまま買取りコーナーで売る夢の永久機関
にチャレンジ

まさかの永久機関！ｗ

カルフォニアの刑務所が怖すぎワロタｗｗｗ　お前らが入るとどうなるの？ : watch@2チャンネ
ル

まちがいなくやられるね。

何かが違うクレーン

これは店員涙目だね。

最近のゲーム凄すぎワロタｗｗｗ　 映像がキレイすぎるだろ、実写かよｗｗｗ : watch@2チャン
ネル

最近のFPSすごすぎだよね。
カクカク速報:【画像あり】世界一恐ろしい樹見つかる
これは経験値入るわ・・・

だまし絵とかのすげー！ってなる画像ください はすむかいの８０１
錯覚すごいよねー。特に影のやつ

肉とチーズが１０段！　ロッテリア、１年ぶり「タワーバーガー」復活 - MSN産経ニュース
また登場するみたいだね。

まんべくんＶＳたけのこまん - Android Market
まんべくん非公認・・何でもアリだなｗ

カクカク速報:ガリガリ君をセットして回すだけでかき氷に変身するガリガリ君専用かき氷マシー
ン誕生！

カキ氷にする意味あるのか・・・

７６歳のフォトショ職人が凄すぎると話題に : 【2ch】コピペ情報局
もう、想像上の部分が多くてスゴイを超えてるね。

ラピュタには何故自爆コマンドが用意されているのか: 不倒城
ムスカは怒っていいｗ

一瞬「えっ？ ちょっとまってｗｗｗｗｗｗｗｗ」ってなる画像 Vol.2 - ネタマシン。
あぁ、たまにあるよねこういうの。

http://blog.livedoor.jp/funs/archives/51998166.html
http://hamusoku.com/archives/4998869.html
http://www.gizmodo.jp/2011/06/post_8966.html
http://newslog2ch.blog8.fc2.com/blog-entry-947.html
http://watch2ch.2chblog.jp/archives/3784659.html
http://3q3q.blog89.fc2.com/blog-entry-8104.html
http://watch2ch.2chblog.jp/archives/3794985.html
http://blog.livedoor.jp/pachineet/archives/2802946.html
http://sorega801.blog133.fc2.com/blog-entry-1310.html
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110616/biz11061610310006-n1.htm
https://market.android.com/details?id=air.manbe
http://blog.livedoor.jp/pachineet/archives/2837469.html
http://news.2chblog.jp/archives/51614381.html
http://mubou.seesaa.net/article/210212206.html
http://seiroganmania.blog62.fc2.com/blog-entry-3037.html


うわぁあああ・・・怖い系

自殺頭痛怖すぎワロタｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ:ハムスター速報
うわぁ・・・これ怖すぎ・・

心臓発作起こしそうなほどアンビリーバボーな生き物たち【グロ注意】 - NAVER まとめ
深海はやっぱりすごいよね。

【ｶｻｶｻｶｻ】 また新たなキモロボットが登場 : 【2ch】コピペ情報局
おーなかなかすごい！

【閲覧注意】血を吐いてもがき苦しむ！ニコチンの毒性が良くわかる恐怖の実験映像:おもしろ
メディアBOX
たばこゼッタイダメ

堀内医師に腎臓を提供した21歳男性が所在不明 : 【2ch】コピペ情報局
あぁ、ウシジマくんの世界ね

顕微鏡で見たウジ虫の写真がヤバい　(画像あり) RIDE THE WAVE 2ch
蛆虫ってキバ生えてるのか！

心霊写真とか動画あげてけ : 妹はVIPPER
夏だけに好きな人はどーぞ

まさか、自分のレンズに当たるとは・・・ - MSN産経フォト
ある意味怖いです。

速報　韓国のインスタントラーメン「辛ラーメン」などから　発ガン性物質を検出 - (´A｀)＜咳を
してもゆとり

こちらもある意味怖いです。ｗ

動画系

くっついちゃった。ｗ

この竜巻はすごい！

これはすごい！！カッコイイナー

本人たちは大まじめだよね。

こういう動画大好き

ほのぼのと野生を感じますね。

というわけで2011年６月のまとめ記事でした。どうぞ７月もこの調子でよろしくお願いします。
(‘A’)ノ

http://hamusoku.com/archives/5015059.html
http://matome.naver.jp/odai/2129602383857164401
http://news.2chblog.jp/archives/51612793.html
http://mediabox.blog38.fc2.com/blog-entry-6181.html
http://news.2chblog.jp/archives/51616693.html
http://chitekizaisan.blog28.fc2.com/blog-entry-2912.html
http://vipsister23.com/archives/3451772.html
http://photo.sankei.jp.msn.com/highlight/data/2011/05/28/18lens/
http://yutori2ch.blog67.fc2.com/blog-entry-2727.html
http://www.youtube.com/watch?v=ZaOVNqA7lBA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=W5plBdPBNj8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=PfceGkSZFP8
http://www.youtube.com/watch?v=3KlGnS6hveU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=atrUv7qb4P8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=jT7_CtjEVFU&feature=player_embedded


展示できるかも！PAKUTASO無料写真素材300枚到達記念にポストカード作ってみた
。

300maikine

目指せ1000枚！っとうちのブログ同様に目標を掲げていたりする　PAKUTASO(ぱくたそ)-商用
可能/高品質な無料写真素材サイト　がやっとこ300枚到達したので、せっかくだからポストカー
ド作ってみたsusi-paku (‘A’)です。
自己満足的なポストカードの詳細については下記からどーぞ

写真展とかできそうなくらい　いい感じ！

nodu000584

ってなわけで、先日ツィートで申し上げた通り300枚記念でポストカードを作ってみました。
いやはや、４月中旬からスタートして２か月ちょっとで300枚ですからペースとしては順調ですね
。(‘A’)
とはいえ、自分だけの功績ではないので撮影者のみなさんならびに　使ってくださるみなさんの

応援メッセージがあってこそなので本当に感謝申し上げるわけだす。

キヤノン キヤノン写真はがき・光沢 50枚 KH-301N50 4270B001
さて、今回購入したポストカード用のはがきでございます。

R0017302

amazonで440円で50枚入りの内容となっておりまして、１枚単価10円しないで作れちゃいますね
。(‘A’)

http://www.pakutaso.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/PAKUTASO300_6EF4/nodu000584.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002OFTZPK/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/PAKUTASO300_6EF4/R0017302.jpg


nodu000585

nodu000586

水族館のイルカ-無料写真素材PAKUTASO
さっそくサイトの方からお気に入りの写真を抜粋してきまして

Exif_JPEG_PICTURE

印刷してみます。 (‘A’)　おおー　ポストカードとして100〜150円で店頭に並んでるよこれｗ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/PAKUTASO300_6EF4/nodu000585.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/PAKUTASO300_6EF4/nodu000586.jpg
http://www.pakutaso.com/pakutasopost-110.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/PAKUTASO300_6EF4/R0017300.jpg


R0017310

っとまぁ、かなりのクオリティの高さに　印刷物もいいなぁーっと震えました。

R0017316

クライミングローズ-無料写真素材PAKUTASO
writtenbyelly　さんのローズ写真なんて売ってるレベルｗ　素晴らしいですな。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/PAKUTASO300_6EF4/R0017310.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/PAKUTASO300_6EF4/R0017316.jpg
http://www.pakutaso.com/pakutasopost-197.html


R0017325

湿気の時期もあるので、ダイソーに売っていた写真立てを利用してみます。

Exif_JPEG_PICTURE

やっぱり見栄えが違いますね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/PAKUTASO300_6EF4/R0017325.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/PAKUTASO300_6EF4/R0017336.jpg


Exif_JPEG_PICTURE

紙媒体での印刷っていうのもまた見る側としては別な印象を受けました。

自分で言うのも何だけども、そのうち展示とかできるレベルじゃないかと思っているので　いつ

かやってみたいね。

ちなみに今回写真にしたポストカードを絶賛一名様にプレゼントします。全てＰＡＫＵＴＡＳＯ

から無料にて高解像度でダウンロードいただけますので是非お気に入りの写真をポストカードに

してみてはいかがでしょうか(‘A’)おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/PAKUTASO300_6EF4/R0017341.jpg


ピリッと刺激的な季節限定の七味・わさび味プリッツを食べてみましたレビュー

wasabiaji

コンビニに季節限定で七味とわさび味のプリッツが発売されておりまして、これは面白いと買っ

てみましたsusi-paku (‘A’)です。
意外と辛かったプリッツの詳細については下記からどーぞ

冷たい飲み物にぴったりというキャッチコピー

pasiks000936

プリッツわさび プリッツ七味 | グリコ
グリコさんのホームページでは、夏向けな商品とうたっております。暑いときほど辛い物っと言

いますがそんな感じでしょうかね。(‘A’)
IMG_5241

お味の方が気になるのでさっそく買ってみました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e1fd6913f365_83CD/pasiks000936.jpg
http://www.glico.co.jp/pretz/wasabi_shichimi.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e1fd6913f365_83CD/IMG_5241.jpg


IMG_5242

ピリリと味わ旨辛七味だそうです。

IMG_5243

こちらがわさび、ツンと味わう旨辛わさび っとデレがない仕様です。
IMG_5256

中身はこんな感じで　２袋入ってます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e1fd6913f365_83CD/IMG_5242.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e1fd6913f365_83CD/IMG_5243.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e1fd6913f365_83CD/IMG_5256.jpg


IMG_5263

七味のプリッツを開けてみました。普通のプリッツに七味唐辛子をまぶした感じですね。

IMG_5272

わさび味はこんな感じ。わさびだけに緑色に着色されてます。抹茶みたい。

食べた感触ですが、七味とわさびを比較すると一見辛そうに見えるのは七味の方だけれども食べ

てみると刺激的なのはわさび味に方でした。七味の方は意外と辛さが少なく辛い物好きにとって

は物足りない感がしますね。（逆に辛い物苦手な人にとっては薄辛って感じでいいかもね）対し

てわさび味はワサビーフなみにツンとくる刺激がなかなか美味しく上品な辛さという感じのプリ

ッツでございました。2.3本まとめて食べると涙が出そうなくらい刺激的なので辛い物が苦手な人
はちょっと抵抗あるかもしれないですね。

感想としては冷たい飲み物にぴったりというのだけは良く理解ができませんでしたが。（喉が

渇くってことかね？）

っという、変わったプリッツ＠季節限定のレビューでございました。ちょっとしたお菓子タイム

の時に食べてみてはいかがでしょうか(‘A’)おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e1fd6913f365_83CD/IMG_5263.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e1fd6913f365_83CD/IMG_5272.jpg


ここが横浜県？一面田畑で自然を体感できる寺家ふるさと村に行ってきました。

hurusatomura

PAKUTASOの写真素材を撮りに行こうと調べていたら、横浜の真ん中で自然を体感できるという
何やら田舎へ行かなくても近場で済ませる事ができる村へ行ってきました。(‘A’)
寺家ふるさと村の詳細については下記からどーぞ

青空Bookプロジェクト ｜  寺家ふるさと村

田植えは手作業と自然豊かな村

横浜県の青葉区にあるちょっと隠れた名所らしいですな。(‘A’)

大きな地図で見る

こどもの国に隣接しているので、わかりづらい場所かもしれないね。

IMG_5282

天下の246号から、柿生方面に進むと　突然に景色が変わります。
山が切り開かれ、雑木林の中に辺り一面田畑が拡がってました。(‘A’)

http://www.premium-club.jp/aozorabook/report/20090930/
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=embed&hl=ja&geocode=&q=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E9%9D%92%E8%91%89%E5%8C%BA%E5%AF%BA%E5%AE%B6%E7%94%BA414&aq=&sll=35.566759,139.506036&sspn=0.003277,0.006276&brcurrent=3,0x6018f99490146f3d:0xb9c1bef0763383df,0,0x6018f99256395b95:0x86b4f21e821db114&ie=UTF8&hq=&hnear=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E9%9D%92%E8%91%89%E5%8C%BA%E5%AF%BA%E5%AE%B6%E7%94%BA%EF%BC%94%EF%BC%91%EF%BC%94&t=h&ll=35.566828,139.505761&spn=0.024436,0.036478&z=14&iwloc=A
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/49fbf3294acc_14E5C/IMG_5282.jpg


IMG_5288

緑一色

IMG_5350

野菜も栽培中　田舎の臭いが大好きな人にはたまらない街だね。

IMG_5292

都会育ちの子供たちもヒャッハーっという感じで、絶賛ザリガニ取ってました、

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/49fbf3294acc_14E5C/IMG_5288.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/49fbf3294acc_14E5C/IMG_5350.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/49fbf3294acc_14E5C/IMG_5292.jpg


IMG_5340

IMG_5360

幼いころは近場でも手軽にできた光景が今では、こういう場所でしかできなくなったんよね。

IMG_5296

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/49fbf3294acc_14E5C/IMG_5340.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/49fbf3294acc_14E5C/IMG_5360.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/49fbf3294acc_14E5C/IMG_5296.jpg


IMG_5359

田植えはトラクターを使わずに手作業で行われていました。

何だか村全体で取り組んでる感じ。

IMG_5321

というわけで、素敵な写真をたっぷり撮ってきました。

IMG_5349

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/49fbf3294acc_14E5C/IMG_5359.jpg
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IMG_5376

むじな池には、大きなウシガエル気持ち悪いね。

IMG_5430

なんだか紅く紅葉している木

IMG_5362

というわけで、素晴らしい一日体験田舎の旅でございました。(‘A’)　自然のホタルも生息してい
るそうなので夜間に来ると素敵な光景を目の当りにできるかもしれないですね。おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/49fbf3294acc_14E5C/IMG_5376.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/49fbf3294acc_14E5C/IMG_5430.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/49fbf3294acc_14E5C/IMG_5362.jpg


釣銭出ない&rarr;ストレス上昇&rarr;自販機ボコボコ&rarr;スッキリ　なFLASHゲーム
　I paid for it!が面白い

jihanki

久々に深夜遅くまでやってしまった FLASHゲームを紹介したいと思います。(‘A’)
内容はいたってシンプル、自販機にコンボを決めまくりスコアーを稼いでレベルアップしていく

という単純なゲームとなっております。

I paid for it!のプレイの詳細（動画あり）については下記からどーぞ
Mike Shadow: I Paid For It - FREE online game - Jay is Games

かなりストレス発散なゲームとなってます。

nodu000548

なかなか、音楽がかっこいいのでテンションあがってきますね！

nodu000550

ストーリーは自動販売機からお釣りが出てこない　→　ふざけんな！ボコスカ　っていう誰もが

一度くらいは経験がある　内容となっております。

この ふざけんな！ボコスカ部分に、色々な必殺技を組み合わせて自動販売機をボコボコにして高
スコアを出していくんですが、技の組み合わせとタイミング、残りゲージとの兼ね合いを調整し

http://jayisgames.com/games/mike-shadow-i-paid-for-it/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000548.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000550.jpg


ていかないとなかなかレベルアップしないのではまっていくわけです。(‘A’)
ちなみに必殺技は非常に多く存在してまして、ディレイタイムやゲージ消費量を確認しながらセ

ットしてく感じなのですね。

っというわけで、どんな感じのゲームなのか　まずはプレイ動画みて下さい。(‘A’)
こんな感じで次々に自動販売機にコンボを入れていくわけです。

画面の説明と操作について

nodu000556

基本的に英語なので、わかりづらいと思われますんで説明します。

nodu000575

左上のゲージから説明します。緑色のゲージは必殺技をだしたりするのに必要なゲージだと思っ

てください。何もしないと自然に消費してしまうのにも注意です。

例えば　50の技を使用すると　ここのゲージから50が引かれるわけです。ちなみにここの数値が
ゼロになると終了となります。

次に下の青いバーはクリティカルごとに追加されるポイントとなってます。ここが増えれば増え

るほど超必殺技みたいなのがポイント分使用できるようになります。

例えば　10の超必殺技を使用する場合はここから10分引かれます。
最後に下の数値は左がお金がもらえる確率で右がクリティカルの確立になります。増えれば増え

る程、終了時のお金が増え、クリティカルの割合が増えるわけですね。

nodu000576

スキルスロットはこんな感じです。MMOとかやったことがある人は理解できる感じでしょうか。
全部で10個のスキルを入れる事ができます。
ちなみにキーボードのショートカットはありませんのでクリック必須となってます。ここに入れ

る事ができるスキルスロットは下記のようにSHOPで購入することができます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000556.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000575.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000576.jpg


nodu000574

通常の攻撃スキルですね。ディレイ時間や緑ゲージの消費量を確認して選定する必要があります

。

nodu000573

ボーナススキルでは、緑ゲージ回復や一定回数のクリティカル上昇などが選べます。ロックされ

ているのはお金出して買わないといけないです。

nodu000572

スペシャル（超必殺技）は上記のように選択できます。青いゲージの量だけ攻撃力が異なりま

すね。

nodu000571

通常攻撃・超必殺技・ボーナスの上位スキルが選択できます。すべてにおいてケタ違いの効果

です。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000574_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000573.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000572.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000571.jpg


nodu000561

ステータスもお金で買う必要があります。緑ゲージの最大量増加などを選択できます。

スキルを組み合わせて、より高いスコアを目指していくわけです

。

nodu000555

最初のうちは、アタック数やトータルダメージがすくなくて収入が少ないですが　コツをつかむ

とスコアはあがっていきます。

nodu000562

レベルがあがるにつれて、どっかで見たような技が沢山登場するので見てても楽しませてくれ

ます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000561.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000555.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000562.jpg


nodu000564

んで、攻略のコツとしては、緑ゲージをある程度上げたらとマネーチャンス・クリティカルの

ステータスを重視であげていくと効率がいいかもですね。

あとは、お金は貯金できなく１回もらったら過去のお金は全て無効になってしまう ので、ただ
クリックしたらクリアできるゲームじゃないところもはまる要素かもっ！

というわけで、ぜひ華麗なコンボを決めて週末楽しんでみてはいかがでしょうか (‘A’)おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd0b3092bcc2_4E8/nodu000564.jpg
http://www.youtube.com/user/pakutaso?feature=mhum#p/u/1/8Vhogik2RWs


Acerから発売予定の4万円を切るICONIA TAB A500とLight TABを比較してみた。

iconia

Acerから高スペックなAndroid タブが発表されまして、その驚く性能と価格によだれを垂らして
いる susi-paku です。
当ブログにて何度も紹介しております、日本通信のLightTabと同様に４万円を切っての発売とな
っておりますよ。

性能とか使い勝手なんかを調べて比較してみた詳細は下記からどーぞ。

Android タブ同士、同じ価格帯での勝負だね。

というわけで、先日GIGAZINEさんが特集を組んでいた　3万円台で高機能な「ICONIA TAB A500
」フォトレビュー、本日発表されたAcerのAndroidタブレット - GIGAZINEで動作やスペックを確
認してもらうと分かる通り、かなりの高スペックなタブレットを Acerが発売してきます。＠2011
年７月上旬ね。

nodu000567

ICONIA TAB A500
nodu000568

現在　価格コムでは39,800円と４万円を割っての販売となってますね。
価格.com - Acer ICONIA TAB A500-10S16 価格比較
 

http://gigazine.net/news/20110615_acer_iconia_tab_a500/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f02139245e1c_22B9/nodu000567.jpg
http://www.welovetab.jp/a500/index.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f02139245e1c_22B9/nodu000568.jpg
http://kakaku.com/item/K0000262204/


nodu000569

Light Tab | スマートタブレットでスマートライフを始めよう。

日本通信 ZTE Light Tab V9+10日間無料SIM付き BM-LTBU300
現在、新品で　35,820円と販売時からは多少値段が下がっております。(‘A’)
http://www.susi-paku.com/paku7android22light-tab-1.html
この2台のタブレットを比較してみたいと思います。

寸法や性能の比較をしてみます。

大きさについて、

・Light Tab　は　
外形寸法

110mm(W)x192mm(H)x12.6mm(D)
・ICONIA A500　は
本体サイズ

約13.3（H）×260（W）×177（D）mm
っとなってまして。ICONIAの方が大きくなってます。どのくらい大きいかというと
iPADのサイズが、
幅189.7×高さ242.8×厚さ13.4　なので高さだけは iPADよりも大きくなっており　手軽に持ち出せ
るという大きさではない感じですね。

OSについて、

・　Light　Tab は　Android 2.2　に対して
・　ICONIA A500　はAndroid™ Honeycomb 3.0　が採用されています。
現在　危惧されているAndroid 向けウィルスなどが気になるようであれば　3.0は魅力的ですね。

CPUについては、

・　Light　Tab が、ARM V6 600Mhz　の弱小CPUに対して
・　ICONIA　A500　はNVIDA®Tegra™2 モバイル　プロセッサ | Dual Core　が採用されてい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f02139245e1c_22B9/nodu000569.jpg
http://www.bmobile.ne.jp/light_tab/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004PC9O3S/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/paku7android22light-tab-1.html


ます。3Dゲームもさくさくなわけですな。

ディスプレイについて

・　Light　Tabが　7インチTFT液晶、262,000色　800×480ピクセルWVGA に対して
・　ICONIA　A500　は　10.1インチワイド（1280×800）となっており。
Light Tabではマルチタップが対応していませんが、ICONIAでは静電容量式タッチパネル（マル
チタッチ対応）となってます。

Windowsタブレット「ICONIA TAB W500」ムービーレビュー、HD画質のYouTubeも視聴可能に
– GIGAZINE
うんうん、LightTabでは得られないほどスムーズに操作ができてますね。

っという感じで安くて、高性能でいたれりつくせりなICONIAだ
けども・・・

ICONIAには無線LANが付いていても　SIMがついていないのですね。という事は、

日本通信 ZTE Light Tab V9用b-mobileSIM8ヶ月使い放題パッケージ BM-U300-8MLTB
LightTabで１ヶ月ネット使い放題だった、SIMカード＠1875円のこれが使えないみたい。
なので、ICONIA　A500は高性能だけどのも自宅や会社などで利用する際には重宝するけれど、
外出先や通勤中にSIMを利用してネットに接続する機能が無いので使い勝手によってはノートパ
ソコンのように眠り続ける可能性もありそうです。

といっても、かなりの高性能なので子供とのゲームとしてや、家庭内でPCに変わるツールとして
活用するにはICONIAはかなりお買い得な商品であることは間違いなさそうですね。(‘A’)　Light
Tabもなかなか頑張っているしね。　ぜひ参考にしてください。

http://www.youtube.com/watch?v=GOzMc5_ZO4o
http://gigazine.net/news/20110413_acer_iconia_tab_w500_movie/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004Q891AC/susipaku-22/ref=nosim


無料で相互リンク集を導入できて管理も楽、しかもSEO効果もあるらしいLINKopty
を使ってみた

linkop

相互リンク集や被リンクによるSEO効果とか過去の産物的にソーシャルが普及している気がす
るsusi-paku (‘A’)です。
まぁ、ネタ帳さんの最適化の方法が変わっただけでSEOはまだまだ終わらないに書いているよう
な感じで、Googleの+1などが普及すればそれなりに過去の産物でランクあげてきたサイトが淘汰
されるのを期待していたりするんですね。

っとか書いておきながら、先日 『相互リンクツール　Linkoptyってどうなの？』っという話題が
出たので、導入してみたら意外と便利だったのでレビューしてみました。

LINKoptyで無料の相互リンク集の詳細については下記からどーぞ
相互リンク｜LINKopty

どんな感じで相互リンク集ができるの？

LINKoptyからダウンロードしたフォルダを自分のサイトにアップロードすると、自動的に相互リ
ンク集ができあがります。

んでそのあとはアップしたURLに、相互リンクはこちら みたいなリンク（案内）を貼って、誰か
が勝手にリンクを追加していくシステムです（※ウェブリングみたいな感じではないです。）

nodu000535

まるで、イメージがね●み溝みたいだｗ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/linkop_2.jpg
http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-892.html
http://www.linkopty.com/
http://www.susi-paku.com/links/index.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000535.jpg


nodu000543

一方的にリンクを登録して相互を貼らない人対策も付いててなかなか便利な感じでございます。

というわけで、早速登録してみる。

サイトの新規登録からIDを登録する必要があります。（サイトの設定などを行う必要があるので
）

ユーザ新規登録｜LINKopty
nodu000520

んで、登録したら確認メールが届きます。

nodu000521

これで登録おしまい。(‘A’)あとは設定になります。
nodu000522

ホームページに相互リンク集を登録するためのテンプレートをダウンロードします。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000543.jpg
http://www.linkopty.com/users/init_add
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000520.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000521.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000522.jpg


nodu000523

こんな感じね。現在はテンプレがいっこだけ提供されてます（CSSでカスタム可能）
nodu000525

項目を書くスペースですね。タイトルが自分の相互リンク集に表示されるタイトルになります。

リンク希望URLは自分のサイト（リンクしてほしいURL）を記入します。んでアンカーテキスト
はすごく重要になります。ここに入力する文字が相互リンク先に表示させる文字なんです。もし

間違えて入力して相互リンク先がその文字を訂正してリンクを貼っても相互リンクとみなされな

いのです。(‘A’)だからきちっと確認しようね。
ここまで終わったら、ダウンロードしたファイルをFTPで任意のフォルダにアップロードを行い
ます。

nodu000527

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000523.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000525.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000527.jpg


nodu000529

http://www.susi-paku.com/links/index.php　設置する階層+index.php のURLを入力します。
nodu000530

サイトの登録が完了したら　より詳しい設定を行います。

nodu000531

んでサイトの情報などを入力します。

nodu000547

相互リンク条件というのも選択できます。不要の場合はだれでも好き勝手にリンクを登録できる

ので、それでもいいやという人はこちらを選ぶといいんじゃないでしょうか。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000529.jpg
http://www.susi-paku.com/links/index.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000530.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000531.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000547.jpg


nodu000534

相互リンク集ができたサイトにアクセスすると

nodu000545

自動リンク集が設置できたのが確認できます。

※　ヘッダーのタイトル変更はphpファイルを直接編集します。
nodu000544

さっそくリンクを登録してみる。

susi-paku 相互リンク集
試にうちのサイトで登録してみてもらってもOKなのでヒマなら自分のサイトとか会社のHPとか
入力してみてください。

nodu000546

リストに登録するをクリックすると。

nodu000537

画像認証が表示されるので、面倒だけど入力します。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000534.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000545.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000544.jpg
http://www.susi-paku.com/links/index.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000546.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000537.jpg


nodu000539

こんな感じで自分のサイトを入力するスペースが表示されます。

nodu000540

んで、自分のサイトにリンクタグを挿入すると相互完了です。リンクが貼られていないと、見つ

かりませんと表示されてしまいます。一語一句間違えずにリンクを貼ってくださいね。(‘A’)
試に無料写真素材のPAKUTASOと相互リンクしてみました。
nodu000541

PAKUTASOのページにはもちろんリンクを貼っています。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000539.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000540.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000541.jpg
http://www.pakutaso.com/info.html


nodu000542

相互の登録が完了すると　リンク集にサイトが登録するという仕組みです

っという、管理が楽な相互リンク集を導入してみてはいかがでしょうか。(‘A’)SEOの効果的には
どうなんでしょうか　おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d360456afbfe_223/nodu000542_1.jpg


youtube 上の好きな楽曲をプレイリストに入れて再生できるvupasが便利

vupas

先日、便利なツールや情報を配信しているらくがきちょうさんが紹介していた youtube の曲を連
続再生できるサイト”vupas”が便利だったのでうちでも紹介してみます。(‘A’)
vupasの使い方や操作などの詳細については下記からどーぞ
Vupas Music Discovery

お気に入りの楽曲をカスタムしよう

さて、YOUTUBEには連続再生機能や自分の好きな楽曲をリスト化して作業音にする事ができな
いのでこういったサイトって便利だよね。(‘A’)
専用のプレイヤーをダウンロードしたりする必要もないのもいい感じですべてブラウザ上で完了

するのも◎な感じです。

nodu000508

サイトを開くと、シンプルな検索窓とフッターのプレイヤーが表示されます。

ここの検索窓に好きな楽曲・アーティスト名を入力すると、youtube上から検索し結果を出力して
くれます。

nodu000497

大好きなウマウマ(ﾟ∀ﾟ)を検索してみました。
再生可能なリストが表示されましたね。

http://rakugakichou.com/2011/06/18/youtube-vupas/
http://www.vupas.com/#
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000508.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000497.jpg


nodu000499

表示されたリストから好きなタイトルを選択して左に表示される再生ボタンを押すと

nodu000500

ページのフッターにあるプレイヤーのスペースに追加される感じです。簡単だね。(‘A’)

検索結果をプレイリストにまるごと入れちゃう。その他の機能

めんどくさい人向けに検索結果をすべてプレイヤーに入れちゃう機能もついてます。

nodu000507

先ほど検索された結果のリスト右上に　Play ALL　というリンクがありますんで押してみると。
nodu000506

検索された結果がすべてリストに入れられちゃいます。被る曲が多い場合は削除しなきゃいけな

いと思うので

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000499.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000500.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000507.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000506.jpg


nodu000504

追加されたアイコンの右上に表示される　×　のマークをクリックすると削除になるんですが、複
数の曲をクリア（削除）する機能がついていないので沢山登録した人はキャッシュのクリアをお

すすめ。(‘A’)
nodu000502

あと、楽曲の順番の入れ替えなんかはドラッグして操作できます。

nodu000503

音量調整はここについているね。ちなみにシャッフル機能の使い方がわからなかった・・・(‘A’)
　リピート機能もついていないので、

nodu000501

繰り返し聞きたい時はリストに複数登録する方法になりそう。

あとは、twitter でお気に入りの曲をつぶやくと
nodu000509

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000504.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000502.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000503.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000501.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000509.jpg


nodu000510

nodu000511

その曲の短縮URLが表示されまして、クリックすると自動的に vupas　に曲が登録されました。
nodu000512

てな感じで、直観的に操作できるので初心者さんにはやさしいイメージだね。

作業する時のBGMなんかに使ったりしてみてはいかがでしょうか。(‘A’)おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000510.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000511.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/205e19d7b24b_1464A/nodu000512.jpg


包丁研ぎ機がいまいち過ぎるので、工業用のダイヤモンドハンドラッパーで包丁研い
でみた

houcyouhand

自炊をしていますといつの間に切れなくなっている包丁さん達のおかげで切るというよりも押し

つぶす料理が出来上がるsusi-paku (‘A’)です。
切れ味を復活させるために砥石使って研ぐわけですけども、市販の安価な包丁研ぎ機じゃいまい

ち過ぎるので　ダイヤ・超硬・サーメットも研ぐ事ができるダイヤモンドハンドラッパーを使っ

て包丁を研いでみました。

そんな包丁研ぎの詳細（動画あり）は下記からどーぞ

包丁がまったく切れないので本気だしてみました。

先日、包丁がまったく切れないので　『セットするだけで簡単に包丁が蘇る！』みたいなキャッ

チに飛びついて包丁研ぎ機を買いまして、

nodu000491

こんなやつね。

包丁をセットして一定方向に進ませるだけで研げるみたいなんだけど、切れるというより刃の部

分を のこぎり状にするって感じなのよね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/470f98bc3253_149DB/nodu000491.jpg


nodu000495

切断する包丁になります。

だから、セラミックのような陶器でできている包丁とかはもちろん使えないの、、あれは衝撃に

弱いしね。

IMG_4854

そんなわけで、自宅の切れなくなった包丁3つの登場です。(‘A’)
nodu000492

刃こぼれはないけども、刃が丸くなり殺されていますな。こりゃ切れないわ (‘A’)
nodu000493

果物ナイフもひどいもんだ。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/470f98bc3253_149DB/nodu000495.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/470f98bc3253_149DB/IMG_4854.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/470f98bc3253_149DB/nodu000492.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/470f98bc3253_149DB/nodu000493.jpg


nodu000494

今回の試切はサラダ予定のミニトマトさん。(‘A’)
では、今回の包丁がどのくらい切れないのか動画で見てみましょう。

トマトが・・・・

なにこれ・・orz　最後の方　あまりにも切れないので失笑してます。(‘A’)
これで料理作っていたpakuさんをほめてあげてください。

ダイヤモンドハンドラッパーというビトリファイドの砥石使って

包丁研いでみる。

桜井産業さんから販売している工業用のダイヤモンドハンドラッパーを使って研いでみます。

IMG_4872

こんな感じで鉄シャンクでできてます。先端にビトリファイドボンドのダイヤ砥石がついており

、これでボラゾン・コンパックスダイヤのホーニング加工や超硬・サーメットのR付けなどができ
る優れものです。＠２本お借りしてきました。(‘A’)
んで、ダイヤモンドハンドラッパーもホームセンターとかで売っているやつもあるけれどコンセ

ントの量が少ないので粗悪品には気を付けてね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/470f98bc3253_149DB/nodu000494.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Ca814sTjN2k
http://www.youtube.com/watch?v=JiG9qcVIeik
http://www.grandroyal.co.jp/DHR.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/470f98bc3253_149DB/IMG_4872.jpg


IMG_4868

ダイヤの粒度は粗挽きで＃1500と仕上げで＃2500を用意しました。

包丁を研いでみます（カメラ持ちながらなんでアバウトですがこんな感じね。）

一定方向に　シャーシャーって入れていきます。最初は＃1500を使用します。
そのあとは仕上げを入れるのだけれども、日本刀と一緒で２段刃にしないと切れないので、

＃1500はできるだけ角度を鋭利にして研ぎ＃2500で先端エッジにする感覚ですね。(‘A’)あと水は
必須です。

ハンドラッパーで研いだ包丁さん

さっき潰して切れた穴あき包丁、この動画は＃1500のみハンドラッパーで数回なめた感じです。
うんうんいい感じに食いつくようになったね。

本気出して果物ナイフを２段刃にして鋭利に研いでみたら

この通り。切れすぎ・・・・切れる前の動画が保存されてなかったのが悔やまれます・・・(‘A’)
ってなわけで、包丁研ぎ機使ってイライラしながら知らず知らずに包丁を痛めるのなら　ハン

ドラッパー使って本格的に研いでみてはいかがでしょうか。っていうかここまで読んでくれる人

いるのだろうか・・・自己満足な記事でした(‘A’)　最後まで読んでくれてありがとう　おしまい
。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/470f98bc3253_149DB/IMG_4868.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=3cbMikb7xYo
http://www.youtube.com/watch?v=AttiKRhjmsg
http://www.youtube.com/watch?v=wuvx_sQr_l4


CS-CART 商品と配送方法の関連付けアドオン(有償)を使ってみました。

cs-cart-kanrenduke

CS-CARTの有償アドオンで、説明が難しくどのような利用方法のときに便利なのか不明だった　
商品と配送方法の関連付けアドオンを使ってみました。通常配送に加えメール便などで送料を安

くすませようとするときなどを商品ごとに設定できたりする便利なアドオンでございます。

商品と配送方法の関連付けアドオンの詳細については下記からどーぞ

アドオン :: 商品と配送方法の関連付け - CS-Cartマーケット - CS-Cart本体、アドオン、デザイン
テンプレートなどの販売

商品ごとに特定の発送方法を指定できるアドオンです。

さて、前回の配送方法と支払方法の関連付けアドオンと同様今回もデモサイトを利用して紹介し

てみたいと思います。

nodu000478

まず、今回のアドオンは14,800円となっております。有償アドオンでは高価な部類ですのでしっ
かり検証したいですね。(‘A’)
とりあえず、アドオンの公式説明を読んでみますか。

（例）

　ステータスが「有効」な配送方法 ： クロネコヤマト宅急便
  商品Aに割り当てられた配送方法 ： なし
  商品B、Cに割り当てられた配送方法 ： 佐川急便
  商品Dに割り当てられた配送方法 ： JPエクスプレス
  のように設定されている場合、
＜パターン１ - 配送方法が割り当てられていない商品のみ購入＞
    商品Aを購入する場合、配送方法には「クロネコヤマト宅急便」のみ表示
＜パターン２ - 配送方法が割り当てられている商品を1種類のみ購入＞

http://store.cs-cart.jp/shipping-mapping.html
http://www.susi-paku.com/pakucs-cart-10.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000478.jpg


    商品Bを購入する場合、配送方法には「クロネコヤマト宅急便」および「佐川急便」を表示
＜パターン３ - 同じ配送方法が割り当てられている商品を同時購入＞
    商品B、Cを購入する場合、配送方法には「クロネコヤマト宅急便」および「佐川急便」を
表示      
＜パターン４ - 配送方法が割り当てられていない商品と割り当てられている商品を同時購入＞
    商品A、Bを購入する場合、配送方法には「クロネコヤマト宅急便」のみ表示      
＜パターン４ - 異なる配送方法が割り当てられている商品を同時購入＞
    商品B、Dを購入する場合、配送方法には「クロネコヤマト宅急便」のみ表示

っという感じで、読解力の無い自分にはクロネコヤマト宅急便は全てに表示されること（まぁこ

こがミソ）くらいしかわからないので、商品を追加してわかり易く説明してみたいと思います。

今回もまた、前回同様に下記有償アドオンが利用出来るデモサイトを利用しています。

ショップ： http://addondemo.cs-cart.jp
管理画面： http://addondemo.cs-...jp/pnmqdhjb.php
デモ環境には以下のアドオンが設定されています。

配送方法とアドオンを関連付けの設定

まずは、商品の関連付けの前に配送方法の設定を行う必要があります。

配送方法の画面を表示させ、各配送業者の編集ボタンを押します。

アドオンが有効の場合　商品に割り当てという項目があるのでチェックを行います。

nodu000484

Baidu IME_2011-6-16_9-44-18

このチェックを入れることによって、個別の商品ごとにチェックを入れた配送方法を選択できる

わけです。

まずアドオンを利用する時はこの設定を行いましょう。

関連付けを行う商品を追加して検証してみる。

http://addondemo.cs-cart.jp
http://addondemo.cs-cart.jp/pnmqdhjb.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000484.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/Baidu IME_2011-6-16_9-44-18_2.jpg


pasiks000902

今回、上記のような商品を追加してみました。詳しく主な内訳と詳細につきまして、

・　クールな商品

（通常配送しないクール宅急便にて発送したい）

・　小さい商品

（通常配送もしくはメール便（※安く）を利用できる発送）

・　通常発送

（通常発送方法）

・超高級な商品（安全に運輸が必要な商品）

（保障付きの配送ができる）

みたいな発送を考えているとします。

nodu000483

んで、対応する発送方法は上記の通りです。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/pasiks000902.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000483.jpg


・　メール便　（無効）

・　佐川宅急便　（有効）

・　飛脚クール便　（無効）

・　ヤマト宅急便　（有効）

・　ANZEN運輸（保障+500円）　（無効）

5つの配送方法を作り、関連付けを行わなかった場合は佐川とヤマトが表示されるわけです。

その1：商品がメール便で送れるサイズの発送。

nodu000485

商品が小さかったり、少額の商品の場合、通常配送を選択すると送料が大きくなり消費者の負担

が増してしまう可能性があります。

その際に、商品ページのアドオンからメール便を関連付けします。

pasiks000907

そうすると、下記画像のように　商品を購入するとメール便という項目が追加されるわけです。

nodu000479

一応宅急便も選択できるが、安いメール便が表示されているので消費者はこちらを選択する事が

出来るわけです。

ちなみに、通常の配送の場合は、配送方法で有効にした項目のみが表示されます。

nodu000480

その2：通常商品とメール便の商品を同時購入したらどうなるのか？

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000485.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/pasiks000907.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000479.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000480.jpg


nodu000485

nodu000486

上記の二つを同時購入した場合、明らかにメール便には入らない大きさになりますね。

この場合は当然に通常配送方法のみが表示されるようになります。（メール便の関連付けが無効

になるわけです）

nodu000480

その3：メール便の商品のみを大量に注文した場合、明らかにメール便には入らないけどどうなる？

nodu000487

なんだか嫌がらせのように注文をしてみます。

nodu000488

２５万円にもなりました。もちろんメール便で関連付けしたので

nodu000479

送料選択ではメール便の項目が表示されます。このあたりについてはキャンペーンを利用して金

額以上は無料設定を行うとかの必要がありそうですね。

その4：高級品を輸送したい時に保障付きの配送を行いたい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000485_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000486.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000480_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000487.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000488.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000479_1.jpg


nodu000490

この商品を購入した時、心配になるので通常商品とは別に保障付きの発送を行えればなーっとい

う設定。

pasiks000906

関連付けでANZEN運輸というのを設定しておきます。
nodu000481

おお、保障付きの設定が表示されましたね。心配な人はこれを選択すればいいのだと理解でき

ます。

その5：超高級品の商品と通常商品を購入してみる。

pasiks000920

こんな感じで、超高級品と通常商品を同時購入してみる。当然超高級品が含まれているの

でANZEN保障付きの配送方法が表示されないといけないよね？
nodu000480

結果はこれ。ANZEN運輸がなくなってしまいます。（その2と同じだね）この辺りはこのアドオ
ンの穴とも言えそうです。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000490.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/pasiks000906.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000481.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/pasiks000920.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000480_2.jpg


その6：クール便の商品を購入した時の発送。

pasiks000911

クール便を発送する時は、当然通常発送はできないわけでしてクール便以外の発送方法が選べる

ようではいけませんよね。

pasiks000904

関連付けはこんな感じ。(‘A’)んで購入してみると。
nodu000482

有効になった配送方法+クール便が表示されちゃいます。うーん・・・通常配送すると溶けちゃう
から選択できないようにしないとダメよね。(‘A’)このあたりもこのアドオンの穴ですな。

その7：それじゃすべての商品を関連付けさせて有効設定を全部無効にすればいいじゃん

pasiks000914

当然実験済みです。(‘A’)　単品の商品であればその配送のみが表示されるので、クール便とかは
便利になりますけども

複数の商品を購入しようとすると。お問い合わせくださいという表示が出てしまうわけ。これじ

ゃ使えないよね。

というわけでまとめ

商品と配送方法の関連付けアドオンですが、非常に便利でメリットの方が多いアドオンではあり

ます。特に一番使うであろうメール便と宅急便の併記は利用者（購入者）にとってはありがたい

選択だと思います。しかしながら、もっと使いこなしたいとなると難しいので利用する人はまず

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/pasiks000911.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/pasiks000904.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/nodu000482.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/728cb15c238f_1D5F/pasiks000914.jpg


、上記テストのどれに該当するか検討したほうがよさそうですね。(‘A’)おしまい



想像力をつけよう！ランダムなお題が出されるお題メーカーで物書きにチャレンジ

odaimaker

猫ちゃんとひよこの絵が可愛いCS-CARTでお世話になっているフロッグマンオフィスのアサオ
カさんが構築したお題メーカー（仮）をやってみました。

うちのブログのフッターにも書いている　ホワイトボードに黒い丸を描いて、『これはなんでし

ょう？』っと子供たちに問うと、『お母さん！』とか『お寿司！』などと答えてくれる。そんな

、想像力を忘れないよう、常に想像力をつけれるようなお題をランダムに出してくれるお題メ

ーカーについての詳細は下記からどーぞ。

お題メーカー（仮）

時間・場所・行動がランダムで出題されますよってに

いつ、どこで、どのように（時間・場所・行動）を特定のキーワードを含めて作ってみよう！っ

というお題が出力されます。

pasiks000924

こんな感じね。作成ボタンを押すごとにお題が変更されます。

まずは何も考えずに【作成】ボタンを押してみましょう。

時間・場所・行動とフリーワードを1つ使用したお題が生成されます。
一発勝負で挑むもよし、気に入ったお題が出るまで回すもよし。

使用する要素は、時間・場所・行動から最低2つ、フリーワードは1つ〜3つまで選べます。

http://www.susi-paku.com/cscart_neta.html
http://twitter.com/#!/ask4416
http://ask4416.com/thememaker/index.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/07f9a9d25ffa_992C/pasiks000924.jpg


使い方にも書いている通り気に入ったお題が出るまで回すもよしという事ですが、ここは一発勝

負で想像力を働かせるのも大事ですな。

pasiks000932

んで、そのお題でツイートボタンを押すと　そのままツィートされます。

pasiks000925

『7月』の『旅行先』で『目を閉じる』。
『アールグレイ』というワードを使って。■　7月の海の日、私は海岸線の旅館でアールグレイを
飲みながら目を閉じ、寄せては返す波の音に耳を立てていた。みたいな感じかしら。('A')　想像
力が沸くね。

今回のお題で書いてみた。お題の書かれたフィールドに文字を入力できますが、その入力した文

字をツィートすることはできないです。

pasiks000927

そのお題で書かれた　文については手動でツィートすればこうなります。(‘A’) 今後、そのお題で
物書きできたらいいよねー。

あとは、他の人がそのお題で書いた物書きが一覧で見れたり（ハッシュタグでも）したら面白い

かも。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/07f9a9d25ffa_992C/pasiks000932.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/07f9a9d25ffa_992C/pasiks000925.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/07f9a9d25ffa_992C/pasiks000927.jpg


pasiks000928

作成ボタンの3を押すと敷居があがります。このお題は想像力が沸きますな。ミステリー系・サス
ペンス系が書けそうｗ

pasiks000929

これは・・・ (‘A’)！いやはや、面白いですな。
もっと、ワードを選択できる項目があって　トレンドのワードとか導入されたら面白いかも。特

定の難しいワードが出たらWIKIと連動してたりHPとリンクしてて意味がわかるとか、『8月』
の『密室で』で『詐欺』。『CS-CART』というワード使ってみたいね。（amazonのリンク貼れ
るとアフィで儲かるんじゃないか。ｗ）

っというわけで、

pasiks000926

にゃんこが可愛いお題メーカーを使って物書きにチャレンジしてみてはいかがでしょうか (‘A’) お
しまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/07f9a9d25ffa_992C/pasiks000928.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/07f9a9d25ffa_992C/pasiks000929.jpg
http://www.susi-paku.com/cscart_neta.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/07f9a9d25ffa_992C/pasiks000926.jpg


この海鮮野郎！長万部のご当地ゆるキャラことまんべくんの活動が斜め上いってたの
でまとめてみた。

manbekun

ご当地のゆるキャラって、ひこにゃんやにゃん博士など　その容姿から可愛らしく愛らしくほの

ぼのするわけですが、長万部のオフィシャルキャラクターことまんべくんは他のゆるキャラ達と

は一線をおいた毒っぷりでクズな新しい路線の活動を行っておりました。(‘A’)そんなまんべくん
は長万部の名産である蟹と帆立で構築されております。

この海鮮野郎ことまんべくんの詳細については下記からどーぞ

サティスファクションタウン長万部！とまんべくん

サティスファクションタウンこと長万部をPRするために生まれたキャラクターまんべくん
nodu000464

何だかすばらしい奇形な容姿だけども、実は長万部の名産である帆立や蟹の特徴を表しておりグ

ロいけどしっかりとしたゆるキャラだったりします。目が死んだ魚のようなのが特徴的ですね。

(‘A’)
そんなまんべくんが長万部＝サティスファクションタウンと連呼しまくっているサティスファ

クションの意味について（＠アルク）

nodu000465

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000464.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000465.jpg


nodu000463

satisfaction:実現、達成、成就、損害や賠償、不当な扱いなどの仕返しをする　っという意味が含
まれています。

ちなみにサティスファクションタウンこと長万部がどこにあるのか知らない人が多いと思われた

ので、

nodu000467

nodu000468

マップを掲載してみました。学生のころに青春18切符で北海道行った時に長万部で電車の乗継に
１時間近く待たされ、駅前のどこかで時間をつぶそうと外に出たけども商店街・娯楽施設（パチ

ンコ）すらもなかったのを思い出します。

nodu000466

青森とか秋田らへんにあったっけ？くらい記憶になかったのでまんべくんが論破してたのにはワ

ロタ。(‘A’)
長万部町 – Wikipedia
長万部町 – アンサイクロペディア
自虐っぷりの長万部について調べてみたくなるよね。

まんべくんの広報活動が　っぱない

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000463.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000467.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000468.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000466.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E4%B8%87%E9%83%A8%E7%94%BA
http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E9%95%B7%E4%B8%87%E9%83%A8%E7%94%BA


そんな長万部の公式ゆるキャラことまんべくんの広報活動がっぱないわけでございまして、ニュ

ー速関係で盛り上がりをみせております。

暇人＼(＾o＾)／速報 : 【全力か？】北海道のゆるキャラ「まんべくん」が初音ミクさんを呼び捨
てし暴言を吐く – ライブドアブログ
nodu000469

なにこのゆるキャラかっこいい！(‘A’)
っとまぁ、このようにかなりの毒っぷりなわけでして、初音ミクへの意見に対しては豚野郎！っ

とRT
nodu000470

まんべくんの豚野郎発言Twitter
pasiks000898

一応、中の人公務員だろおいｗ　っと突っ込みを入れたくなるくらい斜め上をいってます。

new TWTR.Widget({ version: 2, type: 'profile', rpp: 30, interval: 6000, width: 468, height: 300, theme:
{ shell: { background: '#6d9da1', color: '#ffffff' }, tweets: { background: '#ffffff', color: '#454545', links:
'#076eeb' } }, features: { scrollbar: true, loop: false, live: true, hashtags: true, timestamp: true,
avatars: false, behavior: 'all' } }).render().setUser('manbe_kun').start(); 

タイムラインを貼っておきます。リアルタイムでまんべくんのツィートを確認してみてください

ｗ

町長（超長）とのツーショット　で「おい、ばかやろー」とかワロタ。

http://blog.livedoor.jp/himasoku123/archives/51636248.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000469.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000470.jpg
https://twitter.com/#!/manbe_kun/status/80243024986259458
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c21a717c90fe_8107/pasiks000898.jpg


nodu000471

おい、ばかやろー on Twitpic
nodu000472

ちょっと温泉行ってくるわッ！ on Twitpic
っと愛らしく行動的なまんべくんの日常はホームページから確認できます。

まんべくんオフィシャルサイト 北海道長万部町のゆるキャラ®
nodu000473

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000471.jpg
http://twitpic.com/59s69w
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ちょｗ、いいとも！のトップ絵！！　もう何もかも斜め上いってるわ、すごいわまんべくん。出

演したら　うるせーこの黒メガネっと毒吐いてください。

動画もあります。目が笑ってないのでたんたんとカニサンバを踊る様は圧巻ですな。(‘A’)
そんなまんべくんの活動報告のような告知もされているブログはこれ

nodu000474

まんべくんのブログ

nodu000475

ブログは意外とまともに書かれてて読みやすいです。ｗ

nodu000476

ブログ村では現在７位でした。

是非　左下のゆるきゃらランキングをクリックしてあげて１位にさしてあげたいですな。(‘A’)
nodu000477

まんべくんグッズがなかなかほしい。

http://www.youtube.com/watch?v=JCFOMcDn9PQ
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000474.jpg
http://ameblo.jp/manbe-kun/page-2.html#main
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000475.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000476.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0cdb23121a76_63FB/nodu000477.jpg


まんべくんグッズが結構出てるんですなぁ。(‘A’)　この缶バッチのゴースト○スターズのぱくり
いいねこれ。

これとか、長万部をどうしたいのかすら不明なポスター。(‘A’)
おい！ばかやろーの超長と一緒になったトートバック。これほしいわ。ｗ

っという感じで、その愛らしいキャラクターで観光客を呼びたいのかそれとも　町おこしをした

いのか主旨がさっぱり理解できないけども確実に長万部という地名だけはあまたに刻むことがで

きたまんべくんのマーケティングに感服です。(‘A’)おしまい。



モンドセレクション金賞の大阪堂島ロールを食べてみた

namakurihuwahuwa

川崎のラゾーナに店舗として入っている大阪堂島ロールというお店が夕方以降に行くといっつも

売り切れで、残っていたとしても行列長すぎて諦めていたんですが、この度ようやく購入するこ

とができましたんでレビューしてみます。

中身ふわっふわの堂島ロールの詳細は下記からどーぞ

パティシエリーモンシュシュ ラゾーナ川崎店メニューページ

2010年モンドセレクション金賞のロールケーキ

さてさて、グッドデザイン賞と並ぶくらいお金の流れによって受賞できると噂されているモンド

セレクションの金賞を受賞しております。

R0017260

個人的には、広告宣伝として別にいいんじゃないかねっと思うわけで　カロリーオフみたいな売

り方でもないし、何か偽装しているわけでもないし。(‘A’) 選ばれたんだから多分美味しいのだろ
うという見かけはあまり関係ないと思ってますけども。

そんなロールケーキが絶賛大人気でございます。

http://www.lazona-kawasaki.com/
http://www.mon-chouchou.com/lazona.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4abc237ed370_80FF/R0017260.jpg


pasiks000893

店舗も非常におしゃれな作りで、中でティータイムも可能です。

pasiks000895

ホームページではブライダル用のお菓子もやっているみたい、これもらったらうれしいだろうね

。(‘A’)
パティシエリーモンシュシュ ブライダルページ
上海にも進出していてかなり規模が大きかったのにびっくり。これは期待です。

っというわけでさっそく買って食べてみました。

R0017258

日本のニューヨーク　堂島っという書き出しから　堂島ロールの生まれが紹介されている箱

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4abc237ed370_80FF/pasiks000893.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4abc237ed370_80FF/pasiks000895.jpg
http://www.mon-chouchou.com/wedding.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4abc237ed370_80FF/R0017258.jpg


pasiks000894

堂島ロール1本＠1200円でございます。先日レビューしたネクターロールよりも高級です。
ちなみに消費期限が1日しかなくて、量も結構あるのでお土産には向かないかもしれないですね。
あと一人で食べるならハーフサイズにしてもいいですね。

pasiks000897

このデザインロゴもなかなかカッコイイですね。

ちなみに大阪堂島ってどのあたりか気になったので調べてみたら

大きな地図で見る

北新地の隣なのね。ｆｍｆｍ　機会があったら行ってみたいですな。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4abc237ed370_80FF/pasiks000894.jpg
http://www.susi-paku.com/pakupost-61.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4abc237ed370_80FF/pasiks000897.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=embed&hl=ja&geocode=&q=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A0%82%E5%B3%B6&aq=&sll=35.519338,139.715922&sspn=0.013011,0.018024&brcurrent=3,0x6000e692f6c597ad:0x229707b075452dc5,0&ie=UTF8&hq=&hnear=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%A0%82%E5%B3%B6&t=h&ll=34.696355,135.49108&spn=0.012349,0.018239&z=15&iwloc=A


R0017272

開けてみた感じロールケーキと言えるのか？程度にロールされてないです。ｗその分生クリーム

がふんだんに使われております。

R0017274

食べた感想ですが、さらさらした生クリーム？っていう食感で口の中で自然に溶けてくれます。

市販で売っているロールケーキのようにぬめぬめするほどの生クリームの甘ったるさがなく　甘

い物が苦手な人でもぱくぱく食べられるような感じだね。包んでいるスポンジ部分も生クリーム

に負けないくらいふわふわなで香ばしく　カステラを食べているような食感でした。(‘A’)　何だ
かロールケーキ専門店だけに確かに美味しい一品でした。あーうまかった。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4abc237ed370_80FF/R0017272.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4abc237ed370_80FF/R0017274.jpg


R0017276

恋人とデートとかで近くを寄ったらお茶をしてみてはいかがでしょうか(‘A’)おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4abc237ed370_80FF/R0017276.jpg


Google砲！記念日ロゴ(ホリデーロゴ)の検索ワードで表示されるアドセンス広告の見
積もりがすごいことに

googlehou

世界の有名な記念日にGoogleのロゴが変化しちゃう記念日ロゴ（通称ホリデーロゴ）で、レスポ
ールの記念日である6/9はトップページでギターが弾けるような細工が施されて、どこのサイト
も『これすげぇー』と賑わっておりました。

【6/14追記しました】弾けるギターがいつでもプレイできるようになりました。
Les Paul's 96th Birthday
こんだけ騒がれる＝アクセスがあるというわけで、これによって表示される検索ワードとアドセ

ンス広告（見積もり）ってどうなのか気になったので調べてみました。(‘A’)
Google砲についての詳細は下記からどーぞ。

ホリデーロゴをクリックすると検索されるワード・・・

さて、今回話題になったレスポールのホリデーロゴですか、html5を駆使した秀逸な作品となって
ます。

Googleのロゴがエレキギターの王道モデル「レスポール」に、マウスやキーボードで音を鳴らし
て演奏可能 – GIGAZINE
Les Paul's 96th Birthday
個人的にはMartha Graham - Google　のロゴも好きでした。残像がかっこよかったんですね
nodu000453

こんな感じで不定期にGoogle先生のロゴが変化しまして、岡本太郎生誕100周年もロゴは変わっ
てくれました。

http://www.google.co.jp/logos/index.html
http://www.google.com/logos/2011/lespaul.html
http://www.google.com/logos/2011/lespaul.html
http://www.google.com/intl/en_us/logos/2011/graham.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Google_144D3/nodu000453.jpg


2011-02-26_0856

んで、そのホリデーロゴをクリックすると　記念日に関連したワードがGoogle上で検索されます
。

今回のレスポールであればレスポールという言葉が検索されるわけです。(‘A’)
pasiks000866

このギターのロゴをクリックすると、

nodu000454

検索でレスポールと入力された結果が表示されます。

ロゴをクリックすることで、そのロゴが何を示したロゴなのかが検索結果から理解できるので閲

覧する側（利用する側）にとっては知識のひとつとして便利な感じです。

ホリデーロゴの検索ワードからの検索結果とアドセンス・広告

下記がレスポールで検索した結果の初日の状態です。

pasiks000860

今回のホリデーロゴネタが上位表示されていますね。そして更に上段の広告部分にはレスポール

ギター入門SETという楽天市場に出店している店舗が表示されております。ちなみにサイドバー
では、

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Google_144D3/2011-02-26_0856_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Google_144D3/pasiks000866.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Google_144D3/nodu000454.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Google_144D3/pasiks000860.jpg


pasiks000861

こんな形で、合計５社+1社が　レスポールという言葉で広告を表示させていたわけです。
んで、数時間後の状態はこれ

pasiks000868

上段に表示されていた広告とサイドバーで表示されていた広告が消えて、残り１枠のみとなり

ます。(‘A’)
pasiks000871

んで、翌日の広告はこんな感じでばっさりと　広告が消え去ったわけでございます。

nodu000450

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Google_144D3/pasiks000861.jpg
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これが、本日の状態です。検索結果の値が4630000　→　5040000　まで増加しています。
nodu000451

キーワードツールを使った結果　Google AdWords: キーワード ツール　ホリデーロゴが開催され
た日だけ数値が飛び上がっています。

トラフィックの見積もりが大変なことになってる Google砲

というわけで、さっそく検索ワードに対するクリック単価と一日の推定費用を見てみましょう。

まずは上記でも話題となった　レスポールから。

nodu000457

ちょｗｗｗｗｗ！月間検索ボリューム１１万に対して、１日のクリック数3002、一日の推定費
用371,638円とかになってます。
だから、数時間経過するごとに１日の予算を使い果たした広告が次々に消滅していったわけで

すな。

ちなみに、この検索ボリュームに対して　１日の推定費用が３７万という金額に到達したのがど

のくらいすごいか他のワードを例に出してみます。

レスポールといえば　ギター　というわけでギターの価格は

nodu000456

１日の推定費用¥22,314　検索ボリューム183万　１日の推定クリック数139　ギターより単価が
高くなりました。おかしいだろこれｗ

ギターといえば　けいおん　という事で　けいおんの価格は

nodu000459

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Google_144D3/nodu000451.jpg
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１日の推定費用¥11,520　検索ボリューム183万　１日の推定クリック数62　とレスポールさん
の完全勝利

とっても旬なワードとして、総選挙を行ったばかりのAKB48ではどうだろうか。。
nodu000458

１日の推定費用¥347,725　検索ボリューム274万　１日の推定クリック数2198　検索ボリュー
ム274万のAKB48と肩を並べる結果になりました。
ちなみに高額なワードとしては、ダイエットなんかだと

nodu000460

１日の推定費用¥448,360　検索ボリューム183万　１日の推定クリック数2220　となっており、
レスポールが１日で一気にダイエットの広告なみに高騰したわけです。すげーね。

今回のGoogle砲のまとめ。
Y!砲にちなんで Google 砲という名前をつけさせてもらったんですが、上記の事柄がすべてなら色
々問題があるような気もするし　他のビジネスとして流行る可能性もあるよね。

まず、今回　ホリデーロゴをクリックして表示された検索されたワードから　表示されるスポ

ンサー広告なんだけども　この検索ワードって検索する側はレスポールという言葉が入用で調べ

ているわけでなくクリックされる広告主としては商品を購入してくれる意志が低いユーザーが

クリックしてくるという感じなのだと思うのだよ。(‘A’)
それで、こんなに広告費用を支払わなくてはならなくなるとかアホくさいわけです。どうなん

でしょうかねこれ、

あとね。ライバル・競合他社のアドセンス広告をクリックしまくって広告宣伝費用を圧迫させる

という手法もあるそうですしね・・・

んで、逆の観点から考えてみると　相当な広告宣伝にもなるわけです。平均クリック単価が低い

ホリデーロゴの検索ワードが検出された場合、自社をPRする為にあえてその検索ワードを利用し
て誘導するなんか使えるよね。　例えば今回のレスポールを売りにした　街金とかなら。　『け

いおんでも話題のレスポールが買えない！10分審査で50万まで！』　みたいな感じで誘導するこ
ともできるよね。確か金融関係のワードはクリック単価も高くなるから　こういったGoogle砲を
活用すると以外にも成果はあがっちゃうかもしれんよね。(‘A’)
っというわけで、ここ数日気になっていたホリデーロゴ（記念ロゴ）とアドセンスの関係でござ

いました。あくまでも個人で調査しているので間違いがあったら指摘ください(‘A’)　おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Google_144D3/nodu000458.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Google_144D3/nodu000460.jpg


直感的に操作ができる手書き風のフレームワーク作成ソフトiPlotzが便利

ipip

先日同業の人とお話することがありまして、『ぱくさんってフレームワーク作る時、イラレ使っ

てる？』みたいな事を聞かれまして、そういやiPlotz紹介してないなーっというわけで今回記事を
書かせてもらいました。

めんどくさがり屋にはもってこいな感じの操作感なので、たぶんイラレ使える人は開始10秒です
べてを把握できる感じです。

WEB制作はもちろん、ちょっとしたプロジェクト作成用にも便利なiPlotzの詳細は下記からどー
ぞ

iPlotz Adobe air サイト

簡単操作でフロー作ったりするのにも便利だね。

というわけで、仕事が多忙の時とか　とりあえずフレームワーク作るかー作ってみるかー！(‘A’)
ってな時に使用してます。

自分がフレームワークを利用する時って、第一段階（手書きもしくは・iPlotzで作成）　第二段
階（フローとか作りながら・Cacoo 使ったり）　第三段階（イラレで清書）　ってな感じなのね
。

んで、第一段階で真剣にフレームワーク作る人って結構多いと思うのだけれども　自分の経験か

らカンファレンスするごとに手直しの部分が多々あるわけで、手直し　→　作り直し　→　修正

　→　作り直し　とかいう作業を軽減するには楽にフレームワーク作るべきなんです。　だから

、直感的操作で簡易的に作成できちゃうiPlotzみたいなソフトが重宝するわけです。もちろんある
程度フレームが決まったら　イラレ等で清書していくわけですけどもね。（清書段階までは使わ

ないって感じ）　

どんなソフトかというと動画はこんな感じ

なかなか、簡単にワーク上の編集を行えるようになっとりますな。

自分も使ってみました。なかなか　良い感じですな。

iPlotzを導入してみよう。

iPlotz Adobe air サイト　からダウンロードして無料で利用できます（制限あり）

http://www.adobe.com/cfusion/marketplace/index.cfm?event=marketplace.offering&marketplaceid=1&offeringid=11000
http://cacoo.com/
http://www.youtube.com/watch?v=vBpoXoazIp4
http://www.youtube.com/watch?v=8ri3VIxkQNI
http://www.adobe.com/cfusion/marketplace/index.cfm?event=marketplace.offering&marketplaceid=1&offeringid=11000


pasiks000872

あらかじめAdobe　Airをインストールする必要がありますね。
Adobe - Adobe AIR
pasiks000873

こんな感じでインストール開始

pasiks000874

インストールが完了するとプロジェクトの画面が表示

iPlotzでフレームワークを作成する。

pasiks000875

トップメニューのMy Projectsの項目に　Add a new project というアイコンがあります。
そこから、新しいプロジェクトを作成する感じ、ちなみに無料版だと最大1個しか作成できません
。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d635f7fb8b8c_8731/pasiks000872.jpg
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pasiks000876

お金払えばもっと使えるようになるよっと忠告 (‘A’)　無料でお腹いっぱいですが複数管理したい
人は利用してみてください。

pasiks000877

んで、プロジェクトを作成したら解像度width と heightを入力
pasiks000890

作成画面はこんな感じ。　左側にページ作成のメニューやアイコンなどもボタン　上段にはグリ

ッドを表示させたりするツールが並んでいます。

pasiks000880

グリッドと定規を押すと画面上にラインが表示されますね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d635f7fb8b8c_8731/pasiks000876.jpg
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pasiks000882

左側のメニューから追加したいイメージを選択

pasiks000883

複数選択する場合は　SHIFT押しながらイメージをクリック。幅を等倍に大きくしたい時などの
操作もイラレとほとんど一緒です。

pasiks000884

ブラウザ上で作るフレームワーク系のソフトはこういった操作が限定されていたりするので楽に

作れるよね。

pasiks000885

My images　から自分が作った画像を追加することができます。実際に画像を挿入して確認する
ときなんか便利だね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d635f7fb8b8c_8731/pasiks000882.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d635f7fb8b8c_8731/pasiks000883.jpg
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pasiks000888

んで　簡易的に作ってみたフレームワーク。5分くらいで作れますｗ
また、印刷機能もついているので作ってPDFに変換するときとか楽かもね。
http://www.susi-paku.com/susi-paku.pdf
他にも豊富なアイコンがそろっており

pasiks000889

アコーディオンメニューとかはメニューをクリックしたら、選択したタブが展開される仕様なん

でなかなか良くできていると思います。(‘A’)
というわけで、簡易的にフレームワークを作る時にいかがでしょうか(‘A’)おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d635f7fb8b8c_8731/pasiks000888.jpg
http://www.susi-paku.com/susi-paku.pdf
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指定した範囲の背景を動かしちゃうj-query『backgroundPosition』を導入してみた
。

haikeiugoku

WordCamp Fukuoka 2011　さんのヘッダーに表示されているバックグラウンドの画像が動いちゃ
うやつがカッコイイんで、導入してみたいなーと思っていたら『backgroundPosition』というj-
queryがあったので早速使ってみました。(‘A’)
導入してみた詳細と設定については下記からどーぞ

導入はすごい簡単なので、すぐに使えるよ。

というわけで、そんな素晴らしいj-query『backgroundPosition』を提供しているCSS-TRICKさん
のデモサイトはこちら。

Starry Night by CSS-Tricks
nodu000442

うんうん、星がきれいに動いておりますな。(‘A’)
公式サイトではサンプルが入ったファイル一式がダウンロードできます。

http://css-tricks.com/examples/StarryNightMoving.zip
一応保管用（自己責任でどうそ）

http://www.susi-paku.com/StarryNightMoving.zip
nodu000443

解凍した中身はこんな感じ。

ここのindex.htmlを改造しても利用できるし、中のソースをコピーしても利用できるので安心だね
。

http://2011.wordcampfukuoka.com/
http://css-tricks.com/examples/StarryNightMoving/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7c2703d90000_FFA/nodu000442.jpg
http://css-tricks.com/examples/StarryNightMoving.zip
http://www.susi-paku.com/StarryNightMoving.zip
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7c2703d90000_FFA/nodu000443.jpg


さっそくサイトにbackgroundPositionを導入してみます。

というわけで、先ほど解凍したサンプルファイルをもとに必要なJS部分をコピーします。これね
。

<script src="js/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.backgroundPosition.js" type="text/javascript"></script>
んで、下記部分もコピーして追加します。（サンプルに入っているやつね）

<script type="text/javascript">
    $(function(){
    
      $('#midground').css({backgroundPosition: '0px 0px'});
      $('#foreground').css({backgroundPosition: '0px 0px'});
      $('#background').css({backgroundPosition: '0px 0px'});
    
        $('#midground').animate({
            backgroundPosition:"(-10000px -2000px)"
        }, 240000, 'linear');
        
        $('#foreground').animate({
            backgroundPosition:"(-10000px -2000px)"
        }, 120000, 'linear');
        
        $('#background').animate({
            backgroundPosition:"(-10000px -2000px)"
        }, 480000, 'linear');
        
    });
</script>
あとは、この部分に使われている

      $('#midground').css({backgroundPosition: '0px 0px'});
      $('#foreground').css({backgroundPosition: '0px 0px'});
      $('#background').css({backgroundPosition: '0px 0px'});
部分を指定してあげれば、その範囲の背景を動かすことができるわけです。



nodu000444

    <div id="background"></div>
    <div id="midground"></div>
    <div id="foreground"></div>
サンプルで入っている div　はこれで、一番下の星をベースに透過PNGがそれぞれ動いている感じ
です。

例えば body　の背景を動かしたい場合は、
<script type="text/javascript">
    $(function(){
$(‘body’).css({backgroundPosition: '0px 0px'});

        $('body').animate({
            backgroundPosition:"(-10000px -2000px)"
        }, 240000, 'linear');
    });
</script>
これでOK出来上がり。(‘A’)　自分の好きな範囲を指定すれば導入できるから簡単だね。
あとは、背景の流れていく方向と速度（経過時間）を指定します。

 

nodu000445

縦方向の数値を0pxにすれば　横方向のみの移動となり、逆に横方向の数値をゼロにすれば縦方
向のみになります。

次に流れていく速度の設定はここの数値を大きくしてあげればOK
240000, 'linear'　→　580000, 'linear'
これで、通常の移動速度よりも倍遅くなります。（原理としてはゼロ点に向かって移動するタイ

ムらしいのでいつか止まります）

なので、サンプルに入っているやつは星の移動速度を調整して立体感を出している訳だね。よく

できているよね。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7c2703d90000_FFA/nodu000444.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7c2703d90000_FFA/nodu000445.jpg


というわけでサイトのアクセントとして導入しててみはいかがでしょうか(‘A’)おしまい



5万以下で買える一眼レフX50とプロも愛用するEOS7Dを動画と写真で比較してみた
レビュー

x50vs7d

最近、どこかへ行くごとにPAKTUASOの素材集めで一生懸命なsusi-paku です。(‘A’)
先日紹介しました5万円以下で買えるデジタル一眼レフであるcanonのX50を使って動画を撮った
りしてきました。どうせならプロも愛用しているEOS7Dと比較してもいいんじゃない？っと思い
簡単だけども比較動画も作ってみましたよ。

そんなX50とEOS7Dの動画比較なんかは下記からどーぞ

EOSX50　と　EOS7D　の違いについておさら
い

写真素材サイトをオープンさせてから、『一眼レフ欲しくなった』　という話を聞かせてもらい

まして、嬉しいことだなぁー(‘A’)　っと思いながら『安いEOSｘ50はどうなの？』って聞かれる
事も多く　今回記事を書かせてもらったわけです。

とりあえず、おさらいとしましてEOSX50　とEOS7D　の詳細について

pasiks000848

キヤノン：EOS 7D｜概要
pasiks000847

キヤノン：EOS Kiss X50｜概要

価格についてはこんな感じ

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS 7D EF-S15-85ISUレンズキット EOS7D1585ISLK
 

http://www.pakutaso.com/
http://www.susi-paku.com/paku5canon-eos-kiss-x50eos7d.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/961319682a04_7B22/pasiks000848.jpg
http://cweb.canon.jp/camera/eosd/7d/index.html
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http://cweb.canon.jp/camera/eosd/kissx50/index.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002NEFL78/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004MKNE1Q/susipaku-22/ref=nosim


Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X50 ブラック EF-S18-55IS2レンズキット
KISSX50BK-1855IS2LK
6月現在だとEOS7Dが13万前後でEOSX50が4.3万円程度と倍以上の価格差があります。

動画撮影機能の違い

EOS7Dの動画撮影機能はこれ。FULLHDで撮影可能ですね。
pasiks000851

対してX50は　1280ｘ720（HD）にて撮影となってます。
pasiks000852

同じシーンで動画撮影してみました。

東急東横線の電車を撮影してみました。(‘A’) EOS7Dでの動画はこれ

EOSｘ50での撮影動画がこれ

動画の色温度を統一してなくてすみません。そしてわかりづらくてすみません。 (‘A’)動画撮影な
れてなくて三脚使っているんですが風強くてふらふらですｗ

ちなみに、両方の動画ともに同じレンズとフィルターを用いて撮影しています。また、撮影後は

一切加工や手直しせずにMOV状態でアップロードしてます。
んで、個人的な感想はX50でも十分に動画撮影できますよ。価格差が約3倍なので1/3程度の品質と
思いきやFULLHDまでは無理としても、一眼レフの機能としては満足のいけるもんじゃないでし
ょうかね。気になった点としては、EOS7Dに比べてファインダーが小さいくらいで使い勝手はほ
ぼ一緒だから、サブとして用いるのもいいよね。軽いし。

これで5万以下で買えるのだから、初めての一眼レフとかにはもってこいな機種な気がしますな。

通常の写真撮影の比較をしてみた。

PAKUTASOにて、EOS7DとEOSｘ50（shiosioさん撮影）の写真が多数アップされてます。
最近撮影したEOS7Dの素材写真

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/961319682a04_7B22/pasiks000851.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/961319682a04_7B22/pasiks000852.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=CPUUE14jbhc
http://www.youtube.com/watch?v=seeR3O_Yc7Y
http://www.pakutaso.com/


pp_suitekiha500-thumb-750x500-193

PP_gakuajisai500-thumb-750x500-233

PP_hokousyayou500-thumb-750x500-207
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http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/961319682a04_7B22/pp_suitekiha500-thumb-750x500-193_2.jpg
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PP_4tubanoprezent500-thumb-500x750-241

PP_benchi500-thumb-750x500-95

EOSX50で撮影した素材写真はこちら
PP_murasakiironohana500-thumb-750x500-170
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PP_usuguraituuro500-thumb-750x500-208

PP_syashinwotoriau500-thumb-750x500-239

PP_kougyouchitai500-thumb-750x500-160

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/961319682a04_7B22/PP_usuguraituuro500-thumb-750x500-208_2.jpg
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PP_tudukusenro500-thumb-500x750-178

EOSｘ50でも、かなり良い品質で撮影できるんね。(‘A’)
おまけで　EOS7Dの上位機種である　EOS5DMARKⅡ(23万くらいします）の写真はこちら（Sr-
KARUBIさん提供）

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS 5D MarkII ボディ
PP_densyatosenro500-thumb-750x500-144

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/961319682a04_7B22/PP_tudukusenro500-thumb-500x750-178_2.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001G8XZSE/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/961319682a04_7B22/PP_densyatosenro500-thumb-750x500-144_2.jpg


PP_yukitoarashiyama500-thumb-750x500-240

PP_nobitahikoukigumo500-thumb-750x500-227

※　上記の写真全て　PAKUTASOにて高解像度でダウンロード可能です
っとまぁ、こんな感じでございます。カメラの性能が上がれば当然に高解像度だったりAFや補正
機能などが充実しているのだけれども、最近撮影していて思うのがいくら良い写真を撮れる機

種（カメラ）でも写真の構図やセンス次第だと思うんだよね。(‘A’)生かすも殺すもって事ね。
RAWで撮影する事で状況に合わせてカメラのセッティング（これが実はすごい面倒）を行わなく
てもいいのだし。

是非素材を提供してもいいよーって方は撮影者と使用機材-WEB制作デザイン用無料写真素材サイ
ト　までご連絡くださいな。

一眼レフ買おうか悩んでいたり、サブ用で安価なカメラを探している方X50を検討してみてはい
かがでしょうか(‘A’)おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/961319682a04_7B22/PP_yukitoarashiyama500-thumb-750x500-240_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/961319682a04_7B22/PP_nobitahikoukigumo500-thumb-750x500-227_2.jpg
http://www.pakutaso.com/
http://www.pakutaso.com/sankou.html


想像よりも斜め上をいっている『世界の革新的発明と製品』を紹介するサイトが面
白い！

kakushin

発明と言えば、日本でも町工場の大発明家みたいな感じで大田区あたりのおじさんがメディアに

紹介されていたりしますが、世の中にはあまりにも斬新過ぎて理解するのに小一時間かかりそう

な製品から、こんな物がすでに世の中に出ているのかっという革新的発明品などが発表されて

おり、そいういった品を紹介するJ-TOKKYO革新的発明と製品情報がかなり面白かったので紹介
します。

93年頃から更新されているサイトの詳細については下記からどーぞ

世の中すごい物を発明する人もいるんですな。

仕事で特許関係の事を調べていたら出くわしてしまい、いつの間にかのめり込むほど見てしまい

ました。ｗ

pasiks000831

J-TOKKYO革新的発明と製品情報
世界の革新的な発明を紹介していて、カラパイヤ的なサイトと思いきや最新特許の情報や特許分

類なども掲載されています。

pasiks000832

んで、メイン（？）のブログでは製品を紹介しています。たとえばこんなの

革新的発明と製品情報 » C字形で使うことも可能なナイフ
アサシン持ちができるナイフだね。ｗ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64e3d85787ae_7514/pasiks000831.jpg
http://www.j-tokkyo.com/
http://karapaia.livedoor.biz/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64e3d85787ae_7514/pasiks000832_1.jpg
http://www.j-tokkyo.com/2011/05/22/36416.html


pasiks000833

革新的発明と製品情報 » 携帯電話用乾燥バッグ
携帯を水に落としたらまずは冷蔵庫は豆だね。

pasiks000834

革新的発明と製品情報 » 鼻にかけて使う接触ペン
片手コントローラ的な特需だろうね。(‘A’)
pasiks000835

革新的発明と製品情報 » 螺旋状ボールペン芯
これは、どこか違うサイトでも紹介されていたけれど自分も同じ事を昔考えたなぁっと思ったや

つ

pasiks000836

革新的発明と製品情報 » チューブから飲用水をもらう自転車用システム
これメッセンジャーっぽい人が使ってたの見た事ある。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64e3d85787ae_7514/pasiks000833.jpg
http://www.j-tokkyo.com/2011/06/03/36756.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64e3d85787ae_7514/pasiks000834.jpg
http://www.j-tokkyo.com/2011/05/05/36001.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64e3d85787ae_7514/pasiks000835.jpg
http://www.j-tokkyo.com/2011/04/25/35824.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64e3d85787ae_7514/pasiks000836.jpg
http://www.j-tokkyo.com/2011/04/19/35667.html


pasiks000837

革新的発明と製品情報 » 火花のあるスクートボード
ちょっと欲しいこれ。

pasiks000838

革新的発明と製品情報 » ダブルヘッドを備えたシャワー
ありそうでない機能だよね。

pasiks000839

っと言う感じでなかなか脳を刺激してくれる製品が多数紹介されてます。

また、更新頻度も高いので暇つぶしやアイデアの探究なんかに使えるんじゃないでしょうか。(‘A’
)ノ　おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64e3d85787ae_7514/pasiks000837.jpg
http://www.j-tokkyo.com/2011/04/15/35578.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64e3d85787ae_7514/pasiks000838.jpg
http://www.j-tokkyo.com/2011/04/14/35542.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64e3d85787ae_7514/pasiks000839.jpg


果肉ゴロゴロ！とろける美味しさ！不二家から新発売のネクターロールをレビューし
てみた

nekuta-

不二家のミルキーがロールケーキになったミルキークリームロール の続きで、今度は桃のジュー
スの代名詞的なネクターがロールケーキになって登場ですよ。(‘A’)
飲み物を飲んだことがある人はわかると思うけれど、あの甘さと手についたときのベタ付感が半

端ない仕様を再現されているか気になるところ。そんなネクターロールを食べてみたレビューに

ついては下記からどーぞ

っというわけでさっそく買いに行ってみました。

6/3から順次販売開始ということで、さっそく駅前の不二家へ行ってきました。
pasiks000828

ネクターロール | ケーキ・洋菓子 | 不二家

http://www.fujiya-peko.co.jp/cake/milkycreamroll/index.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/pasiks000828.jpg
http://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/15692.html


L8520302

L8520303

ミルキーロールと一緒にショーケースに並んでいました。1本1000円です (‘A’)　甘い物が好きな
人にとってはたまらない光景なのでしょうね。

L8520301

ミルキーロールを1本程購入してみました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/L8520302.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/L8520303.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/L8520301.jpg


IMG_4174

消費期限はかなり短め（4日くらい）なので、折り菓子で持っていくと喜ばれるだろうけれど注意
が必要だね。特に夏場に向かってね。

IMG_4184

この原材料の白桃シロップ漬けってなんだろうと気になるところです。ちなみにカロリーは表示

されていませんでした。

開封してみると1本ぴったりと入ってます。
IMG_4180

箱から空けてみるとこんな感じ。『とろける美味しさ、つぶつぶ果肉入り』と書かれており、赤

いラベルは缶のデザインそのまま

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/IMG_4174.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/IMG_4184.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/IMG_4180.jpg


IMG_4188

横からゴロゴロとした果肉が溢れ出んばかりです。ちょっとリッチな気分になれますな (‘A’)
IMG_4191

IMG_4192

ふわっふわでちょっとリッチなロールケーキって感じだね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/IMG_4188.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/IMG_4191.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/IMG_4192.jpg


IMG_4194

結構な割合で果肉が入ってます。

IMG_4200

食べた感想ですが、ネクターと言えばとにかく甘い！っという甘さはそこまで感じられず非常

にさっぱりとした甘さが印象的でした。と言っても甘すぎないという表現であり、しっかりとし

た桃の甘さは健在でジュースでは混入されていない果肉により桃の美味しさを十分に堪能させて

くれます。お子さんがいる家庭のおやつとか午後からのティータイムに出てきたら余すことなく

食べきれちゃう感じですね。(‘A’)
IMG_4206

ぺこちゃんのほっぺもいいけれどネクターロールもなかなかの美味しさです。販売期間は記載さ

れていなかったので今後のレギュラーメニュー化な感じです。みかけたら食べてみてはいかが

でしょうか (‘A’) おしまい。ごちそうさま

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/IMG_4194.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/IMG_4200.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7bb3bbfb3f06_7382/IMG_4206.jpg


Google版のいいねボタン『+1』をWEBサイトに設置して、プロフィールで表示して
みた

googleplus

この間、facebookのアカウント抹消を食らいまして『いいね！』ボタンが押せなくなってい
るsusi-pakuです。(‘A’)
先日、そのいいねボタンのGoogle版『+1』（プラスワン）が公開されたのでさっそくWEBサイト
に貼ってみました。Gmailアカウントを持っていない人が少ないくらいの現状でこのプラスボタン
はなかなか有用になりそうな気配ですよ。

そんな「+1」をサイトに設置した詳細については下記からどーぞ

設置は容易にできるので、普及しそうだね。

先日、ITメディアに掲載された記事によると3月から公開されていた+1の機能を自分のWEBサイ
トへ貼る事ができるようになったよ　っとの発表があったそうです。

pasiks000821

“Google版いいね！”の「+1」、Webサイトへの設置が可能に - ITmedia ニュース
ほほー、これは面白いなぁ。CS-CARTにも追加してみようかなぁっとか考えちゃったわけだす。
(‘A’)
それではさっそく、この+1機能を利用してみます。
まだ試験段階なので、Google Experimental Search　から申し込みを行わなくてはならないよう
です。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47de58d39f57_78F6/pasiks000821.jpg
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1106/02/news018.html
http://www.google.com/experimental/index.html


pasiks000812

サイトを開いて Join thsi experiment を選択します。
pasiks000822

This is your selected experiment.　という表記に変わりますね。当然ながらGoogleのアカウント
が必須なので事前に用意しておく必要がありますね。

+1ボタンをWEBサイトに貼る。
GooglWEBサイトに+1ボタンを設置する　を開いて希望する言語、サイズ、ソースコードを確認
します。

pasiks000819

ボタンサイズ一覧、ツィートやFacebookのいいねボタンを並列で表記する場合は中サイズが妥当
だね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47de58d39f57_78F6/pasiks000812.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47de58d39f57_78F6/pasiks000822.jpg
http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47de58d39f57_78F6/pasiks000819.jpg


pasiks000824

詳細オプションでは、ブログ記事ごとに+1を表示させるか　それとも特定のサイトに+1を表示さ
せるか選択できます。

pasiks000825

+1の対象とするURLという入力フィールドにURLを入れると、そのURLのみを対象とした結果が
表示されるわけです。※ここにURLを入れないと挿入されたページごとに+1が適用されます。
pasiks000826

例えば、PAKUTASOで使用する場合、上記のように個別ページごとの写真に+1を入れてあげると
いいよね。(‘A’)
あとは、ソースコード

<!-- 次のタグを head 要素内または body 終了タグの直前に貼り付けてください -->

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47de58d39f57_78F6/pasiks000825_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47de58d39f57_78F6/pasiks000826.jpg
http://www.pakutaso.com/pakutasopost-179.html


<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">
  {lang: 'ja'}
</script>
<!-- 次のタグを +1 ボタンを表示する箇所に貼り付けてください -->
<g:plusone size="tall" href="http://www.susi-paku.com/"></g:plusone>

表示される上記のようなコードをWEBサイトに貼ればOKです。簡単だね。(‘A’)

+1ボタンを押すとどうなるの？

Facebookだと、いいねボタンを押すと自動的にアカウントに追加されていくわけだけども、+1機
能ではGoogleプロフィールのページに表示されるようになります。
pasiks000814

うちのサイトバーに+1を追加してみたので、ぜひクリックしてもらうと嬉しいんですが　クリッ
クするとGoogleプロフィールに追加するようサイトが表示されます。▼ここからでも押せます。
{lang: 'ja'}
pasiks000813

pasiks000827

Googleのプロフィールを持っていない場合、作成の開始の旨を聞かれますので開始を押してくだ
さい。

http://apis.google.com/js/plusone.js"
http://www.susi-paku.com/"
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47de58d39f57_78F6/pasiks000814.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47de58d39f57_78F6/pasiks000813_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47de58d39f57_78F6/pasiks000827.jpg


pasiks000818

すると自分のプロフィールページに+1を押したサイトが表示されます。（デフォルトではプラス
ワンの情報は一般公開されないです　※このタブをプロフィールに表示するにチェックを入れる

と一般公開されます）

ちなみに、susi-pakuさんのアカウントはこれね。susi paku - Google プロフィール
Googleアカウントでいいねボタンは結構楽なので、普及しそうな予感ですね。是非テスト段階で
はありますが追加してみてはいかがでしょうか。(‘A’)おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47de58d39f57_78F6/pasiks000818.jpg
https://profiles.google.com/105120497190931676514/about


毎日290円で食べられるSUBWAYの新しいサービス『得サブ』が6/1からスタートした
ので食べてみた

subway

この間、マクドナルドを抜いてサブウェイが飲食店チェーン世界最大になったニュースがありま

したけども、その「毎日に野菜をはさもう」で有名なSUBWAYから新しいサービスが開始されま
したよっと。

毎日290円で7つのおいしさを楽しめるという『得サブ』っという名のわかり易いサービスで、一
番安いベジーデライト＠290円と同じ価格で他のサンドも食べられるという何ともお得で財布にや
さしいキャンペーンです。

【6/8　更新追記しました】 
得サブのページがリニューアルしていたのメニューを更新しました。

得サブの詳細や特にお得な曜日についての詳細は下記からどーぞ

日本サブウェイ　SUBWAY 　キャンペーン

曜日によっては最大１６０円お得な得サブ！

個人的にはベジーデライトが一番好きで1人で４つほど注文をしてしまうくらいなので、こういう
機会じゃないと他のサンドを食べることがない分そっちの方が嬉しかったりします。

nodu000435

これがレギュラーメニューになってます。ベジーデライトが一番安い290円。

http://gigazine.net/news/20110308_subway_mcdonalds/
http://www.subway.co.jp/campaign/index18.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6ac51fcc4934_83C/nodu000435.jpg


nodu000436

んで、その価格で毎日違うサンドが提供されるのが今回から始まった『得サブ』だね。

どの曜日にどんなサンドか、そしてどんだけお得なのか

（前回のメニュー）

nodu000439

（いつの間にか新しくなっているメニュー）

こんな感じ。木曜日のローストチキンと土曜日のツナが通常価格＠420円が　→　＠290円で買え
るわけです。これはお得だね。火曜日の照り焼きチキンが450円から290円っていいね。
(‘A’)SUBWAY見掛けたらダッシュだね。

さっそく、SUBWAYで得サブ頼んでみた。

R0017200

店舗でもポスターが貼られていました。ちなみに期間が記載されていないので、（１１月３０日

までみたい）これからずーっと続くといいよね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6ac51fcc4934_83C/nodu000436.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6ac51fcc4934_83C/nodu000434.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6ac51fcc4934_83C/nodu000439.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6ac51fcc4934_83C/R0017200.jpg


R0017202

なぜか昨日までのブロッコリーカルボナーラサンドが貼られてましたｗこれ食べたかった・・

R0017203

BLTの人気っぷりは相変わらずのようです。(‘A’)美味しいもんね。
R0017205

初日だけもあって、ハム（水曜日の得サブ）が品切れだったようで　ターキーブレストに変更と

なりました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6ac51fcc4934_83C/R0017202.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6ac51fcc4934_83C/R0017203.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6ac51fcc4934_83C/R0017205.jpg


R0017209

ちなみにいつも、ホットペッパー多めで注文してます。

結構知らない人も多いかと思うけれど、ココイチのカレーのルー多めと同じで有料のトッピング

以外の増量も対応してくれるのです

野菜の増量も無料できます。twitter
R0017215

今回２点買って５８０円でした。(‘A’)ノ
っというわけで、日替わりで飽きずにサブウェイを楽しめる得サブをご利用してみてはいかが

でしょうか。(‘A’)おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6ac51fcc4934_83C/R0017209.jpg
http://twitter.com/#!/subwayjp/status/75931534477115392
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6ac51fcc4934_83C/R0017215.jpg


表示がほとんどGoogle仕様なtwitterクライアントtweegleが良くできてる。

tweegle

職場にはtwitter のクライアント入れられないし、仕事中にtwitter のサイトを開けないしという方　
向けにGoogleの表示とまんま一緒な表示ができるtweegleが良くできていたので紹介します。
個人的にはtwitter初心者に教えるとき公式よりも覚えやすそうな気がする（普段google使うか
らね）tweegleの詳細については下記からどーぞ
Tweegle

会社でバレずにtwitterをチェック!

といううたい文句なTweegleですが、かなり良くできているので普段使ってみるのも悪くない感
じです。

pasiks000803

入口はシンプルで　ほとんどgoogle先生のデザインとなってます。
pasiks000799

さっそくアプリ認証してみます。

pasiks000805

主なメニューは上段に表示されていますね。プロフィールを選択すると

http://tweegle.usagifrask.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twetter_7586/pasiks000803.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twetter_7586/pasiks000799.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twetter_7586/pasiks000805.jpg


pasiks000802

自分がツィートしたTLが一覧で表示されましたね。TLがまんまGoogleの検索結果風になってて秀
逸です。

公式RTボタンも付いてたりと初心者さんには使い勝手がよさげかもね。
pasiks000801

自分がフォローしている人は上記のように表示してくれます。googleのイメージ検索のような一
覧ですな。ｗこりゃ誰もtwitterやってるとは思わないね。
pasiks000806

ちなみにフォームに文章を入れると投稿できちゃいます。間違えてTLの中を検索する感じで使用
するとつぶやいてしまいます。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twetter_7586/pasiks000802.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twetter_7586/pasiks000801.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twetter_7586/pasiks000806_1.jpg


pasiks000807

投稿するとこんな感じ。

まんまGoogleでほんと良くできているtwitterクライアントでございます。是非活用してみてはい
かがでしょうか。(‘A’)おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twetter_7586/pasiks000807.jpg


CS-CART 携帯アドオンv1.0.1アップデート！ロゴを管理画面から設定できるようにな
ったよ。

cs-keitai

先日正式版として公開されたCS-CART 携帯アドオンがアップデートされましたよ。
バグ修正からロゴの設定方法などの詳細については下記からどーぞ

CS-Cart携帯電話対応アドオン v1.0.1のアップデート内容 | CS-Cart.jp開発者ブログ

ロゴの設定などが簡単にできるようになったね。

さて、今回の携帯アドオン（有償）のアップデート内容はこちら。

大事そうなのをマーカーしときます。

—————————————————————–
【凡例】

[+] – 追加
[*] – 改善
[!] – バグ修正
—————————————————————–
[+] 携帯電話用ロゴ画像を管理画面から変更可能に
[*] フックポイント “checkout:order_confirmation” を追加
[!] 携帯電話では利用できない比較リストへの追加リンクが表示されるバグを修正
[!] 「商品詳細ページにおけるサムネイルの横幅」に240以上の値を設定すると商品詳細ページの画
像上部に設定した数値が表示されるバグを修正

[!] カテゴリーの一括編集でエラーが発生するバグを修正
[!] 「購入手続き時に利用規約への同意を求める」バリデーションが機能しないバグを修正
[!] カートの内容ページで不要なボタンが表示される場合があるバグを修正
—————————————————————–
前回正式版を案内した際、携帯ショップ用のロゴを変更する場合は管理画面から行う事ができず

　FTPにて直接アップロードする方法でした
skins_jp_mobile/mobile_jp/customer/images/customer_area_logo.gif　これを上書きする感
じね。

んで、今回のアップデートでは、管理画面からロゴのアップを行えます。

http://www.susi-paku.com/pakucs-cart-ec1.html
http://blog.cs-cart.jp/?p=3047
http://www.susi-paku.com/pakucs-cart-2-2.html


pasiks000796

携帯アドオンのタグを選択すると　携帯ブロックの右側にロゴのメニューが表示されました。

pasiks000793

デザインのロゴ設定と同じく、携帯用のロゴのみを変更することが可能となってます。

pasiks000794

これでロゴ変更が完了だね。(‘A’)
ちなみに今回のアップデートを適用させる場合、旧バージョンを上書きして行う時は

pasiks000792

一度、アドオンをアンインストールさせてから　再度インストールするとうまく適用されると思

われます。(‘A’)
pasiks000795

携帯アドオンのデモはこちらから。CS-Cart日本語版 – オンラインデモ
最後に、携帯電話対応アドオンでPayPalボタンが表示されてしまう - CS-Cart.jp ユーザーズフォ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a9e94f1b4a6d_11914/pasiks000796.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a9e94f1b4a6d_11914/pasiks000793.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a9e94f1b4a6d_11914/pasiks000794.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a9e94f1b4a6d_11914/pasiks000792.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a9e94f1b4a6d_11914/pasiks000795.jpg
http://www.cs-cart.jp/online-demo.html
http://forum.cs-cart.jp/index.php?/topic/38-%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%82%A2%E3%83%89%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%81%A7paypal%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%86/


ーラムでも取り上げられたように、FireFoxのFireMobileSimulator　で動作テストを行う場合、万
能に表示される保証はありませんので本使用される時は携帯端末をどこかで入手してご使用くだ

さいね。(‘A’)　おしまい。



2011.5月アクセスが多かった記事と今月のお気に入りサイト

20115

さて、先月からはじまりました　この月イチ企画ですが、前回のまとめが非常に見づらいという

事で今回からジャンルごとにまとめてみましたんで是非暇つぶし用としてブックマークしていた

だければ幸いです。

それにしても、もう５月が終わり梅雨入りしましたな。何だかいっつもブログのタイトルからテ

ーマの事しか書いてないのでこの月イチ企画の時ぐらいは日記っぽいことも書いてみようかなー

(‘A’)　っと愚痴だけになそうな2011年5月の詳細は下記からどーぞ

2011.5月今月は何があったのか？
さて、先月は大震災から１ヶ月が経過した事に触れたわけですが今月もまだまだ震災の影響によ

る報道が続いていますね。

pasiks000787

痛いニュース(ﾉ∀`) : 東京電力、メルトダウンに続き「メルトスルー」が起きた可能性も認める –
ライブドアブログ

結局メルトダウンが発生したのちに溶け落ちるというメルトスルーなるものが起きたりと、何だ

かこの話題はスルーしたくなるようなそんな原発関連盛りだくさんの５月でした。来月からはも

んじゅ関係のニュースが活発になりそうですね。

他には５月のGW中に発生し、社長の逆ギレ会見が話題になりましたね。
pasiks000788

痛いニュース(ﾉ∀`) : 【ユッケ食中毒】 えびす社長逆切れ会見 「生食用の肉など流通してい

http://www.susi-paku.com/gekkan.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ec21b5cc1d87_11921/pasiks000787.jpg
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1627418.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ec21b5cc1d87_11921/pasiks000788.jpg
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1620291.html


ない！」「法律で禁止すればいい！」（動画あり） – ライブドアブログ
後日には一転人が変わったように土下座謝罪を始めた時には、何だか呆れすら感じる状態でした

。

4人目の死亡者出したユッケ社長の土下座会見の映像。焼肉酒家えびす:1000mg
そりゃ食中毒も出る。台を拭いた布巾でそのまま皿を拭く焼肉えびすの厨房:1000mg
ニュースとしてはこんな感じでした。あとは私的なことですが、前からずーっと『作ります！作

りますよ』っと言っていた無料写真素材サイト　PAKTUASO　が今月からオープンしました。
(‘A’)ノ
pakutasokoukai_3

MT5で構築した無料の高品質写真素材サイト 『PAKUTASO（ぱくたそ）』 がオープンしました
ノイズ除去などプロのカメラマンも交えた（今後）無料写真素材配布サイトでございます。ぜひ

ぜひ利用しなくても遊びに来てくださいな。

2011.5月アクセスが多かった記事ベスト5

それでは今月書いた記事でアクセスが多かった順に紹介しますー。

第5位　印象的でカッコイイ！名前を覚えてもらえるオリジナル透明名刺を作ってみたよ

toumeimeisi_3

透明で印象に残せる名刺の記事ですね。アマゾンの売り上げ（エーワンの透明名刺）もちらほら

とありまして感謝しております。

第4位　甘くないなら炭酸水？新発売の『甘くないコーラ』ペプシドライ飲食レビュー

http://1000mg.jp/archives/51665208.html
http://1000mg.jp/archives/51664641.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ec21b5cc1d87_11921/pakutasokoukai_3_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakumt5pakutaso.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-57.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-60.html


amakunaiko-ra_3

なんだかんだ気になる味だったんだろうね。GIGAZINEさんより先にレビューしたからかな意外に
もアクセスが多かった記事です。

第3位　素材探しからライフハックまでデザイナーさんに役立つ75サイトをまとめてみた

benrisaito_4

こういったまとめって意外と人気あるよね。今後も張り切って追加してみようと思います。！

第2位　「最近は震災ネタがいいんだよ」っとドヤ顔でアフィリエイトを語られたので、思う事な
ど書いてみた

afirieito_3

アフィリエイトについて辛口で書いてみた記事だね。アフィって色々な形があるのだなぁっと改

めて考えさせられました。

第1位　SKYPEがMSに買収されたので、今までの歴史やサービス等を今後の期待としてまとめて
みた

http://www.susi-paku.com/paku75.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-59.html
http://www.susi-paku.com/pakuskypems.html


skypekore_3

今月は特に話題となったニュースを中心とした記事がなかったので、こういった関連だと当然に

アクセスが多いよね。SKYPEは個人的に上場を期待していたので売上高とかそれについて書いて
みた感じです。

っというわけで、以上が今月のアクセスが多かった記事でした。そういえば、今月はCS-CART関
連の記事を沢山書いたなぁー

今月溜まったお気に入りの面白サイトから役立

つサイトまでを紹介！

ワラタ・面白かった記事

暇人＼(＾o＾)／速報 : シュールな画像ください – ライブドアブログ
一部声出してワラタ。

友達に本気でキレた理由を教えろ　優勝者を決める　:　はれぞう
どれもこれも理不尽極まりないね。

実話なのに信じて貰えなかったこと書いてけ

どれもうそくさいなぁ

始球式でキモオタが大暴れ！ミルキィホームズ始球式「横浜vs巨人戦」・・・・:オタク.com
この人たちをサマソニもしくはAIRJAMに連れて行きたい
アイドルオタクの羞恥心の無さが逆に素晴らしすぎる件 ニコニコVIP2ch
右の青いの飛びすぎだろ　(‘A’)
【たけのこ厨感涙】 タケノコのゆるキャラ「たけのこまん」が登場！ | ニュース２ちゃんねる
これゆるすぎてHENTAIじゃん
ニコ生ってこんな面白い事になってんのかｗｗｗｗ:ハムスター速報
何だか境界線がわからないね。

何故フィクションの中のハッカーは物凄い速さでキーボードを叩くのか - 戯れ言
まじめに検証しててワラタ

VIPPERな俺 : 1番すごい逆さ言葉書いたヤツ優勝
世の中には天才がいるもんだ

初デートで彼氏に服装ださいって言われてふられた(´；ω；｀):ハムスター速報

http://blog.livedoor.jp/himasoku123/archives/51623014.html#more
http://blog.livedoor.jp/darkm/archives/51240008.html
http://alfalfalfa.com/archives/2948635.html
http://0taku.livedoor.biz/archives/3721472.html
http://nicovip2ch.blog44.fc2.com/blog-entry-2329.html
http://news020.blog13.fc2.com/blog-entry-1516.html
http://hamusoku.com/archives/4721328.html
http://d.hatena.ne.jp/katoyuu/20110518/hacking
http://blog.livedoor.jp/news23vip/archives/3756921.html
http://hamusoku.com/archives/4696374.html


もう職人多すぎてワラタ

巨人が９回裏に逆転サヨナラデッドボール負け → 原監督の顔芸が炸裂！ （画像あり） | ニュース
２ちゃんねる

見事なAAだ！(‘A’)
この夏流行の予感？ コンバースのスニーカーサンダル登場 – Be Wise Be Happy Pouch［ポーチ
］

斜め上いきすぎててワラタ

うわっ・・・！ホラー・怖い系

下水道のパイプの中に潜んでいたうごめく肉塊のような謎生物（アメリカ）:カラパイア
イトミミズコロニー

iPhoneやiPadを製造するFoxconn、相次ぐ自殺を受けて工場勤務者に「自殺しない」という誓約
書に署名させる – GIGAZINE
また　FOXCONNだ・・・・
まるでスパムメールと同じように感じてしまう義姉からのメール : 家族・友人・人間関係 : 発言
小町 : 大手小町 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）
なんだか落ちる内容だけどあるよね。。

【パチンコ地獄】 就職→借金600万→着服→解雇→再就職→着服→窃盗→解雇→再就職→着服→
解雇→施設 : 無題のドキュメント
もうパチンコ違法で

【閲覧注意】怖い伝説、伝承や民話『姦姦蛇螺』『邪視』『巣くうもの』『リアル』:哲学ニュー
スnwk
都市伝説みたいだけどほんとにあったことなのね・・・

【閲覧注意】耳の中から三日間ガサガサと音が、調べてみるとそこには : 【2ch】コピペ情報局
うわあぁあああああ

女性が悲鳴をあげるCMに苦情殺到 : 【2ch】コピペ情報局
昔のACを思い出すね。
衝撃的な事故動画と笑える動画 : 【2ch】コピペ情報局
全部衝撃的ですがね。ｗ

(*ﾟ∀ﾟ)ゞカガクニュース隊:目と脚がない新種の爬虫類、カンボジアで発見
ナニコレキモイ・・・

ほむほむ雑学・知識系

Windows7の煩わしい機能をOFFするための情報を集めた - NAVER まとめ
意外と知られてない機能が多いね。

良い人生には良い人間関係を。人付き合いを長く保つための7つのポイント : ライフハッカー［日
本版］

http://news020.blog13.fc2.com/blog-entry-1523.html
http://youpouch.com/2011/05/09/132337/
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52004706.html
http://gigazine.net/news/20110509_foxconn_worker_not_suicide/
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2008/0527/185699.htm?o=2
http://mudainodqnment.ldblog.jp/archives/1578457.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/3726439.html
http://news.2chblog.jp/archives/51601369.html
http://news.2chblog.jp/archives/51600818.html
http://news.2chblog.jp/archives/51601858.html
http://www.scienceplus2ch.com/archives/3198736.html
http://matome.naver.jp/odai/2130378884488427401
http://www.lifehacker.jp/2011/04/110425lovestyle7.html


いくらスキル持ってても人間関係大事にしないとね

モバゲーが退会しても個人情報を削除してくれない – LazyLoadLife
4月からの続きだよ。
空いた時間でお小遣い稼ぎ！フリーランスWeb屋さんにおすすめのサブプロジェクト | Webクリ
エイターボックス

WEB制作以外にもSOHOって色々あるよね。
肥満大国アメリカ、米国民の6割以上が肥満　「朝からピザ」 「フライドポテトは野菜」 RIDE
THE WAVE 2ch
ピザすぎｗ

あなたも30分で英語が話せる！ 99％の人が英語が話せる方法｜30分で英語が話せる｜ダイヤモ
ンド・オンライン

発音がいいだけで英語できるって思うよね。

誠 Biz.ID：プレゼンがうまい人の「図解思考」の技術：プレゼンがうまい人の「聴衆分析」——3
つのポイント

どのような人がそれを聞くという状況ごとに想定するのって大事だよね。

文章を頻繁に書かない人にも役立つ「物書き10の原則」 – ロケットニュース24（β）

誤字脱字ばかりですみません・・・

こんなWebデザイナーは成長しない | Webクリエイターボックス
当てはまりすぎてワラタ・・・

VIPPERな俺 : 【蝿】 ハエ・コバエ駆除・対策スレ 【蠅】
恐怖の夏がそろそろですな。

無断転載で作者ができることまとめてみました。(・3・)... on Twitpic
いつも可愛い絵ですね。

これからPhotoshopでWebデザインをしたい初心者さんのためのツールパネルとかいろいろ
普段使わないツールの多さにびっくり・・・

動画系

ヨーヨーを追う

アリジゴクこえー

点滅しているのに動くと目で追えない　（目の錯覚）

っというわけで、今月はこんな感じでした。また来月からもよろしくお願いいたしますよ。(‘A’)
おしまい

http://d.hatena.ne.jp/babie/20110421/1303366810
http://www.webcreatorbox.com/webinfo/freelancer-sub-projects/
http://chitekizaisan.blog28.fc2.com/blog-entry-2750.html
http://diamond.jp/articles/-/12235?page=2
http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1103/22/news059.html
http://rocketnews24.com/?p=97498
http://www.webcreatorbox.com/webinfo/web-designer-not-growing/
http://blog.livedoor.jp/news23vip/archives/3741434.html
https://twitpic.com/53yqk9
http://webdesignrecipes.com/photoshop-tool-panel-for-web-design-beginner/
http://www.youtube.com/watch?v=iCRojhCZ2ak&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=8L_1teHLycw&feature=player_embedded#at=103
http://www.youtube.com/watch?v=IjMVsTFVX10&feature=player_embedded


大砲から人を打ち出しゴールを目指すRagdoll Cannon の4作目をプレイしたよ

Ragdoll-Cannon

最近ずっとこPAKUTASOの構築だったので、久々にFLASHゲームをプレイしましたsusi-paku
です。(‘A’)
RAGDOLL CANNONの４作目という事で暇つぶしにはもってこいのゲームとなってます。プレイ
や動画の詳細については下記からどーぞ（動画あり）

Ragdoll Cannon 4 - Play it on Not Doppler

単純操作でスッキリなゲーム

大砲から人間を打ち出して　HERE　と書かれているブロックに当てればクリアという単純明快
なゲームとなってます。

パズル要素もあり、なかなか考えさせられる面もあるけれど　連射すればなんとかなるゲームな

のでイライラはしないスッキリなゲームです。

nodu000427

ステージは全部でLEVEL50となってます。(‘A’)
というわけで、プレイ動画はこんな感じ。

マウスで射程と発射角度を操作してクリックという感じ。他に人間の種類も３種類あり　通常に

飛ぶタイプ、壁にぶつかったら爆発するタイプ、物にくっつく粘着タイプがあり各マップごとに

使いこなしが必要となってます。キーボードでの操作は1＝通常　2.＝爆弾　3＝粘着
スペースボタンを押すとマップがリセットされるのでやり直しはエンドレスに可能です。

http://www.pakutaso.com/
http://www.notdoppler.com/ragdollcannon4.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47344d9bfc96_7C15/nodu000427.jpg


nodu000428

レベルがあがっていくと結構な複雑なマップが用意されています

マップによっては、連射だけでクリア不可能なステージも用意されてます。

nodu000431

全てのステージをクリアするとこんな感じ。

nodu000430

なんだか　少々作品Googleを思い起こす棒人間ですな。
最終マップのクリア動画はこれ↓　（ネタバレ）

５月もおしまいでジメジメした梅雨入り、外出できないときの暇つぶしにプレイしてみてはいか

がでしょうか。(‘A’)おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47344d9bfc96_7C15/nodu000428.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47344d9bfc96_7C15/nodu000431.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/47344d9bfc96_7C15/nodu000430.jpg
http://www.google.co.jp/#hl=ja&source=hp&q=%E5%B0%91%E3%80%85%E4%BD%9C%E5%93%81&aq=1&aqi=g10&aql=&oq=%E5%B0%91%E3%80%85&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=542f5a35f48fc075&biw=1119&bih=749


CS-CART 有償アドオン&rdquo;配送方法と支払方法の関連付け&rdquo;を使ってみま
した

haisouadon

先日開設された、CS-Cart.jp ユーザーズフォーラムのおかげで新発見ばかりのsusi-paku です。
(‘A’)　人それぞれ使い方とか色々あるのだなぁっと思いながら”こんな機能を妄想するスレ”という
気軽に発言できるスレッドもあったらもっと盛り上がりそうだよねと妄想してます。

さて、有償で販売されているアドオンのテスト環境（デモ）が公開されたので、まずは配送方法

と支払い方法の関連付け を使ってみました。
有償アドオンを使った（動画あり）の詳細は下記からどーぞ。

アドオン :: 配送方法と支払方法の関連付け - CS-Cartマーケット -

有償アドオンのテスト環境（デモサイト）が公開されました。

pasiks000785

公式ページにはテキストのみでの説明しかなくて、ユーザーズフォーラムで要望としてあげてい

るように買ってから『思っていたアドオンじゃなかった・・・』という事もありえることから、

デモ環境が用意されましたよ。(‘A’)
有料アドオンの動作確認をしたい - CS-Cart.jp ユーザーズフォーラム
んで、今回公開された有償アドオン（支払い方法拡張設定は無償になりましたね）は下記のよう

になってます。

ショップ： http://addondemo.cs-cart.jp
管理画面： http://addondemo.cs-...jp/pnmqdhjb.php
デモ環境には以下のアドオンが設定されています。

・ユーザーグループ自動割当

・支払方法拡張設定

・商品と配送方法の関連付け

http://forum.cs-cart.jp/
http://store.cs-cart.jp/ship-pay-mapping.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b540b29e21a7_879E/pasiks000785.jpg
http://forum.cs-cart.jp/index.php?/topic/22-%E6%9C%89%E6%96%99%E3%82%A2%E3%83%89%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%8B%95%E4%BD%9C%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84/
http://addondemo.cs-cart.jp
http://addondemo.cs-cart.jp/pnmqdhjb.php
http://store.cs-cart.jp/auto-usergroup.html
http://store.cs-cart.jp/advancedpayment.html
http://store.cs-cart.jp/shipping-mapping.html
http://store.cs-cart.jp/ship-pay-mapping.html


・配送方法と支払方法の関連付け

なお、デモ環境は1時間に1回初期化されます。

これで、CS-CARTの有償アドオンがテストできるわけです。

配送方法と支払い方法の関連付けアドオンを使って説明します。

とりあえず下記の動画をまずは確認してみてくださいな。(‘A’)
アドオンなし動画

これは決済で支払い・配送方法に進んだ際の画面です。これは有償アドオンを入れていない場合

に発生する支払い方法と配送方法なんですが、詳しく説明しますと

pasiks000779

クロネコペイメントという支払い方法を追加した場合、クロネコペイメントで支払いができる配

送方法というのは当然ながら宅急便（ヤマト）のみであり、佐川急便には対応していない支払い

方法となります。

pasiks000778

有償アドオンを入れていないと追加した支払い方法全てで配送方法が有効になるので、上記の画

像のようにクロネコペイメントを佐川急便でも利用できちゃうわけです。

この例はあえてわかりやすくした場合ですが、代引きやなどは取引している運送業者によって利

用可能な条件は異なると思われますからね。（ヤマトは代引きやっているけど、佐川はやってな

いとかね）

アドオンで支払い方法と配送方法を関連づけてみる。

http://www.youtube.com/watch?v=f3tWLo7cFOM
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b540b29e21a7_879E/pasiks000779.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b540b29e21a7_879E/pasiks000778.jpg


kokonobubun

アドオンを導入すると、配送方法の管理画面から対応支払い方法という項目が追加されます。

pasiks000777

ここにはあらかじめ追加した支払い方法の項目がチェックできる形になってます。

takyubin

希望した支払い方法にチェックを入れる事により決済画面にて、希望する支払い方法を選択する

ことができるわけです。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b540b29e21a7_879E/kokonobubun_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b540b29e21a7_879E/pasiks000777.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b540b29e21a7_879E/takyubin_2.jpg


pasiks000782

ヤマトを選択したら対応可能な支払方法が表示されます。

pasiks000784

佐川を選択したらクロネコペイメントが削除されましたね。(‘A’)
有償アドオンあり

配送方法と支払い方法の操作を動画でアップしたので確認してみてください。宅急便を選択した

ら表示され、佐川を選択したら表示が消されましたね。

表示が消える仕様の変更がほしいところ

すごく便利な機能なんだけども、ひとつ要望としては支払い可能じゃない項目が画面上から消さ

れる仕様は利用者側としてわかりづらいと感じました。

上記動画であれば最初から宅急便が選択されているからクロネコペイメントが表示されるわけで

、これが佐川が最初から選択されていた状態だった場合支払い方法にクロネコペイメントが表示

されていないので、ユーザーからすると『クロネコペイメント利用できないのね・・・』ってな

るんじゃないでしょうかね。

もし、自分がアドオンを使うのであれば　佐川を選んだ状態だと　クロネコペイメントは利用で

きません　と記載されるとユーザー側は、あぁ利用できないのねっと感じるんじゃないのかな

っと。この辺りはアドオンの管理側で　表記を削除するもしくは、表記を残すみたいな設定でき

たら便利だと感じました。(‘A’)ノ　
様々な支払方法に対応してCS-CART運営している方は必須なアドオンですね。利用してみてはい
かがでしょうか　おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b540b29e21a7_879E/pasiks000782.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b540b29e21a7_879E/pasiks000784.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=OEiKm7rfkp4


単語をすぐに翻訳（英・和）してくれるFirefoxアドオン英辞郎が便利

aruku

英文の翻訳とかちょっとした日本語を英訳したい時などに便利なFirefoxアドオン英辞朗が便利だ
ったので紹介します。

エキサイト翻訳やGOOGLE翻訳もいいのだけれど、詳細な単語の意味や類義語までは翻訳されな
いので英辞朗を使うと『なるほど、ふむふむ』な感じです。

そんなアルクから登場した英辞朗の詳細については下記からどーぞ

英辞郎 on the WEB :: Add-ons for Firefox

この単語の読みなんだっけ？に便利だよ。

ブラウザ上で知りたい単語（日本語・英語）を範囲選択すれば翻訳してくれるｊ素敵なアドオン

です。

ページまるごと翻訳とか、部分翻訳としてはGOOGLEとかエキサイトなんかを利用する頻度が高
いと思うんだけど、ALCでは一つの単語において例文や発音まで出力してくれるから　本当にそ
の単語の意味であっているかという事が理解できるよね。(‘A’)
pasiks000774

たとえば、良く使わせてもらっているアフィリエイトという単語のスペルを知りたいと思った時

、英辞朗を使うと

https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/eijiro-on-the-web/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/775ac4fb6115_986F/pasiks000774.jpg


pasiks000775

こんな形でアフィリエイトのスペルから発音。アフィリエイト広告なんての例まで表示してくれ

るんですね。便利だよね。

通常ALCのホームページから単語を入力すれば同じように検索してくれるのだけれども、Firefox
アドオンになって範囲選択→翻訳することができるのでいちいち入力する手間が省けるわけです

。

pasiks000770

もちろん英語サイトの翻訳も可能

pasiks000771

うん、いいかんじだね。語学の勉強にもなるね。

英辞朗アドオンを導入してみよう。

というわけで、さっそく英辞朗を導入してみましょう。最新バージョン4.ｘｘに対応しているか

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/775ac4fb6115_986F/pasiks000775.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/775ac4fb6115_986F/pasiks000770.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/775ac4fb6115_986F/pasiks000771.jpg


ら安心ですね。(‘A’)
pasiks000762

英辞郎 on the WEB :: Add-ons for Firefox
インストールを行ったらさっそくアドオンの設定をしましょう。

pasiks000763

結構な設定項目があり　自分のようにブラウザの表示スペースが小さくなるのが嫌いな人向け

にツールバー表示の項目があったりします。

pasiks000764

クイックサーチ機能は便利ですね。マウスクリックだけですべてが完了します。

pasiks000765

検索結果はどのタブで出力されるかの設定

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/775ac4fb6115_986F/pasiks000762.jpg
https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/eijiro-on-the-web/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/775ac4fb6115_986F/pasiks000763.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/775ac4fb6115_986F/pasiks000764_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/775ac4fb6115_986F/pasiks000765.jpg


pasiks000766

右クリックメニューに翻訳する項目を追加してくれます。ダブルクリックに抵抗がある人はこれ

がいいね。

pasiks000767

ショートカットキーの割り当てもついてたり。どんだけ使うんだ。

pasiks000768

変化形を含めて検索できたり、ツールバーでは補助を表示してくれる機能はちょっとした文を打

つ時にスペルミスじゃないか確認する時使うかもね。(‘A’)
っという、めんどくさがり屋には便利なアドオンを導入して語学の勉強をしてみてはいかがでし

ょうか(‘A’)おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/775ac4fb6115_986F/pasiks000766.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/775ac4fb6115_986F/pasiks000767.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/775ac4fb6115_986F/pasiks000768.jpg


EOS7Dで光・ライトの動画素材を作ってみた。

kawacho777

After Effects Style｜After Effectsの使い方を運営しているkawacho777さんのツィートで『こうい
う映像って、カメラに向けてライトを照らせば撮れるのかな？』っというお題がありまして、

EOS7Dにて撮影できるかやってみました。
光ライトの動画素材制作の詳細については下記からどーぞ

こんな動画素材が作れたらいいなー

っというわけで、プロのクリエイターであるkawachoさんにご承諾いただきまして今回の動画作
成まで紹介させてもらいます。

pasiks000758

kawacho777さんのツィート
今回の取り上げました目標動画はこちら（有償）

pasiks000759

動画 - ライト, 漏出, 転移 tra121 - 企業映像の検索 - TRA121.jpg
有償素材だけに非常にクオリティの高い素材ですね。

標準画質映像PAL (Quicktime)　PAL 720x576 25fps　で8100円になってます。
これを模して、kawachoさんがカメラで撮影して加工した素材動画
素材007 from AfterEffectsStyle on Vimeo.
さすがにプロの仕事ですねぇ。すごい滑らかに光源が表現されてます。(‘A’)（こちらの動画
はAEstyle にて素材動画として公開されています）

http://ae-style.net/
http://twitter.com/#!/kawacho777
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/aca84489d5ef_8F3D/pasiks000758.jpg
http://twitter.com/#!/kawacho777/status/71549409845968896
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/aca84489d5ef_8F3D/pasiks000759.jpg
http://www.fotosearch.jp/ATB285/tra121/
http://vimeo.com/24048389
http://vimeo.com/aftereffectsstyle
http://vimeo.com


んで、表現できるかEOS7Dで撮ってみます。

有償の動画では、オレンジ色の光が右左と往来する感じだったので　似たような色合いで表現で

きたらなーっと思いライターの炎にて撮影してみました。

チャッカマン ミニ(使い切りタイプ)
撮影してみた動画はこんな感じ

光源が弱いので、左から右に移動する程度しか確認できないですねぇ。

次に、白い光を表現したかったのでペンライトで光を当ててみます。

LEDペンライト SV-3093
これなら多少なり光のフレアを表現できるかなぁ。(‘A’)
光源弱すぎ・・・(‘A’)！　何だか白い光が宙に浮いているみたいになってしまいました。
というわけで、ライターの炎とペンライトを組み合わせてみました。

おおぅ、炎と白い光が交差していい感じになりましたねぇ。(‘A’)bこの動画を加工すればある程度
使えるレベルまでなるかな。

1440x1080の動画あげておくので入用であれば使ってあげてください。@wmv
http://www.susi-paku.com/firekumiawase.wmv
（レンズに多少ゴミが付いてます　すみません）

思いっきり望遠してぼかし、夜に往来する車のヘッドライト（高速道路）あたりを正面から撮影

したらできるのかなっとか思いました。何か他にいい撮影方法があれば教えてくださいな。そし

て承諾頂けましたkawachoさんありがとうございます。(‘A’)ノおしまい。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0015XNAP8/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001QB6VNC/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/firekumiawase.wmv


甘くないなら炭酸水？新発売の『甘くないコーラ』ペプシドライ飲食レビュー

amakunaiko-ra

しそ味とかモンブラン味とか色々興味を惹かせてくれるペプシから甘くないコーラが発売されま

したよ。(‘A’)
甘くないって事は、ただの炭酸水じゃないの？っと疑問をなげかけたくなるペプシドライの飲食

レビューについては下記からどーぞ。

【GIGAZINEさんのレビューを追記しました。】

ペプシNEXZEROとペプシドライを買ってみました。

5/24発売という事で入荷されてすぐに買いに行ってきました。(‘A’)
ちなみにGIGAZINEさんもNEXと比較レビューしてました。斬新な味と表現してますねー
「甘くないコーラ」を目指した「ペプシドライ」試飲レビュー、甘さ控えめどころの騒ぎではな

い斬新な飲み口に - GIGAZINE
IMG_3581

価格は炭酸水としたら高めの147円でした。

http://gigazine.net/news/20110524_pepsi_dry/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/612d391a069d_7CE6/IMG_3581.jpg


IMG_3582

一応味を比較したいと思ったら、となりにNEXが陳列しててワラタ。セットにどうですか？みた
いな感じですね。ちょうど昨日からBE＠RBRICKのガンダムストラップがついてました。
PEPSI NEX ZERO「ガンダム BE＠RBRICK オンパックキャンペーン」第2弾がスタート
：PRONWEB WATCH
IMG_3797

んで、買ってきたのはこれ。ペプシドライもNEXも色味は同じ感じですね。
IMG_3798

NEXについてたおまけ、好きな人は好きなんだろうねぇ。ぐぐったら転売坊が多くてワラタ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/612d391a069d_7CE6/IMG_3582.jpg
http://www.pronweb.tv/modules/newsdigest/index.php?code=2203
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/612d391a069d_7CE6/IMG_3797.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/612d391a069d_7CE6/IMG_3798.jpg


IMG_3799

っというわけでおまけはいいとして、ペプシドライを近接してみます。

IMG_3803

Pepsi DRY is abrand new “NON-SWEET”cola. Enjoy its sharp and refreshing taste　と書かれてま
した。

GOOGLE翻訳で訳すと、ペプシドライは、新しい"非甘い"コーラです。お楽しみ鋭い、さわやか
な味　だそうです。ペプシドライってちゃんと訳されるんね。

IMG_3805

砂糖もカラメルも入っているみたいです。(‘A’)　甘くないのにね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/612d391a069d_7CE6/IMG_3799.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/612d391a069d_7CE6/IMG_3803.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/612d391a069d_7CE6/IMG_3805.jpg


IMG_3807

カロリーは21Kcalと表示されてました。この下部にはペプコーラ比糖質50％オフと書かれてます
。

.

IMG_3810

では、いつものようにコップに入れてみます。色はコーラそのものですね。

IMG_3815

炭酸はいつものようにシュワシュワしていて、見た目は普通のペプシでした。飲んでみた感想で

すが、甘くないと書かれていたのでびっくりするくらい甘くないのかと思いきや甘みはありまし

た。しかし、いつものペプシのように飲み終わった後、鼻から抜ける時の甘ったるさはなく午後

の紅茶で言うと微糖程度、昔サントリーから発売された大人のキリンレモン　そんな感じの甘さ

です。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/612d391a069d_7CE6/IMG_3807.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/612d391a069d_7CE6/IMG_3810.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/612d391a069d_7CE6/IMG_3815.jpg


個人的には甘くないから、ちょっと辛かったり、とか斜め上を行く味覚を楽しめると思ったの

でちょっぴり中途半端な感じに仕上がってます。

いつものペプシと違って甘すぎないので、ペプシ微糖感覚で飲む分にはいいんじゃないでしょ

うか。(‘A’)
IMG_3826

ちなみに一緒に買ったペプシNEXはこんな感じ。ペプシドライと変わらないよね。
IMG_3821

NEXのほうが甘くて、カロリーはゼロなんよね。(‘A’)
というわけで店頭に並んでいたらお弁当と一緒に買ってみてはいかがでしょうか(‘A’)おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/612d391a069d_7CE6/IMG_3826.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/612d391a069d_7CE6/IMG_3821.jpg


素材探しからライフハックまでデザイナーさんに役立つ75サイトをまとめてみた

benrisaito

先日オープンさせました無料写真素材サイトPAKUTASOですが、意外にも評判がよくてモチベ
ーションがあがりっぱなしのsusi-paku です。(‘A’)
梅雨入り間近でテンションもゲンナリしますが、このまま目標1000枚を目指してみますよ。さて
、写真素材しか置いてないサイトだとさびしく感じられるので画像加工や素材探しに便利で役立

つサイトをまとめてみました。

そんな便利で良いサイトさんをまとめた詳細は下記からどーぞ

デザイナーさんお役立ち情報-無料写真素材サイトぱくたそ
以下から紹介するのはすべてPAKUTASOの役立ち情報に記載されております（随時追加更新され
てきます）ので、もしよければそちらをブックマークしていただければ幸いです。(‘A’)

画像加工系リンク

EDITOR
誰でも使える！インストール不要でブラウザ上からフォトショップ並みに画像加工が行える無料

サイト:susi-paku website 
インストール不要！オンライン上でフォトショップ並みに画像加工が行えます。

写真素材com 
難しい設定は一切なくプロっぽいフィルタをWEB上で適用できる無料サイト写真加工.comが
便利:susi-paku website 
画像に数多くのフィルターを適用できます。

TiltShift Generator 
Tiltショットや明度の雰囲気がある画像加工などに超便利なTiltShift Generatorを使って画像加工し
てみた:susi-paku website 
画像をミニチュア風に加工してくれるジェネレーター

ColouRlovers 
Color Trends + Palettes :: COLOURlovers 
他のユーザーが作った配色や人気の配色を参考にできます

stripegenerator 
Stripe Generator - ajax diagonal stripes background designer 
オンライン上で様々なストライプを作成できます。

http://www.pakutaso.com/info.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-16.html
http://www.susi-paku.com/pakuwebcom.html
http://www.susi-paku.com/pakutilttiltshift-generator.html
http://www.colourlovers.com/
http://www.stripegenerator.com/


オンライン上で様々なストライプを作成できます。

project ROME 
Project ROME by Adobe 
少々敷居が高いですが、名刺からWEBサイトまでオンライン上で作れます
As Button Generator
 WEB制作やプレゼンなどに使える簡単作成でクールなボタンジェネレーター:susi-paku website 
オンライン上で簡単にボタンを作成できます。（透過PNGも）
Neat Image 
Neat Image - best noise reduction for digital cameras and scanners
非常に高機能なノイズ除去ソフト、非商用利用のみフリーです

アイコン・ベクター系リンク

素材スタイル 
制作に役立つ素材ポータルサイト｜素材STYLE
アイコンからベクター・写真まであらゆる素材を紹介するポータルサイト

search psd  
SearchPSD - The PSD source
希望するPSD形式のファイルを検索してダウンロードできる
ICON FINDER
Icon Search Engine | Iconfinder
数多くのアイコンを検索することができる。

FIND ICONS 
Icon Search Engine - Download 304,109 Free Icons, PNG Icons, Web Icons 
クマのキャラクターが印象的なアイコンを検索サイト

ICONMEDIA
Icons & Icon Packs - Download Free PNG Icons | IconsPedia
こちらも様々なアイコンを検索して使用できるサイト

LOVE TEXTURE 
Free Resource for High Resolution Textures - love textures
クオリティの高い様々なテクスチャーのみを扱うサイト

FLODE 
花・植物系ベクター素材集 flode
草木や花のみのベクター・素材を取り扱っているサイト

80 Photoshop Brushes 
80 All-You-Need Photoshop Brushes - Noupe Design Blog
80個もの高品質なフォトショップ用ブラシをダウンロードできます。
Vector-EPS 

http://rome.adobe.com/
http://www.susi-paku.com/pakuweb-1.html
http://www.neatimage.com/
http://sozai.xii.jp/
http://searchpsd.com/
http://www.iconfinder.com/
http://findicons.com/
http://www.iconspedia.com/
http://www.lovetextures.com/
http://flode-design.com/wp/
http://www.noupe.com/how-tos/80-all-you-need-photoshop-brushes.html


Vector Graphics
高品質なベクターをダウンロードできます。更新頻度も多い

silhouettes
Free Vector Silhouettes, Huge collection!
スポットで重宝するジャンルごとのベクターをダウンロードできる。数も豊富

COOL VECTOR
Free Vector Graphics and Images - CoolVectors.com 
WEBで人気のデザインなど新し目のベクターがアップされています。
Button Download
button-download.com
クールな自作ボタンをダウンロードできます。AI形式もあり。

デザイン情報系リンク・ライフハックなど

デザイン・制作系

・　文字組みについて本気出して考えてみた

・　Webデザイナーが知っておく、DTPの基礎知識
・　ポスターなどでのタイトルの文字の調整の実際

・　デザインの基礎力をワンランクアップしたい私の注意書き

・　Webデザイナー（私）によるDTPデザイン注意書き：Webと紙の違い
・　楽してプロっぽいデザイン

・　ワンパターンなウェブデザインから抜け出すための10のヒント

写真撮影系

・　少しでも写真をうまく撮るためのコツをまとめたサイト２５選

・　印象に残る写真を撮るための10のポイント
・　写真がうまくなりたい？「ひとつ上の構図」を目指すための9のTips
・　躍動感のある写真を撮るための5つの心得
・　写真がうまくなる３６の法則

・　デジカメ写真の上手な撮り方

・　雨を味方にする——梅雨どきの撮影テクニックと便利アイテム

フリーフォント系

・　無料の日本語手書きフォントいろいろ！使える便利な16書体を紹介
・　インストールされているフォントを一括表示してくれるサイト

・　漢字も使える手書き風の日本語フォントのまとめ

http://www.vector-eps.com/index.php/category/vector-graphics/
http://all-silhouettes.com/
http://coolvectors.com/
http://www.button-download.com/
http://stocker.jp/diary/typographic/
http://kojika17.com/2011/05/dtp-basics-for-web-designer.php
http://www.dtp-transit.jp/adobe/illustrator/post_1288.html
http://webdesignrecipes.com/web-design-beginner-learning-dtp-design/
http://webdesignrecipes.com/dtp-designed-by-web-designer/
http://forty-n-five.boy.jp/blog/
http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/10-tips-to-boost-creativity-for-web-design.html
http://tokuna.blog40.fc2.com/blog-entry-1723.html
http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/1514.html
http://www.ideaxidea.com/archives/2009/04/photography_composition_rules.html
http://www.lifehacker.jp/2009/03/0903245tips.html
http://kosstyle.blog16.fc2.com/blog-entry-729.html
http://decobox.boo.jp/camera/index.htm
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20100614_371282.html
http://www.susi-paku.com/paku16.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-15.html
http://coliss.com/articles/freebies/freebies-handwriting-japanese-font.html
http://www.jttk.zaq.ne.jp/babwp701/hpfont/font.html


・　趣味のゲームフォント

・　10 Elegant High-Quality Fonts 
・　50+ Hand Picked (Yet Free To Use) 
・　font park
・　60 Expressive New Free Fonts
・　40 Free Creative Fonts

参考になるデザイン系

・　ヨダレが出るくらいデザインセンスが優れた企業サイトを挙げてけ

・　WEBイメージギャラリーI/O3000
・　デザインリンクデータベース

・　WEBデザインのリンク集｜ズロック
・　国産のWebデザインギャラリーサイトが一番参考になるのでまとめた
・　インパクト十分、かつスタイリッシュな名刺のデザイン100選
・　ブブンデザインアーカイブ

・　2011年のために、2010年のロゴデザインのトレンドを押さえておく
・　名刺デザインのインスピレーション向上ギャラリーいろいろ+α
・　あらゆるデザインの参考になる高クオリティなテンプレート販売サイト

その他の情報

・　Webサイト制作でよく出てくるコンテンツとよく使うファイル名の一覧
・　60の心に残るキャッチコピー事例集
・　2010年度版・とても参考の国内のWeb制作関連エントリーまとめ
・　Webデザイナの作業効率を改善する10の方法
・　読みやすい文章を書くための技法

・　こんなWebデザイナーは成長しない

PAKUTASO以外の写真素材サイト

photo stocker
PHOTO STOCKER – 高解像度フリー写真素材を無料配布。商用可能。ホームページにも。
yukiさんが運営する高品質・高解像度でセンスのいい写真素材サイト
足成 
写真素材 足成【フリーフォト、無料写真素材サイト】
国内の写真素材大手。人物のフリー素材まで配布しています。

public-domain-photos. 
5000 Free Stock Photos

http://smashinghub.com/elegant-high-quality-fonts-for-your-designs.htm
http://www.smashingapps.com/2011/02/15/50-hand-picked-yet-free-to-use-fonts-for-designers.html
http://www.fontpark.net/
http://blog.templatemonster.com/2011/04/05/60-free-fonts-2011/
http://smashinghub.com/40-free-creative-fonts-for-designers.htm
http://umashika-news.jp/archives/51800117.html
http://io3000.com/
http://www.designlinkdatabase.net/datas/search.aspx
http://www.zzrock.net/
http://kachibito.net/web-design/japanese-design-gallery.html
http://gigazine.net/news/20110408_awesome_business_cards/
http://bubundesignarchive.jp/
http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/logo-design-trends-in-2010.html
http://kachibito.net/marketing/businesscards-design-gallery.html
http://www.susi-paku.com/pakuweb.html
http://blog.btmup.com/web-general/contents-directory-file-name-list.html
http://toshiiy.blog22.fc2.com/blog-entry-25.html
http://kachibito.net/web-design/2010-web-tips-collection.html
http://journal.mycom.co.jp/news/2010/07/07/006/index.html
http://d.hatena.ne.jp/RyoAnna/20100824/1282660678
http://www.webcreatorbox.com/webinfo/web-designer-not-growing/
http://photo.v-colors.com/
http://www.ashinari.com/
http://public-domain-photos.com/


5000枚近いフリーの写真素材を利用できる海外サイト
freepixels 
Free Stock Photos, Free Images
非常に簡単にフルサイズをダウンロードできる海外の高品質写真サイト

imageafter
Image * After - currently 27212 free textures and images available
品質はまちまちだけど、豊富な写真を検索できる海外サイト

GRA FREE PHOTOS
【 商用でも無料|GRA FREE PHOTOS】/商用可のロイヤリティーフリー無料写真素材集/GRA
free photos
高品質はもちろん、写真の構図などのセンスが非常にいい写真素材サイト

morguefile 
morgueFile free photos for creatives by creatives
広告類が多い海外サイトの中ではシンプルに利用できる写真素材サイト

openphoto 
openphoto.net home to 15221 images
シンプルなサイト設計で好きな画像をクリックして選べる海外写真サイト

november-queen 
November Queen
植物園で勤務されているので、花の写真がすばらしいクオリティです。

廃墟デフレスパイラル 
廃墟デフレスパイラル　〜ぼくたちの秘密の場所〜

廃墟の写真画像をアップしています。（使用する場合は有償）

koyu写 
商用OK・加工OKの無料画像素材集【KOYU写】
古城や寺など和を中心とした写真素材サイト

素材リンク集系

・　素材HP-無料素材サイト集
・　素材の森

・　sozai-R
・　素材サーチ「Mateken」
・　imgサーチ
以上となります。上記のリンクについては、デザイナーさんお役立ち情報-WEB制作デザイン用無
料写真素材サイト　にも掲載されています。お役立てくださいです。(‘A’)おしまい。

http://www.freepixels.com/
http://www.imageafter.com/
http://www.gra-freephotos.net/main.php
http://www.morguefile.com/
http://openphoto.net/
http://november-queen.com/photo.html
http://home.f01.itscom.net/spiral/
http://www.kys-lab.com/photo/
http://sozai-hp.com/
http://www.sozainomori.com/
http://www.sozai-r.jp/in7160.html
http://mateken.870search.com/
http://img-search.com/
http://www.pakutaso.com/info.html


MT5で構築した無料の高品質写真素材サイト 『PAKUTASO（ぱくたそ）』 がオープ
ンしました。

pakutasokoukai

写真素材配布サイトを『作る作る』と言っていたら2か月も経過してしまったsusi-paku です。(‘A’
)　
いやぁ、EOS7Dを使って撮影のスキルを上げる為と、TASTEの高品質フィルターを広告宣伝する
為と、カスタムフィールドが秀逸なmovabletype5を勉強する為に、全部無料な写真素材配布サイ
ト『PAKUTASO』を構築→やっとこオープンさせました！
なんだかWPのサイトばかりが目立つ今時に『MT使ってイメージギャラリー作ってんよ・・・プ
クク』とか言われそうな制作秘話などの詳細については下記からどーぞ。

PAKUTASO(ぱくたそ)-WEB制作デザイン用無料写真素材サイト

今更ながら写真素材配布サイトを作ってみました。

nodu000368

今年の2/11に前からずーっと欲しかったEOS7Dを購入しまして
Canonのデジタル一眼レフ EOS7Dを買って動画とか写真を撮影してみました。:susi-paku
website
その撮影能力の高さに魅了され、この機材の良さを最大限活かした画像サイト（イメージギャ

ラリー）で自分が撮影した写真を自慢しよう！そしてニヤニヤしよう！(‘A’)
っと思いバージョン3.1からお世話になっている　movabletype（今回は5）にて構築を開始しま
した。

nodu000367

便利すぎるカスタムフィールド機能と撮影した画像の加工を行っているうちに、　『どうせな

らWEB屋として写真素材を多々利用しているのだから、撮った写真を配布してもいいんじゃな
いの？』　(‘A’)っという考えにいたり、『よし、写真配布サイトを作ろう』っと路線変更になり
ます。

http://www.pakutaso.com/
http://www.susi-paku.com/pakucanon-eos7d.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3a7c9be320f1_12FF5/nodu000367.jpg
http://www.ashinari.com/
http://photo.v-colors.com/


写真素材 足成【フリーフォト、無料写真素材サイト】　さんや　個人的に尊敬してるPHOTO
STOCKER さんのような無料の素材配布サイトさんと肩を並べられることなんてできるわけもな
いので、独自路線でいこーっと決めまして、他の素材サイトでありがちな枚数を稼ぎ、ただ撮影

した写真をアップするという更新をやめ、WEB用やデザイン用途に使用しやすい構図や構成の写
真を1枚1枚選んで良い写真だけアップしてこーっという非常に都合がいいけど枚数が増えないス
タンスで運営する事にきめます。(‘A’)

より高品質なものを提供できるよう写真自体の品質を考える

最近はサーバーの容量も大きくなっているので高解像度を売りにしている素材サイトさんも多

くなってきており（カメラの性能もあがっているからね）高解像度でアップするのは最低条件と

いうボーダーを作り、それ以上にさらに高品質で提供できないかと試行錯誤しまして。

『そうかぁ・・・。どうせ1枚1枚選んでUPするんだから、全てRAWファイルで管理してWEBや
カタログとか作る時のようにノイズとかトリミングを行ってアップしよう！。』(‘A’)っとなりま
した。

どんなもんかというと　修正前と修正後を比べてみたくださいな。

道端の雑草と花びら-無料写真素材PAKUTASO
【修正前】

arsd

【修正後】

kusabana02

アンティークな掛時計-無料写真素材PAKUTASO
【修正前】

http://www.pakutaso.com/pakutasopost-69.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3a7c9be320f1_12FF5/arsd_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3a7c9be320f1_12FF5/kusabana02_2.png
http://www.pakutaso.com/pakutasopost-41.html


ops

【修正後】

opsa

古い地球儀-無料写真素材PAKUTASO
【修正前】

opb

【修正後】

opa

こんな形で、EOS７Dで写真撮る　→　いい写真選ぶ　→　トリミングする　→　UPする　とい
う100枚撮影して5枚使えるかどうかという写真素材配布サイトとなりました。(‘A’)
うちのような写真素材配布サイトが一般受けするかは別として、一人でも使ってくれる人がいた

らうれしいな　ニヤニヤ！(‘A’)っと思いながら、とりあえずの目標は1000枚UPと決めて素材集め
に翻弄するわけです。

サイト紹介してくれる方いましたら是非紹介してください（相互可）

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3a7c9be320f1_12FF5/ops_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3a7c9be320f1_12FF5/opsa_2.png
http://www.pakutaso.com/pakutasopost-32.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3a7c9be320f1_12FF5/opb_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3a7c9be320f1_12FF5/opa_2.png


taste レンズフィルターすごいよ。まじで。

nodu000369

今回の素材配布サイトでは、デジタル一眼レフ専用のレンズフィルターを製造しているメーカ

ーtaste さんのピラレットフィルターを利用して素材撮影を行ってます（自分の写真ね）
taste(ティースト)-取扱いレンズフィルターの紹介
現在、国外からの販売をスタートしている関係で国内では普及していないのですが、某メーカー

が喉から手が出るほどその技術を欲している程、最高品質のフィルターでございます。んで、一

応自分以外に数名のプロのカメラマンの方にテスターとして使用してもらっている関係で、自分

ができる広告宣伝としてPAKUTASOを立ち上げたという理由もあるのですね。(‘A’)
是非、テスターとして利用してみたい人とか（YUKIさんやってくれないかな）これ欲しい！っ
て思っている人いたらお問い合わせくださいな。(‘A’)ノ　すごいよー。なんてたってレンズのね
じ切り微細加工とかものづくりやっている自分として、あそこまでねじ切りしているフィルター

とかどこもないからね。あとレンズの極薄とかもね。専門的なので詳しくはサイトみてね。

movable type でのイメージギャラリーの構築

nodu000370

今年もコンテスト開催されたら　応募してみようかなーっと思っているmovabletype で構築しま
した。(‘A’)
WPに押され気味で『MT使ってんの？』っぷ！　とマジで言われてきたので絶対にMTでイメー
ジギャラリー作ってやると半ばムキになっている自分がいたのだけれど、構築するごとにカスタ

ムフィールドの便利さを知りながら作った感じです。

 

Movable Type Community Solution—MT5/MT4.2対応 デザインユニットlinker（黒野明子、秋野琢
、柳谷真志）

すごく、参考にさせてもらった書籍はこちらで　あとはネット上からのソースとプラグインを組

み合わせて出来上がりでした。(‘A’)
最初の頃は、カメラマンさんにユーザー権限与えてコミュニティ風にして　それぞれがアップロ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3a7c9be320f1_12FF5/nodu000369.jpg
http://www.taste-precision.com/product.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3a7c9be320f1_12FF5/nodu000370.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4883377067/susipaku-22/ref=nosim


ード行えるようにしようかなっとは思っていたのですが、自分が定めているクオリティ以下の写

真をアップされたら嫌な為と、どんどんアップロードされたら自鯖立てないととてもじゃないけ

ど容量たんないっと思い、ログインするのは自分だけにしたら楽に構築できちゃった感じでござ

います。

nodu000371

PAKUTASOのイメージギャラリーのほとんどはカスタムフィールドから構成されているので、す
っごく簡単にできあがります。次の機会で制作過程なんかをブログに書いてみようかと思います

んで興味がある方はお気に入りでも入れておいてください。(‘A’)ノ

クレジット表記なし、商用利用可能、カメラマンも募集

PAKUTASOでは、利用してて煩わしいクレジット表記とかお礼とかをなくし、商用はお金払って
くださいとか言う素材サイトと違い、全部無料で利用できる素材サイトとなってます。

nodu000372

PAKUTASO.comについて-WEB制作デザイン用無料写真素材サイト
とにかく利用してくださる皆が楽しければそれでいいサイトを目指しておりまして、自分のよう

に写真を撮るのが好きで素材として使ってもらってもかまわない、そしてアップされた画像を見

てニヤニヤしたい人がいましたらお問い合わせくださいです。(‘A’)
撮影者と使用機材-WEB制作デザイン用無料写真素材サイト
（メーカーの協力次第ではtasteレンズフィルターを使用しての撮影もお願いする場合があるかも
です）

ちなみに、PAKUTASOもツイッターやってます。(‘A’)ﾉ　更新した写真をツィートしているだけ
ですけどよかったらフォローしてくださいね。リフォローさせてもらいますー。

PAKUTASOフォローミー　
っというわけで、どうぞ今後ともPAKUTASOをよろしくお願いいたします。(‘A’)n　おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/3a7c9be320f1_12FF5/nodu000371.jpg
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「最近は震災ネタがいいんだよ」っとドヤ顔でアフィリエイトを語られたので、思う
事など書いてみた

afirieito

先日、IT系の会社を営んでいるという同世代の人（あえて第三者）と会う機会がありまして、結
構な羽振りだったので何をされているのか聞いたところアフィリエイトを生業として商売してい

るのだとドヤ顔で言われたsusi-paku です。('A')
自分もＷＥＢという同じ土俵で仕事をしている1人として話を聞かせてもらいまして、アフィの仕
組みとかを色々話してもらえたわけですが、

何だかもうね、ルールないアフィリエイトってすごいなと感じながら、改めて考えさせてもらう

事が多々あり　良い機会だからブログに書いてみようかなあーっと今回書かせてもらいましたよ

。(‘A’)
そんなアフィリエイトについて、考えてみたことの詳細については下記からどーぞ。

【※　結構長文です】

アフィリエイトのルールって

pasiks000728

アフィリエイトってのはホームページに広告が表示させて、クリックしてもらったら収入が入る

方法（googleアドセンス）・広告先の商品をホームページ経由で買ってくれたら収入が入る方
法（amazon/楽天）・ホームページ上で広告を表示させるだけで収入が入る方法（pitta）などがあ
りまして、個別に企業広告枠を設けるのは別として大分類はこんな構成で管理者にお金が入って

くるシステムなわけです。

うちのサイトでも、アフィリエイトを導入しておりましてアクセス数に応じて収入の変動もある

感じです。('A')
結構な収入になっている記事としては発売日に購入してすぐにレビューを書いた lighttab関連の記
事はアクセス数も多く、そこからamazonで購入してくれるユーザー数が沢山いらっしゃいます。
この場を借りてお礼申し上げる感じです。

http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6244388160168894%3A3473936572&ie=UTF-8&q=light+tab&sa=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&siteurl=www.susi-paku.com%2F


pasiks000729

自分の記事を読んで、この人が書いた記事なら信用性があるという事で物を購入してくれたり、

サイドバーで関連する商品や気になる商品が陳列されクリックされるというのが、本来のアフィ

リエイトの形であり、双方（広告出す人と掲載する人）がＷＩＮＷＩＮな関係になれるシステム

なわけだと考えてます。(‘A’)
これをうまくサービスとして商売をはじめたのが先日紹介したbyflow なんだよね。
http://www.susi-paku.com/pakubyflow.html
pasiks000730

っとまぁ、個人的にはこれがアフィリエイトのルールというか　通常のアフィリエイト活用って

感じがするのだけれど、アフィリエイトのルールって実は存在していなくて（利用規約って意

味じゃないよ（アダルトやクリック誘導とかね）使い勝手はそのアフィリエイトを行う個人また

は法人に委ねられる部分が大きいんだよね。

先日、１億ＰＶで話題になった痛いニュースさんからツィートされたんで、フォローしたら　新

着のニュース以外にぽつぽつと広告をツィートしているんだよね。【ホビー欲しい物】という名

目でamazonへ誘導する形で、これもアフィリエイトの形なんだよねと思うわけです。(‘A’)
pasiks000731

色々な人がアフィリエイトを使って商売しようと考えているんだよね。('A')

アフィはアクセス命、不幸ネタや流行のネタだろうと利用する

pasiks000732

ちょっと自分の話を先にするけど。数年程前、小生が日本株式をデイトレ・スイングして毎日大

量の取引を行っていた頃、国内外で不幸な事故や災害などによって人の生死にかかわるニュース

が報道された際、明日の取引と影響する銘柄・乗じて跳ね上がるだろうと予想される銘柄をチェ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/41b03cce4487_828A/pasiks000729.jpg
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http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/41b03cce4487_828A/pasiks000732.jpg


ックし夜間取引を行うという作業に切磋琢磨し、お悔やみ申し上げる事よりもチャンスと感じて

いた自分に違和感を感じた事がありました。

実力社会と言いまして、いくら弱肉強食という世の中であってもお金という紙に人間という心ま

で失ってしまってはいけないのだと感じ、次第に自分が応援したくなるような企業へ頑張ってほ

しいと投資するスタイルに変わったわけだけども、（楽しければいいのですの根本はこんなとこ

ろからも来ているんですがね、）

んで、文頭で紹介したIT企業さんの話を聞いていると同じ違和感を感じたんですね。
pasiks000733

アクセスアップを目的とした震災ネタだけならまだしも、あたかも医療従事者や専門家をうたっ

た情報のページを大量に生成して「震災復興のためとか」言われてもおいおいっと感じるわけで

、

http://anond.hatelabo.jp/20101030222916
ここで書かれている悪いアフィリエイトを具体的にたくさん見せます。っと同様に本当に情報が

ほしい人にとってアフィリエイトサイト大量に作って儲けているサイトってどうなのよ・・・っ

と思うわけです。医師免許を持っていないので医療関係のアフィリエイトは表示されませんみた

いな規約があるわけでもないしね。(‘A’)
先日からホリエモンが多々表示されるレーシックの話題としても

http://d.hatena.ne.jp/fut573/20110501/1304251228
結局こんな感じで、アフィリエイトの報酬の高さでクリニックをおススメされてしまうというの

もまた怖いもんです。

結局クリックされることが全てであり、オリジナルの必要性なん

てない

pasiks000734

こういった流行ネタの波が終わったら終わり、あとは適当に人気のワードなどのフィードやツィ

ートを収集し組み合わせタイトルを自動生成後、数万ページｘ数百サイトを作成するそうで、Ｃ

ＴＲ（ページビューに対してクリック率）が0.01％でも十分な収穫だとかと自信満々に言ってた
わけです。(‘A’)
何だか詐欺だろこれ・・と

ちなみに、大量ページの作成をスパムにならないようにするのがノウハウらしいです。('A')！
他にはアダルトを回避するやり方とか、アドセンスアカウントの複数取得とか、

http://www.susi-paku.com/pakupost-54.html

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/41b03cce4487_828A/pasiks000733.jpg
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以前記事でも書かせてもらったこういう事も定期的に行っているとか、まともじゃないわなっと

聞いてたら

なんだか、毎日ブログでアフィやっているやつらアホ杉（効率悪すぎ）みたいな事言われたので

　お金って怖いと感じてしまうわけです。

んでね、個人的にはさっきの震災ネタもそう感じるんだけども、全然スキルを持っていない人が

、あたかも自分が書いたと言わんばかりのコピペアフィも似たように悪質だと感じるわけで、

pasiks000735

先日、結構な話題になった大手ブロガーの記事をマルパクリした事件とか

http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-838.html
話題になったのが大手さんの記事だったから発覚したのだけれども、弱小サイトでも良い事書い

てる人や小さい規模だけど独自にオリジナルのソースを提供したりしている人の記事が、サイト

で紹介されているように書かれているけれど、これってただのパクリサイトじゃん！（リンク集

含み）っと自分も何度かアクセス辿ってみたら感じることが多々あるわけです。(‘A’)
アフィリエイト＝やる気・モチベーションっていうのもあるから、ほんと排除してもらいたいわ

けです。

NAVERまとめのようなアフィリエイト型

pasiks000736

先日ＮＡＶＥＲまとめがアドセンス停止して復活という事が発生したお話

http://ukdata.blog38.fc2.com/blog-entry-1622.html
ブログ感覚でまとめを表示出来るのであれば、儲かってないアフィリエイターはNAVERまとめに
大移動すると予想。

自分もＳＥＯやサイト制作に囚われないフィールドとして理想の環境なんじゃないかなっと同調

はするけども、まとめる人によっては前述したような悪いアフィリエイトになる可能性も十分あ

るんじゃないかなっと思うわけです。

http://matome.naver.jp/odai/2129962539243050101
んま、ＮＡＶＥＲまとめの light tab では自分のサイトがまとめとして掲載されているけれど、広
告で儲かるのはまとめた人であり運営ですからうまくできているなぁっと感じますな、リンク貼

られているから嬉しいですよ。('A')　ならお前書けよっという突っ込みはなしね。
っというわけでアフィリエイトについて色々考えさせられまして、賛否あるとは思いますがただ

ただ述べてみました。グレーゾーンで活用しているサイトをどうにか規制してもらいたいですな

。(‘A’)おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/41b03cce4487_828A/pasiks000735.jpg
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どこまでやったけ&hellip;を解消！モニタ上に半透明な線を表示してくれる
MouseLine が便利

moulin

最近、Movable type でコードいじる事とかCS-CARTでデザインテンプレートをいじることが多々
ありまして、「どこまでやったけ？」っとソースを追いなおしたり確認したりする事が多々ある

んですね。

このMouseLineではマウスに追従してくれる半透明な線が表示されるので、目を凝らしながら行
う作業を軽減してくれるそんな素敵なソフトとなっております。

使ってみた感想とか詳細については下記からどーぞ。

縮小運営中？

インストール不要なので、まずは騙されたと思って使ってみて

こういった付箋みたいな線ってブラウザ上だったりアドオンだったりする機能で、使い分けが必

要だったりといまいち使いづらく思っていたので手を出さなかったんですね。

そんな自分があったら便利とおススメなソフトになってたりします (‘A’)
MouseLine のソフトは製作者様のサイトからダウンロード頂けます。
縮小運営中？ – MOUSE LINERソフトウェア
pasiks000718

Microsoft .Net Framework 2.0　がインストールされている環境であれば、実行ファイルのみで起
動してくれるので簡単に利用できますね。(‘A’)
さっそく、起動してみると

http://www.jaist.ac.jp/~t-koba/
http://www.jaist.ac.jp/~t-koba/softwares.php#mliner
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b8b6af5116db_83FE/pasiks000718.jpg


pasiks000714

こんな感じでマウスに追従してくれる線が表示されます。

グラフィカの和田さんのブログに似たような機能なわけですね。

pasiks000720

独立することは目的じゃないよ

こんな形でモニター上に線（ライン）を表示してくれるので作業を行う時なんかに重宝するわけ

です。ちょっとした定規（水平合わせ）なんかにも利用できます。

pasiks000716

操作も非常に簡単にできてまして、実行する　→　タスクバーに入っているので右クリックで設

定というスタンスです。

自分は特定のボタンを押したら自動的にMouseLinerを起動できるよう設定しているので　そうい
った使い方も便利ですかね。

色々な活用法とか

個人的にはこのソフトを多用するときは　ごちゃごちゃ書かれた文を閲覧したりするときですね

。
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pasiks000715

例えばDWとかでソース確認するときとか
pasiks000717

CS-CARTのデザインテンプレート（オンライン上）で作業する時とかこうなります。他の機能と
しては、

■高度な使い方

「Win+ScrLk」ショートカットキーを押すと、
（Windowsロゴのキーと、ScrollLockを同時に押す）
その場所で横線が動かなくなります。

複数のウィンドウ間で調べ物をするときに便利です。

この機能はエクセルの表で誤字脱字・計算式が間違ってないかなどのチェックを行う時なんか便

利な機能ですね。

■こんな機能があったらおもしろいかな

・Shift+Win+ScrLkで好きなだけ横線を残す
　・で、線をクリックすると消せるようにする

・使われていないリソースやクラスが埋め込まれているって？

　・次回作にご期待ください

なんだか製作者の妄想がステキでございます。作ってて楽しいんだろうなぁっと。

というわけで、ぜひ目を細めてモニターを凝視している人は使ってみてはいかがでしょうか。(‘A’

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b8b6af5116db_83FE/pasiks000715.jpg
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)おしまい



CS-CART 横の繋りが増える日本語フォーラム開設！各種カスタマイズから要望までま
とめ

cs-cartuseer

先週の5/9からスタートしましたCS-CART日本語フォーラム！ユーザーの要望を運営が答えるだ
けのナレッジベースと対して変わりがないんじゃないかと危惧していましたけれど 利用者の横の
繋がりが増えそうなフォーラムになってますよ。(‘A’)ノ
そんな日本語ユーザーフォーラムでは有用な情報がどんどんUPされていますので、簡単にまとめ
てみた詳細については下記からどーぞ。

CS-Cart.jp ユーザーズフォーラム

ユーザー登録して思っている事や要望を書き込みしてみよう！

今回開設されたユーザーフォーラムでは以前のナレッジベース方式（質問して運営が答えるだけ

）ではなく、ユーザー通しで対話ができる嬉しい仕様となってます。(‘A’)
CS-CARTのネタ帳っと称してひたすらブログに独りさびしく書き、たまに中の人と間違われ質問
を受けたりする自分としては「仲間が増えるよ！やったね。たえちゃん」みたいな気分でござい

ます。(‘A’)b
例えば、2ｃｈでも話題になった　メールフォームを使ったお問い合せ
CS-CART　フォームビルダーとメールテンプレートを利用して自動応答メールの内容を設定する
方法:susi-paku website
pasiks000709

以前から言われている仕様の　”お問い合せしたユーザーにも同様メールを送信する機能”　につ
いて要望してみたら

フォームからお問い合せした内容をユーザー宛てにも送信する機能 - CS-Cart.jp ユーザーズフォー
ラム

http://store.cs-cart.jp/knowledge-base.html
http://forum.cs-cart.jp/
http://www.susi-paku.com/pakucs-cart-2.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4723a08533a5_7718/pasiks000709.jpg
http://forum.cs-cart.jp/index.php?/topic/10-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%81%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%82%92%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%AE%9B%E3%81%A6%E3%81%AB%E3%82%82%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%99/


pasiks000710

こちらはニーズも高いですし、「当たり前」の機能だとも思いますので、無料アドオンとして配

布予定です。

アドオンのリリース時期は未定ですが、6〜7月には公開したいと考えています。
いましばらくお待ち下さい。

っとの回答をいただいたりすることができます。6-7月のアドオン公開が楽しみですね。(‘A’)b

色々なカスタマイズ方法などの情報がUP

タイトルに挿入されるセパレータなどの変更など、かゆい所を設定する方法とか

タイトルに表示されるセパレーター"：："の変更。 - CS-Cart.jp ユーザーズフォーラム
nodu000361

例えば上記の商品の場合、タイトル部分には　カテゴリ：：商品名　っという感じで間に：：が

挿入されます。

nodu000360
上記のような感じですね。これを変更する場合

nodu000362

skin/利用中のスキン/customer/index.tpl　
上記のtpl ファイルを開き変更する事で解決しますよ。(‘A’)
nodu000363
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nodu000364

こんな形にしてみると

nodu000365
こういう風に変更されるよね。naoler - さん有用な情報ありがとうございます。

左メニューを選んだカテゴリーで展開されて表示する方法

サブカテゴリに追従して左カラムのカテゴリを展開 - CS-Cart.jp ユーザーズフォーラム
この方法はサブカテゴリーの数が多くなったりした場合に有用な方法ですね。例えばデフォルト

の状態で、サブカテゴリーを選択した場合

pasiks000699

選択したサブカテゴリーは左メニューに表示されず、またゼロから探さないといけない状態です

。

pasiks000699

これをカテゴリーブロックから　ダイナミックに変更すると　左メニューに追従した形でカテゴ

リが展開されるようになります。

pasiks000701

ルートのカテゴリでは下記のように表示され

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4723a08533a5_7718/nodu000364.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4723a08533a5_7718/nodu000365.jpg
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http://forum.cs-cart.jp/index.php?/topic/9-%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%81%AB%E8%BF%BD%E5%BE%93%E3%81%97%E3%81%A6%E5%B7%A6%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%92%E5%B1%95%E9%96%8B/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4723a08533a5_7718/pasiks000699.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4723a08533a5_7718/pasiks000699_1.jpg
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pasiks000703

そうすると、サブカテゴリが展開されていくわけです。

pasiks000702

このサブカテゴリの中にさらにサブカテゴリを追加するとこんな感じです。

pasiks000705

あとは要望として、山田ぽん　さんも言っていたデザイン部分と、あと個人的にはサブカテゴリ

ーでの展開以外の箇所はロールオーバーしたら自動展開してくれると嬉しい感じですね。他のカ

テゴリは1つづつクリックしないと展開できないので開くのが若干面倒かなと。(‘A’)

フォーラムが完成して、CS-CARTのページが増えております。

現在確認できるだけで

公式サイト

http://www.cs-cart.jp/

オンラインマニュアル

http://manual.cs-cart.jp/

CS-CARTのマーケット
http://store.cs-cart.jp
ナレッジベース

http://store.cs-cart.jp/knowledge-base.htm

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4723a08533a5_7718/pasiks000703.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4723a08533a5_7718/pasiks000702.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4723a08533a5_7718/pasiks000705.jpg
http://twitter.com/#!/yamadapon
http://www.cs-cart.jp/
http://manual.cs-cart.jp/
http://store.cs-cart.jp
http://store.cs-cart.jp/knowledge-base.htm


CS-CART　Docs
http://docs.cs-cart.jp/
日本語ユーザーフォーラム

http://forum.cs-cart.jp/
cs-cart kouiuno

公式の上部メニューにこういうのあると便利よね。(‘A’)作ってみたけども
これ全部お気に入りにいれている人いるのだろうか。。そもそも全部、知っている人いるのかな

。(‘A’)
っというわけで、ユーザーフォーラムが開設されて、色々ページも増えてはいますが、有用な情

報がUPされてCS-CARTの活性化に繋がればいいですね！
pasiks000707

中の人のやりましょうが出ると何故かテンションあがってしまいます。(‘A’)今後もフォーラムで
あがった事例など紹介していければと思います！おしまい。

http://docs.cs-cart.jp/
http://forum.cs-cart.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4723a08533a5_7718/cs-cart kouiuno_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4723a08533a5_7718/pasiks000707.jpg


豊富なエフェクトのjQueryスライドショー skitter が設置しやすくてカッコイイ！導入
メモ

skittersan

jQueryを使ったスライドショーというと、多くの有志の方がリリースしているジャンルなわけ
でFLASHにとって代わるくらい利用され始めていますね。(‘A’)
といっても、設置が面倒だったり表示が単調だったり自作できない人にとっては導入を見送るの

事もあったと思います。今回紹介するSkitter は豊富なエフェクトを備えかつ、設置・設定が非常
に簡単だったので導入用のメモを含めて書いておきます。

Skitter の導入設定などの詳細については下記からどーぞ
Skitter - Slideshow for anytime!

Skitter の豊富なエフェクトとできること

とりあえず、公式サイトでデモが閲覧できるので見てみましょう。

pasiks000690

エフェクトの種類はこんだけ選ぶことができます。(‘A’) Cube タイプで画像が切り替わると非常
にかっこいいね。(‘A’)
また、ナンバリングとナビゲーションも付いているのでイメージギャラリーとしても利用できそ

うだね。

pasiks000691

Navigation の種類も３種類選ぶことができます。

http://thiagosf.net/projects/jquery/skitter/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/716e1a41ff0d_7C48/pasiks000690.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/716e1a41ff0d_7C48/pasiks000691.jpg


【Numvers】
pasiks000692

【Thumbs】
pasiks000693

【Dots】
pasiks000694

画像部分にナビゲーションを表示させたくない場合など　Thunmbs,Dotsは便利ですね。
pasiks000695

他には、表示方法の設定もすることができます。

Normal　が通常の表示の仕方
HideTools 　はマウスをロールオーバーするとナンバーとナビゲーションが表示される設定（通
常時は表示されない）

Fullscreen は全画面表示してくれる　そんな形です。
pasiks000696

あとはおまけで　mini-slides というのも付いているのでサイドバーあたりにちっちゃくイメー
ジギャラリーみたいのを追加するときとかいいね。(‘A’)

導入や設定方法について

公式からJSなどをダウンロードします。
thiagosf/SkitterSlideshow – GitHub
（落ちてた場合はこちらからどーぞ)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/716e1a41ff0d_7C48/pasiks000692.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/716e1a41ff0d_7C48/pasiks000693.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/716e1a41ff0d_7C48/pasiks000694.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/716e1a41ff0d_7C48/pasiks000695.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/716e1a41ff0d_7C48/pasiks000696.jpg
https://github.com/thiagosf/SkitterSlideshow
http://www.susi-paku.com/thiagosf-SkitterSlideshow-f88a083.zip


pasiks000688

解凍すると上記ファイルが展開されます。表示させるのに全部のファイルは必要ではないので

さくっと表示させてみます。

うちでデモサイトを作ってみたのでこちらから

skitter 導入デモサイト

<head>

<link href="css/skitter.styles.css" type="text/css" media="all" rel="stylesheet" />
<script src="js/jquery-1.5.2.min.js"></script>
<script src="js/jquery-ui.min.js"></script>
<script src="js/jquery.skitter.min.js"></script>

<script>
$(function(){
$('.box_skitter_large').skitter({interval: 4000});
});
</script>
</head>

まずは、JSファイルとCSSを<head>部分に挿入します。
次に、表示させたい部分を<div>で指定します。

<div id="skitter">

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/716e1a41ff0d_7C48/pasiks000688.jpg
http://www.susi-paku.com/skitter.html


<div class="box_skitter box_skitter_large">
    <ul>
        <li>
        <a href="images/001.jpg" rel="lightbox"　><img src="images/001.jpg"
class="cubeStopRandom" /></a>
        </li>
        <li>
        <a href="images/002.jpg" rel="lightbox"><img src="images/002.jpg" class="cubeStopRandom"
rel="lightbox"/></a>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>

これで終わり。<li>で囲った部分がスライドショーとして表示されるわけです。
ちなみにデモページでは、lightbox を入れて、rel="lightbox"を追記してます。これによって、画像
ごとにlightboxで拡大画像を表示させることができますね。便利ですね。(‘A’)

各種エフェクトの設定やオプションの設定など

あとはオプションで各項目を追加できます。

option description default example
velocity    Velocity of animation    1   
$('.box_skitter_large').skitter({velocity: 2});
interval    Interval between transitions    2500   
$('.box_skitter_large').skitter({interval: 3000});
animation    Default animation    null or defined in <a> class    
$('.box_skitter_large').skitter({animation: 'fade'});
numbers    Numbers display    true    
$('.box_skitter_large').skitter({numbers: false});
navigation    Navigation display    true   
$('.box_skitter_large').skitter({navigation: false});
label    Label display    true   
$('.box_skitter_large').skitter({label: false});
easing_default    Easing default    null    
$('.box_skitter_large').skitter({easing_default: 'easeOutBack'});



animateNumberOut    Animation/style number    {backgroundColor:'#333', color:'#fff'}   
$('.box_skitter_large').skitter({animateNumberOut: {backgroundColor:'#000', color:'#ccc'}});
animateNumberOver    Animation/style hover number    {backgroundColor:'#000', color:'#fff'}    
$('.box_skitter_large').skitter({animateNumberOver: {backgroundColor:'#000', color:'#ccc'}});
animateNumberActive    Animation/style active number    {backgroundColor:'#cc3333', color:'#fff'}    
$('.box_skitter_large').skitter({animateNumberActive: {backgroundColor:'#000',
color:'#ccc'}});
thumbs    Navigation with thumbs    false    
$('.box_skitter_large').skitter({thumbs: true});
hideTools    Hide numbers and navigation    false    
$('.box_skitter_large').skitter({hideTools: true});
fullscreen    Fullscreen mode    false    
$('.box_skitter_large').skitter({fullscreen: true});
xml    Loading data from XML file    false    
$('.box_skitter_large').skitter({xml: "xml/slides.xml"});
dots    Navigation with dots    false    
$('.box_skitter_large').skitter({dots: true});

これを実装したい場合は、先に書いたJS部分に
<script>
$(function(){
$('.box_skitter_large').skitter({interval: 4000});
});
</script>
ここに、追記していきます。上記の場合インターバル4000に設定しているので、ここ
へhideTools（マウスオーバーで表示させる）を追加する場合は
<script>
$(function(){
$('.box_skitter_large').skitter({interval: 4000,hideTools: true});
});
</script>
っとカンマ区切りで追記すれば設定することが可能となりますよ。

っと言う感じで簡単に設定導入できるskitterをぜひ導入してカッコイイスライドショーを表示させ
ていかがでしょうか。(‘A’)ノおしまい



SKYPEがMSに買収されたので、今までの歴史やサービス等を今後の期待としてまとめ
てみた。

skypekore

KaZaAからSKYPEがリリースされ、ベータ版から利用している実はコアユーザーのsusi-paku
です。(‘A’)
当時、FPSゲームでのボイスチャットの主流はTeamspeakやメッセンジャーだったのに、SKYPE
を利用してのボイスチャットを行い過度のCPU負荷によるフレームレートの低下（カクカク）で
何度PCが落ちたことかと当時を思い起こすわけですが、そんなSKYPEがMSに買収されたようで
すね。(‘A’)
というわけで、新しいSKYPEのスタートを期待し今までの歴史やサービスなどを自分なりにまと
めてみた詳細については下記からどーぞ

今回のMSによる買収について
マイクロソフトによるSKYPE買収報道がされ、「またか・・・」と慣れてしまった自分がいたわ
けですけども。

詳しい詳細については、動画を見ればわかるとおりにMSが巨額の買収額（８５億ドル）のマネー
で買収したようですね。（ちなみに2005年ebay が買収に使った金額は26億ドル）
Skype - Skype 日本語ブログ - マイクロソフトによるスカイプ買収について
SKYPEが買収されたことによって、今後の気になるサービスとしては、既存商品においてXBOX
やLIVEなどへの音声通話機能の付加や、AU　SKYPEのようにWINDOWS PHONEへの組み込み
により完全に負けているモバイル市場への原動力にするなどが考えられるわけだよね。(‘A’)

SKYPEの収益性と成長性・・・

結構前の記事ですがGIGAZINEさんでも取り上げられた
Skype、14億3000万ドルの損失発生でCEO退任へ – GIGAZINE
みたいな状態から、SKYPE　OUTが値上げされたんよね。このあたりの時期から　twitter
やFACEBOOKなどのソーシャルサービスの普及が加速していったわけだけども、SKYPEだけは
特にサービスへの連携はされなかったんよね。

今でも　skype と　twitter の連携とかしてくれるとクライアントソフトとして非常に使い勝手がよ

http://blogs.skype.com/ja/2011/05/12/skype_and_microsoft_press_conf.html
http://gigazine.net/news/20071002_skype_ebay/


いと願っているわけですけどね。

この辺りのサービスはもとよりとして、気になる記事としては　読みやすかったので紹介すると

Googleはなぜ『Skype』を買収しなかったのか | WIRED VISION
pasiks000683

っと気になる記事がまとめられてまして　「ピアツーピアはユーザーの帯域幅を消費するだけだ

。そう、古い技術のように」と革新的な技術向上やこれといったトレンドなサービスとの連携が

なされてこなかったことや、文末に書かれているように　FacebookやGoogle等もSkypeの買収に
関心を示していたなかで、Microsoft社の今回の買収は「攻撃的というよりは防衛的なもの」と表
記されている事から、SKYPEのサービスという部分よりもその利用するユーザー数と知名度の方
を評価した買収だったんじゃないかとうかがえる感じですね。今後の存続・運営も含めてただの

コンテンツにならない事を願いたいですね。

また、MSがすすめているクラウドサービス　Windows Intune　などにより新生SKYPEも期待し
たいところですね。

最近、上場するするとか言ってたけどもSKYPEの収益率ってど
うなの？

気になるSKYPE単体の上場を期待していたわけですが　そのあたり今後はどうなってしまうでし
ょうか。

Skype、いよいよ上場へ—登録届出書によれば有料ユーザーは6%
skypeついに上場申請＝明らかになったビジネスモデル【ループス斉藤徹】 : TechWave
Skypeの2010年上半期の売上は$406M（4億600万ドル）に対して　純益はわずか$13M（1300万
ドル）だった。しかも利子収入が大きな部分を占めているため、純利益率は3%にとどまる。
昨年でこんな状態だったのだから、上場して資金を集めるよりも身売りした方が都合がよかった

のかもしれないですね。

基本無料であり利用者が増えれば有料サービス使用者に繋がるわけですけども

【英国ブログ】中国でスカイプ禁止、「アイデア盗用し自国保護」 2011/01/05(水) 11:19:38 [サー
チナ]
中国ではSKYPEよりもQQの方が使用者が多いのは実はあまり知られていなく、先日のbaido IME
　交流会の技術者の方々もQQを利用したやり取りが多いと聞きます。このようにSKYPEと同様
、またはそれ以上のサービスが登場しているのもユーザー数の増加に陰りがあるような気もしま

すね。

http://wiredvision.jp/news/201105/2011051121.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bdee6f909ffb_71C2/pasiks000683.jpg
https://partner.microsoft.com/japan/40164448
http://jp.techcrunch.com/archives/20100809skype-ipo/
http://techwave.jp/archives/51488681.html
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?d=0105&f=national_0105_062.shtml&y=2011
http://www.susi-paku.com/pakubaidu-ime.html


あとは、クレジットカード決済での上限設定の問題や、サポート体制なども改善されるよう今後

の対応が気になります。(‘A’)
うちのサイトでもSKYPE活用法として紹介した記事がありましたけども
SKYPEで経費削減！会議やサポに使ったりと便利すぎるので色々な使い方を紹介してみるよ。複
アカ起動とか:susi-paku website
今じゃすっかり　SKYPE製品って販売やサービスがなくなりましたね。
pasiks000684

Skype™対応製品販売終了のお知らせ | BUFFALO バッファロー
ライブドア版Skypeの配布が終了、業務提携も1月で満了
ともに2007年あたりから、一気にSKYPE製品・サービスなどが激減していった気もします。

結局、そんな状態のSKYPEがMSに買収されたわけですね。

個人的には、G社やF社に買収されるよりも　低迷が続くけども突然kinectのような神ハードを作
り上げるMSあたりに吸収されるくらいがよかったんじゃないかと思うわけで、
pasiks000685

マイクロソフトがSkype買収を決定、XboxなどでSkypeが動作可能に – GIGAZINE
面倒なボタン操作をなくし直感的な操作のみが可能な　SKYPE　PHONE　なんかもリリースさ
れる可能性もあるかもしれないですね。(‘A’)
っというわけで、自分なりにSKYPEをまとめてみました。
そういや、KaZaA　SKYPE　と開発してきた創設者が作ったJOOSTって　いまいちパッとしな
いですけどもここら辺のウハウも提携されていくと面白くなるかもしれないですね。(‘A’)
Kazaa、Skypeの創業者の新プロジェクト - suadd blog

http://www.susi-paku.com/pakuskype.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bdee6f909ffb_71C2/pasiks000684_1.jpg
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http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/11/14/17525.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bdee6f909ffb_71C2/pasiks000685.jpg
http://gigazine.net/news/20110510_skype_ms/
http://suadd.com/blog/2006/10/kazaaskype.html


5万円以下で一眼レフ！Canon EOS kiss X50を買ってEOS7Dと比べてみました。

eos50d

先月発売したばっかりの EOS kiss シリーズX50を買って　EOS7Dと色々比べてみました susi-
paku です。(‘A’)
EOS7Dでも十分満足しているんですが、いかんせん重たいのとでかいので　手軽に持ち運びでき
る便利な一眼レフがほしいと思っていたら価格も5万以下（レンズキット）で販売されるもんだか
ら手を出してしまいましたよ。

EOS kiss X50　を購入してみて比較した詳細については下記からどーぞ

EOS kiss X50ってどんなスペックなの？

キャノンさんのホームページでは、製品同士をWEB上で比較することができる便利な機能があり
まして　早速利用してみます。

キヤノン：デジタル一眼レフカメラ｜製品比較表

nodu000335

左に行くほど　高性能で高価になりますね。(‘A’)
キヤノン：デジタル一眼レフカメラ｜EOS7D-X50 製品比較表
まず、EOS7Dとの重さですが　（左がEOS7Dで　右がX50ね）
nodu000336

重量が約倍違うみたいですね。

nodu000337

気になる画素数ですが、この価格帯で1200万画素あれば満足ってところですかね。あとは、
DIGIC4（高精細で自然な画像処理を、高速で行う映像エンジン）がデュアルに対してX50はシン
グルになってます。この性能により連射性や画像処理関連の能力が飛躍的にあがるとの事です。

http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/select.cgi
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/83df5ba34f49_F56/nodu000335.jpg
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=1&fs=0&p1=7d&p2=kissx50
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/83df5ba34f49_F56/nodu000336.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/83df5ba34f49_F56/nodu000337.jpg


nodu000338

EOS7DとX50では記録媒体がことなるので気を付けたいですね。ちなみに自分が購入したやつは
Transcend のCLASS10ですね。
 

Transcend SDHCカード Class10 32GB 永久保証 TS32GSDHC10
 
あとは、RAW+JPEG機能が付いているし、4272ｘ2848の解像度で保存できるしここまでは満足
な感じ。

nodu000339

動画機能については秀逸なEOS7DのようなFull HDは搭載されていませんでした。またフレー
ムレートも30/25Pと低いため動画保存に関してはあまりお勧めできなそうですね。（次回の記事
で動画を撮る予定）

nodu000340

次はAF機能だけども、EOS7DについているゾーンAF等の機能とかはなく、自動選択・任意選択
の2択となってます。撮影モードの切り替え時に都度ヘルプが表示されるくらいだから、あまりこ
だわる機能じゃないのかもしれないね。(‘A’) とりあえず機能面とかはこんな感じです。

5万円以下でレンズもついて一眼レフが手に入る！

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X50 ブラック EF-S18-55IS2レンズキット
KISSX50BK-1855IS2LK
18-55IS2のレンズが付属するレンズキットのkiss X50 がなんと、5万以下で買えます。2011年3
月25日に販売したばかりなので、半年くらいしたら4万割れもしちゃうかもしれないですね。
ちなみにあまり人気がなさそうな、赤色バージョンもあります。

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X50 レッド EF-S18-55IS2レンズキット KISSX50RE-
1855IS2LK

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/83df5ba34f49_F56/nodu000338.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003P3MCXW/susipaku-22/ref=nosim
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http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004MKNE2U/susipaku-22/ref=nosim


というわけで、開封して比較してみます。

R0017093

ちなみにレンズキットに付属されてくる　EF-S18-55IS2を個別で買うと

Canon EFレンズ EF-S18-55mm F3.5-.5.6 IS II デジタル専用 ズームレンズ 標準
2万円くらいするのね・・・ (‘A’)
R0017097

付属品セット！マニュアルが結構分厚いのね。

R0017100

カメラ等の中身はこちら、ストラップのダサさ変わらずって感じ。ｗ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/83df5ba34f49_F56/R0017093.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004MKNBSW/susipaku-22/ref=nosim
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R0017101

ちなみにバッテリーはEOS7Dと異なるので、併用する事はできません。
左がX50　右がEOS7D
R0017106

次はEOS7Dと比較して置いてみます。
R0017123

大きさと重量感がまったく違うね。X50がおもちゃみたい（軽いし）
R0017124

上部のモニター部分がX50には無いためこじんまりして見えますね（正面）

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/83df5ba34f49_F56/R0017101.jpg
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R0017125

X50のグリップはこんな感じ、ツルツルしてます。
R0017131

比べて、EOS7Dのグリップは滑り止めになってますね。
R0017133

ついでに一緒に買ったシグマ 18-200mm F3.5-6.3 DC　を取り付けてみます。（レンズの方がカメ
ラより重かった）

シグマ 18-200mm F3.5-6.3 DC OS キャノン用
R0017142

ボディだけだと　ちょっと頼りない感がいっぱいでしたけどレンズを取り付けると様になりま

すね。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/83df5ba34f49_F56/R0017125.jpg
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R0017141

というわけで、今回はX50を買ったという自慢記事になってしまいました。(‘A’)週末あたり、晴れ
ていたらEOS7Dと撮影比べでもしてみたいと思いますのでお楽しみ。おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/83df5ba34f49_F56/R0017141.jpg


調布駅から徒歩１分の和食処 &ldquo;芳恩(ほうおん)&rdquo;で和牛のミスジなどを食
べてきました

oniku

小生の幼馴染の友人（社長）が調布駅に和食料理屋をリニューアルオープンしまして、『味には

自信があるから食いに来いよ！（サービスするから）』っというわけで食べに行ってきました

susi-paku です。(‘A’)
ホームページは自分が作ったけども美味しくなかったら正直ブログに書くつもりなかったんで

すが、あまりにも美味しかったのでPRがてらレビューしてみます。
調布でお腹が空いたら行ってみたくなる芳恩の詳細は下記からどーぞ

調布駅から徒歩１分-和風食処/居酒屋-食道楽芳恩

調布駅から徒歩１分（北口）の駅ビルにあるよ。

調布駅は北口と南口に分かれてまして、南口はチェーン店の居酒屋が多くゲームセンターもあり

若者や大学生が流れていく感じ。対して北口はパルコなどがあり軽食を済ます店舗など多く立ち

並んでいる駅って感じです。

gacm000omap

ぐるなび - 食道楽 芳恩 地図・クーポン
んで、芳恩は北口を出て見上げたらすぐに看板が確認できる場所にあります。店構えはこんな

感じ。(‘A’)　和って感じだね。

http://syokudouraku.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a679c4f582d6_8A31/gacm000omap_2.jpg
http://r.gnavi.co.jp/gacm000/map/


tp_m

落ち着いて飲める雰囲気なので、ざわざわうるさい居酒屋が多い中個室もあり大人のデートチョ

イスにはいいんじゃないでしょうかね。(‘A’)

気になる料理を食べてみます。

一品料理からコース料理まで承ってます。手書きのメニューが素敵だね。(‘A’)
IMG_1614

今回は料理長の高橋さんから人気の料理と自信の料理をお任せで注文させてもらいました。

IMG_1603

ノンアルコールビールもあるので、車やバイクで来店してもOKだね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a679c4f582d6_8A31/tp_m_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a679c4f582d6_8A31/IMG_1614.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a679c4f582d6_8A31/IMG_1603.jpg


IMG_1617

自家製さつま揚げ　ししとうがちょこんと乗ってました。軽い食感でさっくさく、お酒のおつま

みにもちょうどいい量だね。女性にも人気がある商品だそうです。

お次は和牛メンチ

IMG_1621

からしと和風のおろしタレを付けて食べる感じ。普通の中濃ソースじゃないところがこだわりで

いいね。(‘A’)
IMG_1619

カラシも見た目ほど辛くないのが不思議で、和風のおろしタレと混ぜて食べても和牛の味（素材

の味）を殺す事なく逆に揚げ物だけどもサッパリとした食感に引き立ててくれる絶妙具合がおい

しかったです。(‘A’)もちろん中はジューシー。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a679c4f582d6_8A31/IMG_1617.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a679c4f582d6_8A31/IMG_1621.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a679c4f582d6_8A31/IMG_1619.jpg


IMG_1624

んで、お次は和牛の角煮　マッシュ芋と共に　です。(‘A’)
IMG_1639

結構なボリュームがありまして、一人じゃ食べきれない量の角煮とマッシュポテトが出てきます

。

IMG_1640

こういった料理って、肉に筋があったりするとゲンナリするんですが、しっかり煮込まれている

ので箸だけで肉が切れる状態、口の中に入れるととろける感じに出来上がっており、肉だけ食べ

ていると飽きがくるのをマッシュポテトがカバーしてくれる面白い料理でもあります。ガッツリ

お肉を食べたい時なんかむしゃぶりつきたい一品ですな。(‘A’)
お次は和牛刺身のみすじ！の登場

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a679c4f582d6_8A31/IMG_1624.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a679c4f582d6_8A31/IMG_1639.jpg
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IMG_1661

みすじ知らない人多いと思うので、牛肉の部位のお勉強　に書いてある通り

肩甲骨の下あたりの肉で、素晴らしい霜降りに肉の甘みが堪能できる。芸術的。1頭で2kgぐらい
しかない。

深みや味を噛み締めれる。お上品なセレブなお肉。

というセレブを満喫できる部位のお肉です。

IMG_1664

見事な霜降りですな。(‘A’)　まさかみすじの和牛刺身を食べられると思わなかったのでびっくり
でした。日によっては完売御礼の日もあるそうなんで、食べたいひとは事前に確認電話するとい

いかもね。

IMG_1648

レバ刺しも厚切りで出てきます。ちょっと厚いので女性は食べづらいかもしれないけれど焼肉屋

とかで出てくる薄っぺらいレバーに比べたらボリューム満載です。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a679c4f582d6_8A31/IMG_1661.jpg
http://park15.wakwak.com/~ikarin/bui.htm
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IMG_1652

んで、最後は野菜盛りとお茶漬けでごちそうさまでした。(‘A’)b
IMG_1670

周りをきにしなくてもいい個室や分煙もしっかりされているので、ちょっとした打ち合わせや人

の視線を気にしないで食べられる環境はなかなか良かったです。また、お客さん層も学生や低年

齢層が少ないのでガヤガヤせず落ち着いた点もいいですね座敷もあるし。

食道楽 芳恩
[【個室】産直和食処]

京王線調布駅 北口 徒歩1分
〒182-0024 東京都調布市布田1-41-1 菊屋ビル6F（地図）
ぐるなびで 食道楽 芳恩 の詳細情報を見る
※2011年5月11日現在の情報です

ぐるなび

っというわけで、調布へ寄ったら利用してみてくださいな。(‘A’)自分の名前を出したらサービス
してくれますよ。おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a679c4f582d6_8A31/IMG_1652.jpg
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ブラウザで複数窓を開かなくてもtwitterやfacebookなどを一元管理できるLive GO

livego

twitter や　facebook、Gmail、MSNMなどを閲覧・利用する場合、専用クライアントソフト以外で
はブラウザで複数タブ（ウィンドウ）を開き個々にログインIDとパスワードを入力しなくてはな
らないですよね。めんどくさいよね。

それを解消してくれるのがLive GOっていうサービスで、SNSすべてを一元管理してくれちゃい
ます。

便利でスマホとかだと重宝しそうなLive GOの詳細は下記からどーぞ
LiveGO - always connected

SNSごとにIDとパスワードを入力する手間が減るね。

専用クライアントで管理しているなら別だけども、自分のようにたまにしかFacebookを利用しな
い場合とか一元管理されると便利。

pasiks000669

まぁ、要するに Facebookを利用したい場合は、ブラウザでFacebookにログイン、Gmailな
らGoogleにログイン・・・　っと使用するサービスごとにブラウザの窓をたち上げる感じなんで
すが、LiveGOではそれを一元管理して一画面表示してくれるんですね。
pasiks000670

http://www.livego.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twitterfacebookGmail_81C4/pasiks000669_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twitterfacebookGmail_81C4/pasiks000670.jpg


簡単に説明すると　↑　こんな感じ。めんどくさがり屋にはもってこいのサービスはもちろん、

スマホやタブなどいちいちログインIDとか打つのが面倒な場合重宝しそうですね。（Light tabで
利用してみてます）

Live go でtwitter facebook等を登録してみる。

pasiks000659

トップページの右側から、使っているサービスのアカウントでログインできるようになってい

ます。新規登録とかを行わなくていいのがこれまた便利ですね。

pasiks000660

twitter のアプリ認証！これだけですぐに利用できちゃうわけです。
pasiks000662

うんうん、タイムラインもちゃんと表示されているし便利だね。

アカウントの追加もアイコンから選べるようになってます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twitterfacebookGmail_81C4/pasiks000659.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twitterfacebookGmail_81C4/pasiks000660.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twitterfacebookGmail_81C4/pasiks000662.jpg


pasiks000665

お次はほとんど使っていないfacebookのアカウントも追加。
pasiks000663

各種サービスの共有も行えるのね。利用頻度増えそうですね。

pasiks000666

左側に追加したサービスのアカウントが表示され右側にコンテンツが表示されます。なかなか、

使い勝手もよく見やすいですね。

GMAILのアカウントも追加できちゃう。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twitterfacebookGmail_81C4/pasiks000665.jpg
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pasiks000667

こんな感じで各種サービスのアカウントを追加できますよ。

Light tab でLibe GOを利用してみる。

R0016996

スマホ用にデザインされてはいないですが、PCと違っていちいち各SNSを閲覧するのが面倒なの
で便利かも

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twitterfacebookGmail_81C4/pasiks000667.jpg
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R0016997

海外サービスだからか、ちょっと重たいのがネックだなぁ。

R0016998

問題なく表示されているのでOKですね。(‘A’)あとは、evernote とか ブクマとかも使えたら便利
だなぁ。

それと最近こういったサービスが多いけれど　【速報】LastPassがハッキングをうけた模様 | ど
っと2ちゃんねる　もあってセキュリティ的な部分って大丈夫なのかちょっと気になるこのごろ
です。とにかく便利なサービスなのでLive Goで一元管理してみてはいかがでしょうか (‘A’)ノおし
まい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twitterfacebookGmail_81C4/R0016997_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/twitterfacebookGmail_81C4/R0016998.jpg
http://blog.livedoor.jp/dot2ch/archives/51939839.html


適当に撮影した画像から必要な部分を校正し保存してくれる CamScanner (無料ア
プリ)が便利

camsc

最近は仕事先でのプレゼンや移動中の暇つぶしなんかで絶賛活躍中のLight tab ですが、最近教え
てもらった CamScanner というアプリがめんどくさがり屋の自分にとって非常に便利だったので
紹介します。

概要としては、名刺でも地図でも保管したい物を斜めであろうが撮影する→アプリ上で必要な部

分を抽出→正しく校正してくれる　そんなツールです。無料なんで（制限あるけど）

CamScanner がどんなもんか使ってみた詳細は下記からどーぞ
CamScanner -Phone PDF Creator - Android Market

あって損はしないアプリだね。UPロードもできるし

スマホ・タブレット（iphone / android)　対応、今回は自分が所持していいるLighttabを利用して
説明します。

下記android アプリを紹介しているサイトで使い方などを説明されているのでここ見れば全部わか
りますけども

CamScanner -Phone to Scanner : カメラが簡易スキャナに変身！Androidアプリ1495

　

内臓カメラで対象を撮影して、校正したい部分を囲む（自動でも手動でも）だけ。(‘A’)あとは自
動的に修正してくれるので待ちます。

んで、修正したやつは画像形式・PDF形式に出力できます。

http://www.susi-paku.com/pakulight-tab-simskype2.html
https://market.android.com/details?id=com.intsig.camscanner
http://octoba.net/archives/20110318-android-1495.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbcb19e88f6a_9007/cam-scanner-2-247-7-200x300_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbcb19e88f6a_9007/cam-scanner-2-247-8-200x300_2.png


pasiks000656

出力したやつは、Dropbox や　Google　Docsにアップロードしてくれます。(‘A’)　
R0016982

アプリ上からアップロードが行えるので、修正したデータをメールで添付したり共有したりする

作業を省けるので重宝しますね。

Light tab 使って camscanner を使ってみた。

ウシジマ君の最新刊を撮影してみる。

IMG_20110508_205413

2011-05-08.20.57.00

校正されたのはこんな感じ。(‘A’)　あら便利。（ちょっと粗いけど）
四角い物なら何でもいけるかなっと思い、ハッピーセットで有名になったスポンジボブさん

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbcb19e88f6a_9007/pasiks000656.jpg
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IMG_20110508_204452

2011-05-08.20.48.16

おお、すごい。気持ち悪いですね。(‘A’)　こんな斜めに撮影しても自動的に処理してくれるのは
本当に便利。

こんな活用もできそうだね。

IMG_20110506_203416

某所ホテルの看板　

2011-05-08.20.23.38

おお！SUGOI！(‘A’)　ポッキリって感じだね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbcb19e88f6a_9007/IMG_20110508_204452_2.jpg
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http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbcb19e88f6a_9007/2011-05-08.20.23.38_2.jpg


IMG_20110506_203359

調子に乗って使ってみる。

2011-05-08.20.15.57

おお！メニュー表とかちょっとした地図とか　これ使うと便利だねー。(‘A’)
R0016984

WEBページを撮影して、その画像部分のみ抽出ってのもできそうね。(‘A’)
というわけで、絶賛活躍中のCamScanner をぜひ活用してみてはいかがでしょうか！(‘A’)　※ち
なみに通りかかったので撮影しただけだからね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbcb19e88f6a_9007/IMG_20110506_203359_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbcb19e88f6a_9007/2011-05-08.20.15.57_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbcb19e88f6a_9007/R0016984.jpg


印象的でカッコイイ！名前を覚えてもらえるオリジナル透明名刺を作ってみたよ

toumeimeisi

名刺って自分の紹介情報を記載した紙っぺら程度の物というイメージがありまして、どこの企業

さんもあまりお金をかけない部分なんですよね。

だけどもここで紹介されているように、当時ホリエモンは「せっかくアポイントが取れた客先に

対して、何とか印象付けたい」という理由で印象的なデザインの名刺を渡していたというエピソ

ードがあります。

確かに名刺効果によってその場の会話が増えたり名前を憶えてもらえたりするツールとして、他

とは違う名刺を用意することは考えている以上強力な営業ツールなんですよね。っというか、透

明名刺を渡すとほとんどの人が話題にしてくれます。(本人談） (‘A’)
っという、オリジナル透明名刺を作った詳細については下記からどーぞ

業者に頼まず自分で作るオリジナル名刺

とりあえず透明名刺の出来上がりはこんな感じ

pasiks000647

pasiks000648

http://blog.omeishi.com/?eid=819731
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/pasiks000647.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/pasiks000648.jpg


用意するのはプリンター（別に特殊のインクは必要ないです）１台と、

エーワン マルチカード インクジェット専用タイプ 透明ツヤ消しフィルムタイプ
R0016402

R0016404

名刺１枚あたり25円くらい　（ちょっと高いけどね）
R0016407

これを使って透明名刺を作ってみたいと思います。(‘A’)
一応デザインするのはイラストレータを使用して行いますけども、持ってない人はエーワンから

専用ソフト（ラベル屋さん）をダウンロードして利用することができます。

[ 51181：マルチカード インクジェットプリンタ専用紙 ] - 商品情報｜ラベル・シールのエーワン

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/51JDrG+kxEL._SL500_AA300__2.jpg
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0000ACBUV/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=susipaku-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B0000ACBUV
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/R0016402.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/R0016404.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/R0016407.jpg
http://www.a-one.co.jp/product/search/detail.php?id=51181


というわけで作ってみる。

イラストレータで作るので　まずはレイアウトを作るところからはじめます。

pasiks000649

用紙はこんな感じでつくられておりまして、これをレイヤーに入れ込んで調整する形ですね。

んで、ここまで作るのが面倒なんで

pasiks000651

イラストレータCS5にてレイアウトを作っておきました。(‘A’)利用される場合は自己責任でダウ
ンロードください。

http://www.susi-paku.com/51181toumei.zip
さて、ここまで出来上がったら次はデザインしてきまーす。

nodu000251

こんな形で配置してく感じですね。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/pasiks000649.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/pasiks000651.jpg
http://www.susi-paku.com/51181toumei.zip
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/nodu000251.jpg


nodu000253

どうせなんで、今回は縦名刺を作ることにしてみます。

んで、ある程度完成したら印刷となるわけですが、ここで注意！透明になるのでこのまま印刷

しちゃうとツルツルの面が逆さに表示されちゃうんで反転します。

nodu000254

うん、いい感じ (‘A’)　これであとは印刷すれば完成となります。

透明名刺印刷してみる。

印刷用紙はこんな感じ、ツルツルの面とザラザラの面があります。他の人はどう使っているか知

らないですが、自分はツルツルの面を名刺として渡すのでザラザラの面に印刷される際反転が必

要なんですね。

R0016408

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/nodu000253.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/nodu000254.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/R0016408.jpg


 
pasiks000652

印刷してみました。ザラザラの方に印刷されるので逆さに見えます。

R0016414

ツルツルの面から見ると　反転せず見えますね。(‘A’)b
R0016415

あとはこんな感じでミシン目を裂けば完成となります。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/pasiks000652.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/R0016414.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/R0016415.jpg


R0016416

名刺完成！(‘A’)ｂ　今回は３パターンの名刺を作ってみました。役職にphotographerと付いている
は内緒です。すみません。

ってな感じで、他とは違う自分だけのオリジナル名刺を透明にして『あらステキ』と言われてみ

てはいかがでしょうか(‘A’)おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e07216338aa1_86B8/R0016416.jpg


CS-CART 携帯アドオン(正式版)各キャリアの表示や管理画面の使い勝手など色々操作
してみました　その2

cscartmob2

先日も記事を書かせて頂きましたCS-CART携帯用アドオンですが、今回は”その2”として各キャ
リアごとの表示や管理画面の使い勝手なんかをレビューしたいと思います。(‘A’)
余談ですけど先日某ネットショップの構築を見せてもらったんですが、操作性に関してはCS-
CARTは秀逸だなぁ！っと実感。バックアップにデザインや操作、管理画面は使いづら杉て構築
してもサポートに時間がかかるなコレは・・自分で利用するならいいけども・・・みたいな感覚

でした。

っというわけで、選んでよかったCS-CART携帯アドオンの詳細は下記からどーぞ
CS-Cart日本語版 - 携帯電話対応アドオン

シュミレータを使って各キャリアの表示テストをしてみる。

Firefox の秀逸アドオンであるFireMobileSimulator.orgを利用して各キャリアの表示テストをして
みます。

keitai

sbkeitai

ソフトバンクでは　COLOR LIF2(002P)

http://www.susi-paku.com/pakucs-cart-ec1.html
http://www.cs-cart.jp/mobile.html
http://firemobilesimulator.org/?%A5%C0%A5%A6%A5%F3%A5%ED%A1%BC%A5%C9
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/keitai_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/sbkeitai_2.jpg


au sh010

auでは、AQUOS SHOT(SH010)
docomokeitai

docomo ではF-02　の機種を利用してレビューしてみます。
今回登録させて頂いた商品はこれ。非常にセンスのある商品達です。(‘A’)
tabemono

この商品達を携帯サイトで閲覧すると

yubunn

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/au sh010_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/docomokeitai_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/tabemono_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/yubunn_2.jpg


こんな感じですね。各商品のページでは、PCサイトの場合は
poteto

こんな形でオプションも表示されます。携帯の場合は

syouhin

こんな形で商品が表示されるわけですね。わかりやすいね。(‘A’)　shift-jis と UTF-8だったけどこ
れと言ってスタイルも崩れなく表示されました。

携帯モードで注文から購入まで操作してみます。

前回の記事でも書かせて頂いた統計では、「携帯電話では画面が見にくいので」が52.5%　の通
り利用するユーザーの離脱率を防止する目的としてスムーズに決済できることは最低条件だと思

われます。ここらへんもブロックの設定である程度改良はできますが、デフォルトの状態でも十

分利用できる仕様となってますよ。(‘A’)
では、さっそく商品の注文をやってみます。ご注文手続きの画面からスタート

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/poteto_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/syouhin_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakucs-cart-ec1.html


kaiiin

メールアドレスを入力しますね。

kaiinntouroku

今回は会員登録せずに購入を選択し、請求先住所に必要事項を記入します。

kounyuu

んで、今回の支払い金額と方法を選択し購入します。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/kaiiin_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/kaiinntouroku_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/kounyuu_2.jpg


kounyusuru

これでメールテンプレートで作成された確認メールが自動で折り返しされてきます。

kantan

流れはPC版とほとんど変わらないのと、個人的には１ページ決済ではなくステップごとに決済す
るので利用するユーザーからすれば入力項目を除けば使いやすい仕様じゃないでしょうかね。(‘A’
)

携帯アドオンを使って、モバイルサイトをカスタマイズしてみる。

見ながら色を選べるカラーピッカー機能

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/kounyusuru_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/kantan_2.jpg


color

フォントの色やヘッダーの色など、カラーピッカーを確認しながら設定できます。

例えば紫色に変更した場合、携帯では下記のように表示されるわけです。

haikei

2.トップページに文字を動かすマーキー機能を追加

日本語アドオンから　携帯電話対応アドオンを選択し

cs-cartre2

マーキーを入力する項目があるので、目立たせたい文字を入力します。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/color_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/haikei_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/cs-cartre2_2.png


ma-ki-

携帯で表示するとこのように表示されます。うんうん、よくあるよね。(‘A’)

3.携帯用のデザインブロックがあるので、PC版と分けて表示させられる。

トップページの見出しを作成しようと思います。このトップページの内容を携帯とPCで異なる表
示をさせることができます。

携帯ブロックにHTMLブロックを追加してみます。
mobileblock

PCのトップページにもPC用のHTMLブロックを追加
tuujyounoburokku

携帯でアクセスすると下記のように表示されます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/ma-ki-_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/mobileblock_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/tuujyounoburokku_2.jpg


PCでアクセスすると下記のように表示されます。
message wokaeru

これは便利ですね。分類できるのでモバイル版向けのみのキャンペーンを表示させたりすること

もできそうですね。(‘A’)b

4.各キャリアごとに絵文字対応

hare

コードを入力することで各社対応の絵文字を表示させることができます。(‘A’)マーキーとかにも
利用可能です。

携帯アドオンのロゴは自分でアップする必要があります。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/mobileaisatu_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/message wokaeru_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/hare_2.jpg


pasiks000644

携帯アドオンでアクセスした際に上部に表示されるロゴ部分ですね。PC版では下記のようにロゴ
からUPできましたが、
mobileseisaku

携帯アドオンでは管理画面からロゴを追加することができないので　FTPで直接アップロードす
る必要があります。

skins_jp_mobile/mobile_jp/customer/images/customer_area_logo.gif
customer

将来は管理画面上からUPできるようになったら楽ですね。(‘A’)
というわけで、かなり長々となってしまいましたCS-CART携帯アドオン（正式版）レビュー、使
い勝手などはかなりの改善がされていますので初心者の方でも簡単に利用できますね。あとはス

マホからのEC利用が右肩のぼりなので、
スマートフォンユーザーの EC サイト利用実態は？ - japan.internet.com
携帯電話販売に占めるスマートフォン比率、初めて5割超に - 調査・統計ニュース：ITpro
次回はスマホアドオンが出るのを楽しみにしましょう。(‘A’)ノ　まぁ、まずは携帯アドオンを使
いこなしてからだけどもね。おしまい

CS-Cart日本語版 - 携帯電話対応アドオン

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/pasiks000644.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/mobileseisaku_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/55b19e53382e_E55C/customer_2.jpg
http://japan.internet.com/wmnews/20110329/3.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Research/20110408/359254/
http://www.cs-cart.jp/mobile.html


専用ソフト不要で予定表から画像投稿までできる多機能チャット+掲示板Feeder

feeder

先日紹介させてもらいました Ajaxリアルタイムチャット cometeo も良いサービスだけれども、更
に多機能なサービスを展開しているFeederっていうのがあるよ！っとタレコミを頂きましてさっ
そく利用して感想を書いている susi-paku です。(‘A’)
専用ソフト不要・サーバーインストール不要・ユーザー登録不要・チャット機能に画像投稿・カ

レンダー・アンケート・ペイント・ゲームっと、何だか多機能過ぎてどこかのSNSみたいなサー
ビスです。

【5/6　複数人で共有できるホワイトボード機能を追記しました】
そんな、Feeder の使い勝手や利用方法の詳細は下記からどーぞ
Feeder 多機能 チャット×掲示板！

チャットはもちろん、画像UPから予定表までと様々な用途に
便利！

ただチャットをするだけなら、色々なサービスがあるのだけれど画像UPから予定表のシェアまで
できるのは多くないんじゃないんですかね。

nodu000328

他にもステータス状況+新規投稿を通知音で告知してくれる機能も付いているので、見逃してしま
ったり入れ違いだったりするのを解消してくれます。

また、アンケート機能などもあり　FPSゲームの作戦会議室的な使い方やMMO・ブラゲーなどの
コミュニティとして利用することもできそうですね。(‘A’)

さっそくFeeder でルームを作ってみる。

http://www.susi-paku.com/pakuurlajax-cometeo.html
http://www.x-feeder.info/index.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/03ea776ac2e3_13115/nodu000328.jpg


nodu000329

Feederのホームページから、新規作成で自分専用のルームを作成することができます。(‘A’)新規
で作る時もそのルームを利用する時も別途会員登録や専用ソフトを導入することなくブラウザ上

で完了してくれます。

パスワード制限もつけれるので、会員制ルームを作りたい人も重宝しますね。新規作成すると、

新しい自分専用のURLを発行してもらえます。
nodu000321

誰でもアクセス可能なページを作ってみました。これ↓

susipaku Feeder
nodu000330

パスワードでアクセス制限のページも作ってみました。これ↓

pakutaso Feeder ログイン　（パス：susipaku)

Feederの機能を使ってみる。

1.チャット機能
アバターも設定できたりと何かと高機能なチャットです。リアルタイムに更新され、誰かが新規

投稿すると音で知らせてくれる機能がついてます。

nodu000323

200KBでの画像も投稿できるので、ちょっとしたSSをUPすることも可能ですね。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/03ea776ac2e3_13115/nodu000329.jpg
http://www.x-feeder.info/index.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/03ea776ac2e3_13115/nodu000321.jpg
http://www.x-feeder.info/susipaku/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/03ea776ac2e3_13115/nodu000330.jpg
http://www.x-feeder.info/pakutaso/login.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/03ea776ac2e3_13115/nodu000323.jpg


nodu000325

2.アンケート機能
ルームに属する人達に向けてアンケートフォームを作成することができます。

nodu000332

こんな感じだね。ちょっとした集計やイベント・催しなどに使えそうだね。

nodu000333

3.共有カレンダー（予定表）
ルーム内で共有カレンダーを作成できるので、行事の書き込みやワークフローの進行などに使え

そうだね。(‘A’)
nodu000334

4.ホワイトボード機能
ペンツールで落書きができます。

んで、複数人で同時に描き込んで共有出来ちゃいます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/03ea776ac2e3_13115/nodu000325.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/03ea776ac2e3_13115/nodu000332.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/03ea776ac2e3_13115/nodu000333.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/03ea776ac2e3_13115/nodu000334.jpg


nodu000326

5.ミニゲーム機能
テトリスができます。最高点だと公式サイトのトップに掲載されてるｗ

nodu000331

というわけで、なかなか高機能で簡易に利用できるチャット+掲示板Feederさんを使ってちょっ
としたコミュニケーションに利用してみてはいかがでしょうか(‘A’)ノおしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/03ea776ac2e3_13115/nodu000326.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/03ea776ac2e3_13115/nodu000331.jpg


インストール不要で簡易にURLも変更可能なAjaxリアルタイムチャット cometeo が
便利！

cometeo

先日うちのサイトでも紹介した　AJAXリアルタイムチャット　では、サーバーに設置する作業が
必要な為に特定の管理者が必要となってました。

今回紹介するCometeoさんのサービスでは、レンタルチャットとしてインストール不要でサイト
開いて10秒もかからず利用可能となっております。
そんなAJAXチャットCometeoの活用方法などの詳細は下記からどーぞ
超高速無料レンタルチャットCometeo

AJAXリアルタイムチャットって？

nodu000320

twitter のようにツィートしたらリアルタイムに更新された発言を閲覧することができるチャット
です。

従来のチャットは更新ボタンを押すことによりリロードする場合が多かったので、チャット利用

者同士の発言が前後してしまったり更新ボタンを押さないと更新出来ないため違う作業を行いな

がら利用することが困難でした。(‘A’)　リアルタイムチャットというのはそういうのを解決した
システムなんだね。

チャットをしたい時どの点を気をつければいいのか

今まで色々なチャットサービスを利用してきて、弊害になる事柄と経験したことを書いてみま

すよ。(‘A’)
1.専用クライアントソフトを利用する
ICQやSKYPE、メッセンジャーとクライアントソフトが必要なチャットシステムを利用したチャ
ットの場合、専用ソフトを既に導入している人はいいけれど入れてないとチャットに参加ができ

ない。また設定が面倒で導入する人としない人の温度差が出てくる。ゲーム内で利用していた

がゲームを辞めた時にIDごと削除する必要があるね。

http://www.susi-paku.com/pakuicqwebajaxxhtml-live-chat.html
http://www.cometeo.com/


2.ログインパスワード制
他の第三者から閲覧できないようにするためログインIDとパスワードを発行する方法。（.htacces
でも可）これを行うといちいち入力するのが面倒で利用しなくなる人が多いんよね。またIDとパ
スワードを忘れてしまったと管理者に泣き付いてくる可能性が多発でそこまで管理できる人向け

です。主なサービスとしては、PHPBBとかOPENPNEとかXOOPSとかね。
3.サーバーインストール型
ブラウザ閲覧可能で専用ソフトもいらなくパスワード発行もなし。文頭で書いたAJAXリアルタイ
ムチャットだけども、サーバーにインストールしなくてはならないためにある程度ホームページ

制作スキルが必要・・・。また今までの経験上だけどもチャットメンバーが退会した時パスワー

ド等で管理していない為URLの変更が面倒という点ですね。
上記、３項目をクリアしたのが今回紹介するCometeoとなりますです。

さっそくCometeoを使ってみます。

nodu000308

まず、ホームページを開くと、ルーム名と説明文という窓が表示されます。

ここに自分が作りたいチャットルームの名称とそのチャットルームの説明文を記入します。

nodu000310

この説明文については、チャット利用するユーザーが理解できる説明になりますね。んで作成

nodu000311
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すると、あなたのチャットルームはこれ！っとURLが表示されます。
susi-paku chat – Cometeo
この表示されたURLが専用のチャットルームになるわけですね。簡単ですな。(‘A’)
例えばこんな利用なんて便利だと思うよ。（経験上ね）

ゲームで10人のチーム作ってプレイしてたけど、1人違うチームに移籍しちゃってチャットを覗か
れる危険がある場合とかまた作り直せばいいので楽ちんだよね。

nodu000312

というわけで、さっそく発言してみます。チャット下部にあるフォームにメッセージを入力し

てSay!
nodu000314

すると、発言した内容がリアルタイムに更新されてきます。非常にわかりやすいインターフェイ

スですね。

ちなみにブラウザ上で利用できるためチャット専用のソフトをインストールしたりする必要があ

りません。また、コアに利用した場合

nodu000309

Cometeo Radar ダウンロード
上記のようなRadarをインストールすることで、タスクバーにメッセージを表示させることができ

http://www.cometeo.com/room/XVRYkBbs/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8941c755f29a_7546/nodu000312.jpg
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ます。利用者が少ないチャットの場合、常にブラウザでチャット画面を開いているわけではない

のでこのようなソフトで監視することができるのは便利ですね。(‘A’)

他にも面白いサービスを展開してる

Cometeoだけのサービス以外にも面白いサービスを提供してました。
nodu000316

Cometeo Radar SL
セカンドライフとかｗ　ちょっと利用してみたいと感じてしまった。(‘A’) あとは
nodu000317

CometeoPad
知らない人とチャットを楽しめるサービスとか

nodu000318

スレッドフロート型チャット2ちゃっとる
2ちゃん風のスレッドを作るサービスとかも提供してました。
っと、仕事でも何かと便利なチャットを気軽に楽しめるサービスとして利用してみてはいかが

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8941c755f29a_7546/nodu000316.jpg
http://www.cometeo.com/radarsl.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8941c755f29a_7546/nodu000317.jpg
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でしょうか？('A')おしまい



ココイチ 横須賀限定販売の海軍カレーを食べて猿島に行ってきました

sarusima

せっかくのGWという連休なので、EOS7Dもって横須賀県へ行ってきました susi-paku です。(‘A’
)
ココイチの横須賀限定海軍カレーと猿島渡航の詳細は下記からどーぞ

っというわけで、横須賀県行ってきたよ。

先月の大震災により今年は自粛を考えていたんですけど、消費こそ社会復興だとか考えておりま

して「そうだ横須賀へ行こう」とバイクを走らせてきましたよ。(‘A’)
東京湾唯一の無人島である猿島　目的地はここと　横須賀中央のココイチね

ちなみに、今回の旅行決定は出発の5日前でして　宿取れないだろ・・・っと思っていたんですけ
ども、どこもガラガラ　安い宿はもちろんのことちょっとしたホテルも例年ならＧＷ相場のは

ずが、割高料金を支払うことなく泊まることができました。

神奈川県でこれだから、何だか、東北新幹線ガラガラ、例年の半分以下 - BIGLOBEニュース　
のニュースを見ると日本社会大丈夫かと心配になります。放射能の影響もあるだろうけれど夏季

までには少しでも利用者が増えることを願うわけです。(‘A’)

意外と観光する場所が多い横須賀

猿島観光の他に、観音岬にある建築物が非常に印象的な横須賀美術館と砲台跡

IMG_2188

http://www.susi-paku.com/pakucanon-eos7d.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8C%BF%E5%B3%B6
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IMG_2193

IMG_2183

横須賀美術館内にあるレストランは、東京広尾にあるイタリアンリストランテ AcquaPazzaプ
ロデュースのお店で味も★★★って感じです。(‘A’)
IMG_2270

他には2000本のバラと横須賀基地に駐屯している米国の軍艦が目の前に広がる　ヴェルニー公
園など

IMG_2082
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IMG_2090

なんとも魅力的なデートスポットが数多く存在します。横須賀いいとこ一度はおいでって感じ

だね。

横須賀＝海軍の街という事でカレー食べたよ。

今月の5/7.8とカレーフェスティバルが開催されるくらいカレーを押してます。（あとはネイビ
ーバーガーとか）

nodu000304

四季折々「カレーフェスティバル」（横須賀市観光情報「ここはヨコスカ」）

んで、出前でカレーきしめんを頼むくらい好きなココイチから、ここだけ限定でご当地カレーが

販売されてたりします。(‘A’)
これは食べなくちゃねっというわけで食べてみました。

IMG_2279

海軍カレーチキン・ビーフの２タイプだそうです。

IMG_2281

揚げタマネギが決めてみたいです。なんだか写真の見た目が肉じゃがカレーみたいな感じ。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/45014471533d_8E01/IMG_2090.jpg
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IMG_2282

オリジナルって書いているだけに、いつものカレーと違うのだろうと期待 (‘A’)
IMG_2283

どぶ板が近いからか、メニューは中国語・韓国語・ロシア語・英語・ヒンディー語・ポルトガル

語で書かれてました。(‘A’)
ちなみに、店内では　隣に米軍らしい２名、テーブルではアラブ系の家族５名と、見た目日本人

の韓国人もしくは中国人３名がカレー食べてました。何だかすごいよｗ

IMG_2284

メニューが各国ごと作成されてて、あまりにも丁寧なのでワラタ。

IMG_2285
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あと、店員さんがちょっとだけ暗かったけど英語が堪能だった。

IMG_2288

運ばれてきたチキンカレー（上）ビーフカレー（下）さん。

IMG_2289

いつものココイチカレーと思ったら全然違って驚いた。いつものカレーがサラサラカレーとした

ら海軍カレーはドロドロカレーって感じで家庭内や行事などで作られるカレーに近い食感です。

味の方は確かに揚げタマネギが香ばしく食欲を引き立ててくれます　カレーのお味は野菜が多く

てまろやかなカレーという感じ。

いつものココイチのカレーだと思って食べたら、まさかオリジナルで作っているとは思わなかっ

たので店員さんに聞いてみたらココイチのカレーをベースにして煮込んでますと言ってました。

横須賀行ったらぜひ記念に食べ比べしてみてください。

ちなみにマメ知識だけども、海上自衛隊は毎週金曜日の昼食はカレーなんだってね。知らなかっ

たです。(‘A’)
夜はどぶ板行ってきました。ＳＰが見回りしてたのが印象的でしたね。

IMG_2310

ってなわけ無人島猿島（さるしま）へ
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三笠公園から定期的に猿島への渡航便が運航されてます。

IMG_2314

バーベキューとか、釣りとか、観光とか　色んな人が乗車してました。

IMG_2330

猿島から見える横須賀の街並みは格別ですね。

IMG_2333

１時間もかからず島を一周できる広さです。
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IMG_2371

朝一番で渡航したら既に釣りしている人がいた。場所取り大事なのかもね。

IMG_2398

ここが戦時中重要な拠点だったのが伺える、武器庫や砲台跡は印象的でした。

R0016800

なんだかナウシカのような壁面の落書きの多さが残念

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/45014471533d_8E01/IMG_2371.jpg
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nodu000305

っというわけで、旅行はこんな感じです。残る休日もわずかですが日本復興かねて消費してみて

はいかがでしょうか？ちなみに今回撮影した写真については画像素材サイトにＵＰする予定です

。そのうち記事書くのでお楽しみに　(‘A’)ノおしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/45014471533d_8E01/nodu000305.jpg


2011.4月 アクセスが多かった記事とお気に入りサイトのまとめ-月イチ

20114

今月から、GIGAZINEさんのヘッドラインニュースと毎月恒例のアクセス解析結果を足して２で割
った企画をやってみようと考えているsusi-pakuです。(‘A’)まじめにブログ書いて４か月目だしね
。

アクセス数が多かった記事と言っても、月初に書いた記事の方がアクセス多いので何とも言えな

いけれど（ちなみにGIGAZINEさんは解析するのに１ヶ月猶予を明けてる）何となく人気ある記事
なんだなっとか察してあげてください。

また、それだけだとつまらないと思うので、その月で合ったことを思い出としてまとめる事と、

月に集めた自分のお気に入りサイト（面白いものからまじめなやつまで）も合わせて紹介しちゃ

おうという感じです。(‘A’)　んま、既出多いですが何かひとつでも自分にあったお気に入りを見
つけられたら幸いです。

2011.4月の人気記事とお気に入りサイトの詳細は下記からどーぞ

2011.4月今月は何があったのか？

まずは東北関東大震災から１ヶ月が経過しましたね。(‘A’)
nodu000302

未曾有の大災害で未だ行方不明者多数の現状で、放射能問題（原発）により社会への影響が甚大

でございます。この記事を数年後に見たとき、『あの時ああしておけば今はこんな日本じゃなか

った』とため息交じりに読み返している未来ではなく　乗り越える事により強く生まれ変わった

明るい未来であることを願います。

さて、ほかの事ではホリエモンが実刑判決受けましたね。

ホリエモン実刑に対する国民の反応「この国で真に成功したいなら絶対に有名になっては駄目っ

て事」 – ロケットニュース24（β）

http://gigazine.net/news/20110427_headline/
http://gigazine.net/news/20110330_access/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4ff9b5233d7a_13933/nodu000302.jpg
http://rocketnews24.com/?p=91306


nodu000303

法治国家として犯罪を犯せば当然に報いを受けるわけだけども、２年６か月の間刑務所で過ごす

とか日本の経済的損失は大きいはずなのよね。ホリエモンだけと言わず自分が知らないそういっ

た人間が刑務所へ入っているのだから何とも言えないけれど、、

2011.4月のアクセスが多かった記事　ベスト5

ベスト5：2011年、今年のエイプリルフール（4月馬鹿）ネタで個人的に好きだったサイト・企画
を紹介:susi-paku website
image

【やっぱり４月バカで調べる人が多かったですね。毎年恒例なので来年はすごいの作ろうと張

り切ってみる】

 
ベスト4：不正クリック代行やフォロワー数増加など、あゃしぃサービスを提供しているＩＴ会社
をまとめてみました。:susi-paku website
image

【不正クリック代行サービスとか、何だかスキマ的な会社を紹介した記事だね。意外と皆興味が

あるんだね。】

 
ベスト3：Baidu IME 主催のユーザー交流会にお呼ばれしたのでヒルズで意見を交わしてき
たよ:susi-paku website

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4ff9b5233d7a_13933/nodu000303.jpg
http://www.susi-paku.com/paku20114.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-54.html
http://www.susi-paku.com/pakubaidu-ime.html


image

【Baidu IMEにてまさかの交流会にお呼ばれして書いたレビュー記事、Baidu公式にツィートされ
たのでアクセスも多かったです。】

 
ベスト2：ADOBE CS5.5 アップグレードのご案内、これって買いなのか機能的な事を調べてみま
した。:susi-paku website
image

【更新間近と今回から、小幅なリリース間隔になったのもあり調べる人が多かったみたい。

DW5.5買わなくちゃね。】
 
ベスト1：痛いニュース(ﾉ∀`)が月間１億PV！どのくらいすごいのかGIGAZINEと比較してみま
した。:susi-paku website
image

【痛いニュースがなんと１億PVというモンスターサイトだったので、アクセス数からどの程度の
アフィもらっているかとか検証した記事だね。以外にも今月一番アクセスが多かった記事でござ

います。

 
というわけで、今月のベスト5の記事でしたツールやCS-CART関連ネタがランクインしなかった
のがちょっと残念でした。まぁそれほどオリジナル記事って強いんだなっと実感するわけですけ

どね。

今月のお気に入りサイトまとめ！暇つぶしにはもってこいです。

http://www.susi-paku.com/pakuadobe-cs55.html
http://www.susi-paku.com/pakupvgigazine.html


アメリカサイトが選んだ最も素晴らしいクリエイティブ広告映像ベスト１０:カラパイア
【ギネスのCMはかっこいいなぁ】
ビッグカツ「最近ブラックサンダーって奴が調子のってるらしいな」:ワロタニッキ
【つまようじで食べるグミみたいなやつ　ワラタ】

芸スポ・ニュー速　取りまとめ隊:【芸能】ダルビッシュ紗栄子（24）、井上康生＆東原亜希夫妻
との3ショット公開
【２大疫病神・・・】

【このFPSゲームはやってみたい】
Vimeo Best AfterEffects Work on Vimeo
【想像力というか影響受けまくれます。すごいのばっかり】

【閲覧注意】深海生物の画像が怖い:哲学ニュースnwk
【深海は相変わらず未知過ぎて怖いですね。(‘A’)】
ニコニコ動画で死ぬほど笑った動画 - (´A｀)＜咳をしてもゆとり
【バーレーン　これは笑った】

@nifty：デイリーポータルZ：漬け物が漬かるくらい乗り換えが遠い
【武蔵小杉のJR遠すぎる、ほんと・・・】
コブラが大量に飼育されているブースを淡々と清掃する作業員が凄い:カラパイア
【投げられたコブラ達が複数威嚇している姿が可愛すぎる！】

NEWSポストセブン｜日本ユニセフ　職員36人で粗利益は27億円、法人税はナシ
【何だか　とってもスキマ産業なんでしょうか・・・】

[Life]こだわりを捨てる7つの行動・思考パターン | 草はやす生活
【発言に間をおくのは大事だよね。】

中途半端な知り合いがきつい | ライフハックちゃんねる弐式
【なるほどねー色々な考え方の人がいるんね。】

Webサービスの名前をつける時のアイデアいろいろ | Webクリエイターボックス
【命名って大事だよね。セガって略名だったのね。】

『Dropbox』を入れておけば行方不明になったパソコンの場所を検索できる!? : ライフハッカー［
日本版］

【なるほど、こういった使い方できるわけだ。Live mesh もできるかね】
InstagramをPCからでも楽しめる Extragram « らくがきちょう
【スタイリッシュでかっこいいなぁ】

「なんか」を多用する人 　自分の強い意志を持っていない　人の意見に左右されやすい | ライ
フハックちゃんねる弐式

【うわぁ、なんかってブログで多用してるよ (‘A’)】
線で結ばれたテキストなどが連動して動く！ ワイヤリングされたノードを使った3Dアニメーショ
ンを実現 ：Nodes
【このプラグイン　WINDOWS版でないかなぁ・・・】

http://karapaia.livedoor.biz/archives/51989477.html
http://blog.livedoor.jp/hisabisaniwarota/archives/51963468.html
http://blog.livedoor.jp/iyokan18/archives/4395131.html
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http://www.lifehacker.jp/2011/04/110331dropboxtips.html
http://rakugakichou.com/2011/04/14/instagram-extragram/
http://lifehack2ch.livedoor.biz/archives/51232720.html
http://www.cvalley.co.jp/ae_plugin/yanobox/nodes/
http://digimaga.net/2011/04/human-being-a-boiled-egg


人間は体温が42度を超えると体がゆで卵のように固まって死ぬ | デジタルマガジン
【何だか嫌なマメ知識だなぁ】

The Moments Between: Tokyo Dream on Vimeo
【東京でスーパースローモーションにしただけの動画、かっこいい！】

何年経ってもデザインが変わらない製品、洗練された機能美の製品:ハムスター速報
【ちょっｗ　ケンちゃんラーメン】

カオスちゃんねる : 【閲覧注意】そろそろ最恐の怖い話を決定しようぜ
【まだ、肌寒い日が続きますが、、、、】

【解説付き】Twitterと併用すると役立つサービス・ツール100選まとめ | ラジック
【便利そうなのあったら使ってレビューしてみようかな】

フリー音源 64ジャンル 2万6千ファイル以上が公開「SampleRadar」　MusicRadar.com | DDN
JAPAN / (DIGITAL DJ Network)
【サンプリングCD終了のお知らせ・・・】
[CSS]box-shadowを使って洗練されたエフェクトを加える二つのテクニック | コリス
【ついついPSで透過PNGで加工しちゃうから、CSSで改めて構築しようとすると大変なのね】
売れないものは売れるようにしない小売店の心理 | 元もじぴったんプロデューサーの生の知恵ブロ
グ

【まぁ店舗の立地とか、雰囲気もあるとは思うけれどね】

in respect for Dr.Philip Kotler : 匿名による批判・誹謗中傷への対応方法
【メンタル面とか、雑草の心もひつようだね】

突然、僕は殺人犯にされた ☆☆☆☆☆ - 琥珀色の戯言
【この人は、本当に地獄の日々だったんだろうね】

津波で流された大量の金庫 / 日本人の「たんす預金」が海外で報道される – ロケットニュー
ス24（β）

【何が入っているのか気になるね。】

「日本は汚染された」--中国人が買い占めていた日本の土地を手放し始めている
【北海道で買われまくってる水資源も手放すのかね】

ASCII.jp：Dreamweaver CS5.5でスマホアプリ作ってみた
【これはほしいなぁ、WEBアプリもつくれそうだね。】
WALLPAPER COLLECTION for スマートフォン -スマートフォン用壁紙（待受）をダウンロード-
【ハイセンスだなぁ、壁紙にしたくなる写真ばかりだね】

[CSS]雑誌風のレイアウトがきた、どう実装する -解答編 | コリス
【こういったテスト形式の記事は面白いね。考える力がつく】

最近のすご過ぎるWebプロモーションまとめ - NAVER まとめ
【エガポンいいなぁ・・・】

CSS：初心者の頃にハマったスタイルシートのあれこれ … IE7多め
【ホームページ初心者の人や基礎を見直しするにはいいですね】

明日、会社がなくなっても、自分の名前で勝負できますか？

http://vimeo.com/17665139
http://hamusoku.com/archives/4518342.html
http://chaos2ch.com/archives/2575755.html
http://rajic.2chblog.jp/archives/51822107.html
http://japan.digitaldj-network.com/archives/51880337.html
http://coliss.com/articles/build-websites/operation/css/css3-slick-effect-used-box-shadow.html
http://pdblog.play-app-lab.com/?p=181
http://blog.livedoor.jp/juncool/archives/50339842.html
http://d.hatena.ne.jp/fujipon/20110413/p1
http://rocketnews24.com/?p=87456
http://alfalfalfa.com/archives/2989622.html
http://ascii.jp/elem/000/000/600/600424/index-3.html
http://machiuke.v-colors.com/
http://coliss.com/articles/build-websites/operation/css/css-answer-magazine-style-layout.html
http://matome.naver.jp/odai/2130318484584243101
http://webdesignrecipes.com/css-tips-for-beginner-ie7/
http://www.wakatta-blog.com/post_600.html


明日、会社がなくなっても、自分の名前で勝負できますか？

【いいねー、これは！自分は無理だけどね。】

未来を考えるために、これだけは押さえておきたい海外ソーシャル系サービス50個 |
little_shotaro's blog
【実は自分が知っていたソーシャルサービスはほんの一握りだったんね】

Twitterを始めてた「生協の白石さん」のつぶやきまとめ - NAVER まとめ
【このボキャブラリーがほしいですな (‘A’) 】
実際のところAdsense広告ってなんなのか、どれくらい儲かるか、ぶっちゃけて書いてみる |
URAMAYU
【意外とリマーケティングって知られてないよね】

＜チェック表＞WEBサービスを立ち上げるまでにやらなければならないこと - プログラマー幸福
論

【サービス名からサーバーの選択など、本当に基礎の事だけど大事な内容だね。】

上野に1人焼き肉専門店「ひとり」－1人用席で肉1枚からオーダー可能 - 上野経済新聞
【先日GIGAZINEさんに記事書かれちゃった・・・でも行きたいなー】
VIPPERな俺 : ｢バッテリーは空にしてから充電した方が長持ちする｣　これ嘘な
【電池半分くらいで充電するの？って言われることはなくなりそうです】

[ビデオ]1999年ごろのGoogleの全社会議–みんなが最高にハッピーだったあのころ
【楽しければいいのです (‘A’)】
モバゲーが退会しても個人情報を削除してくれない – LazyLoadLife
【どうなるか結果を期待ですね。】

キモくてムカつくTwitterユーザーの9の発言「むくり」など – ロケットニュース24（β）

【なんだか死語多めって感じがするね】

【緊急速報】ゴミおせちで有名バードカフェ、「OKANO HOUSE」として営業再開 : 無題のドキ
ュメント

【すげぇ追い込み・・・OKANO　HOUSEかぁ　行ってみるかなｗ】
これはスゴイ！マガジン交換が可能な連射式輪ゴム銃を作ってみた

【量産したら間違いなく売れる、そして買うね】

っという感じで、今月の４月まとめ記事でございました。どうぞ来月もよろしくお願いいたし

ます。(‘A’)おしまい

http://www.littleshotaro.com/archives/595
http://matome.naver.jp/odai/2130344900586817601
http://uramayu.typepad.jp/blog/2011/04/adsense.html
http://d.hatena.ne.jp/namba0219/20110422/1303439065
http://ueno.keizai.biz/headline/833/
http://blog.livedoor.jp/news23vip/archives/3714717.html
http://jp.techcrunch.com/archives/20110426amazing-video-of-google-all-hands-meeting-circa-1999-theres-silly-string-everywhere/
http://d.hatena.ne.jp/babie/20110421/1303366810
http://rocketnews24.com/?p=79625
http://mudainodqnment.ldblog.jp/archives/1574469.html
http://3q3q.blog89.fc2.com/blog-entry-7973.html


CS-CART 携帯ECサイトを簡単に構築できる携帯電話対応アドオン(正式版)を使ってみ
た　その1

cs-cartmobile

PCからのアクセスと携帯からのアクセスを区別し、簡単にモバイル対応のECサイトを構築する
ことができるCS-CARTのアドオンが登場ですよ。(‘A’)今回、正式版となりまして管理画面の一新
や追加された機能など　携帯向けのネットショップ立ち上げようと思っている人にとっては、か

なり使いやすい仕様となっております。

携帯向けECサイトの現状と、直観的に操作が可能になった携帯アドオンの詳細については下記か
らどーぞ

CS-Cart日本語版 - 携帯電話対応アドオン

携帯向けECサイト（ネットショップ）の現状とか

携帯の普及でモバイル端末を利用したユーザーは日に日に増えている現状、取り扱っている商材

によってはPCからのアクセスよりも携帯からのアクセスが多いっというサイトもあると思います
。

インターネットショッピングに関する調査｜ネットリサーチ（モバイルリサーチ）ならネットエ

イジア

ネットリサーチさんの情報では、パソコン、携帯電話の両方から行ったことがある」が43.7%　
と携帯を利用したユーザーの多さを取り上げています。また、興味深いリサーチでは「携帯電話

からのネットショッピングを利用しない理由としてあてはまるもの」を複数回答形式で聞いて

みた。最も多かったのは「携帯電話では画面が見にくいので」が52.5%　との調査結果をあげて
おり、携帯に対応しているサイトとしていないサイトで選別されていることが理解できます。(‘A’
)
nodu000297

個人的には、携帯電話の性能（処理速度や回線速度、操作性）が向上し　より身近なツールを活

用する時代の象徴としてパソコンからモバイルへと情報収集する場的な意味でも、携帯対応サイ

http://www.cs-cart.jp/mobile.html
http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_110221.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8746/nodu000297.jpg


トはスタンダードに変化していくんじゃなかなっと思ってたりしてます。

んま、何が言いたいかというとね。SEO的な意味でもあるのだけれど、以前は商品を探したり情
報収集するのにPCが利用されていたわけ、だけども近年はモバイル端末が情報収集の場として活
用されているため、携帯でただしく表示するかというのが重要な気がするという事です。(‘A’)

携帯サイトの構築において弊害となる事とか

うちのホームページも時間があればモバイル対応にしたいと考えているけどできない理由。

キャリアに対応した構築がまじでめんどくさい
っという感慨深い理由です。(‘A’)浅いけどね。
CS-CARTさんの携帯対応の注釈として書かれている一文に
本アドオンでは、特定の携帯電話端末に対する動作保証は行っておりません。各端末が搭載す

るWebブラウザの仕様はキャリア毎、世代毎、場合によっては機種毎に異なります。全機種で動
作を確認するのが理想ですが、数百万円単位のコストがかかり、現実的ではありません。（仮に

実現したとしても、現在の価格でアドオンを提供できなくなってしまいます。）「お求めやすい

価格で製品を提供すること」もcs-cart.jpの重要な役割であると考えています。本アドオンをご利
用の際には、以上をご了承くださいませ。

ほんとその通りで、仕事でユーザーさんから「携帯で改行ズレてるんだけど・・・」っとかいう

改善要望勘弁してほしいんですね。

nodu000296

んで、CS-CARTさんの今回の携帯対応アドオンでは、そんなめんどくさい構築を一発で解決して
くれます。もちろん専門知識を有さなくても（UTF-8だのshift-jisだの考える必要とか）OKなの
です。(‘A’)
携帯用のデザインについても、管理画面からD&Dだけで表示を変更することができるため　CS-
CARTを使っているユーザーはもちろんのこと携帯向けのECサイトを構築しようと考えている人
にとっても重宝する機能ではないかと思います。

何だか宣伝みたいになってますけど、3キャリア対応って結構しんどいので それをこの価格帯で
提供してくださったフロッグマンオフィスさんに感謝ですね。(‘A’)

携帯対応版アドオンの特徴とか

操作方法とか表示テストや使い方は　次回（その2）で書くとして、ざっとですがアドオンの特徴
を紹介します。

PC版と携帯版の表示

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8746/nodu000296.jpg
http://www.frogman.co.jp/


【PC版】
tabemono

【携帯版】

yubunn

PC版の画面が携帯に　ただ羅列されるのではなく、携帯版にカスタムされたデザインが表示され
ます。またこの携帯版の表示方法については

pasiks000642

携帯ブロック機能を利用して　D&D　を行い表示を変更することができます。簡単ですな (‘A’)

カラーピッカーの追加！

ベータ版をレビューした際に、カラーピッカーがあれば超便利だなぁーっと書いたら　まさかの

正式版実装だった機能です。(yukiさんありがとうございます(たぶん)
比較するとですね、前回は下記画像のように項目ごと文字を入力しなくちゃならなかったんで

すが、

pasiks000265

今回からカラーピッカーが追加され直観的に操作できるようになりました。ありがたいね(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8746/tabemono_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8746/yubunn_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8746/pasiks000642.jpg
http://www.susi-paku.com/pakucs-cart-6.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8746/pasiks000265_2.jpg


color

管理画面の動画はこれね。

CS-CART　カラーピッカー

他にもマーキーの設定や簡単ログイン、PC・携帯の表示などの機能が実装されております。
っというわけで、ざっとの説明はおしまい。

次回（その2）で詳しい使い方や　表示サンプルとかをレビューしたいと思います。(‘A’)n

追伸：携帯アドオンベータ版から　アンインストールしないで正式版いれるとバグが発生しま

す（自分の場合、カテゴリー変更とかできなくなったｗ　たぶん同時に日本語アップデートもし

たからかな）

nodu000298

ベータ版いれっぱの人は気を付けてくださいね。

CS-Cart携帯電話対応アドオンの正式版は、ベータ版と互換性がありません。 正式版をインスト
ールする際には必ずベータ版をアンインストールしてください。

それと、5/9から日本語公式フォーラムが開設されるそうです (‘A’)　楽しみですねー。わくわく

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8746/color_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=q3RGiVDpSRo
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8746/nodu000298.jpg


marimekko(マリメッコ) 60周年記念発売のムック本を買って歴史とかデザインをまと
めてみた

marimekko

フィンランドのアパレルメーカーであり、ファッションブランドのマリメッコが今年で設立60周
年を迎えまして、記念の公式ブランドムック『e-mook marimekko HAPPY 60th
ANNIVERSARY!』が4/23に発売になったので買ってきましたsusi-pakuです。(‘A’) 小生、実は隠
れマリメッコファンでして発売前から心待ちにしていたのは内緒です。

鮮やかな色で見ているだけで目の保養になるムック本と、期待のUNIKKO柄キャンバストートの
付録については下記からどーぞ。

marimekko　ってブランド知ってるよね？(‘A’)

簡単に解説させてもらいますとですね、マリメッコとは、フィンランドのアパレル企業で、鮮や

かな色使いと大胆なプリント柄をデザインした商品で人気のブランドです。

nodu000282

公式ロゴはこれ、一度は見たことあるよね。(‘A’)
ファブリックは勿論、アパレル・雑貨・鞄・インテリア・食器なども販売していたりします。

nodu000283

この柄は見かけたことがある！っていう人は多いんじゃないかね。(‘A’)
マリメッコといえばコレ！と代名詞にもなっているほど最も有名なテキスタイルデザイン

のUnikko(ウニッコ/ケシの花をモチーフにしたもの)は、マイヤ・イソラというデザイナーが1964
年に手がけたものなのです。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8e9a5eae2640_15/nodu000282_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8e9a5eae2640_15/nodu000283_1.jpg


こんな所にも採用されてるマリメッコのデザイン

近年では車の柄になったり、機能を無視した携帯電話のデザインにも採用されてたよね。

nodu000284

nodu000285

これほど、昔のデザインが今も古くならずに生き続けているということが凄いと感じます。

ちなみに最近ではPerfumeも衣装でマリメッコを着ていたりと羨ましい限りです。
nodu000286

あーカワイイ (‘A’*)
マリメッコには様々なデザイナーが在籍し、個性溢れるテキスタイルデザインを生み出してい

ます。デザイナーごとに世界観は違いますが、共通して言えるのは大胆にデフォルメされた形と

、はっとするような美しい配色や組み合わせ　そして、デザインのモチーフやインスピレーショ

ンは身のまわりの自然や動物が多いという印象があります。

同じデザインでも、配色のパターンを変えて複数のカラーで出していることが多いですね。 (‘A’)
個人的に好きなMAALAISRUUSU/マーライスルース/田舎の薔薇

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8e9a5eae2640_15/nodu000284.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8e9a5eae2640_15/nodu000285.jpg
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nodu000288

と、MELOONI/メローニ/メロン
nodu000290

 

nodu000291

そんなマリメッコさんは６０周年を迎えます。

っという訳で、今回のムック本＠６０周年記念

ここ数年、雑誌はもちろんのこと、付録付きのムック本が流行で有名ブランドがこぞって出版し

ていますが、マリメッコ初のムック（｢e-mook marimekko 1951-2010｣）はちょうど約1年前に出
版され、今回は2冊目となります。前回も勿論ゲットしましたよ。(σ’A’)σ　
ムックの表紙はやはりUnikkoです。前回もUnikkoでした。
R0016523

　

R0016524

【左が前回で右が今回のムック本表紙】

R0016525

裏表紙はこんな感じ、今回のムック本は明るい色彩になってます。

すべてUnikkoですが色が違うだけで全く印象が違いますね。(‘A’)
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さっそくムック本を開封してみます。

ページを開くとまずは60周年の乾杯！
R0016533

スタッフさん、デザイナーさん達の満面の笑顔が素敵ですな。(‘A’)
ちなみにマリメッコには『KIPPIS/乾杯』というタイトルのテキスタイルデザインもあります。
nodu000292

ページをめくると、前述したマリメッコブランドを開花させたUnikkoのデザイナー、マイヤ・イ
ソラの仕事についての記事が。

彼女は世界各国を旅しながら作品を生み出したそうです。放浪のデザイナーとか、カッコよすぎ

だね！(‘A’)
また、ブランドを代表するデザイナーたちを、そのテキスタイルと共に紹介しています。普段

、物（商品）としてのマリメッコしか知らない自分としては、デザイナーやプリンティング担当

、生地の検品担当、ショップの販売員などなど、様々なかたちでマリメッコに関わるスタッフの

インタビューは印象的でした。

nodu000293

マリメッコの生地はシルクスクリーンで刷られていて、一枚の生地をプリントするのに何枚もの

版を使用しています。どうしても手作業でしか出来ない部分や色の調合、プリントのチェック

は30年や40年働いている職人に支えられているそうです。だから良いものができ　それが伝承さ
れて今もなお良い品物として受け継がれているんでしょうね。(‘A’)
フィンランド・ヘルシンキでは、マリメッコは本当にポピュラーで、郵便局の郵送用ボックスや
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封筒などもマリメッコなのだそう。（羨ましい！）

生活の中に溶け込んでいるんだね。

R0016541

マリメッコの食器を使ったフィンランド風メニューの紹介もあったり。ちなみに我が家のおぼ

ん（トレー）はコレです。(‘A’)　かわいいでしょ。

ムック本のおまけ２つが素晴らしいよ。

『お気に入りの生地でワンピースを作ろう！』ということで、なんとワンピースの型紙が付いて

いましたよ！

ちゃんと作り方も載っています。これは不器用な人にとってはありがたいですね。

R0016538

んで、もういっこのおまけは表紙と同じUnikko柄のキャンバストート。
本の後ろに、箱に入った付録が付いています。

R0016526

ちゃんと乾燥剤も入っていました。
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R0016528

広げるとこんな感じ。

R0016529

marimekkoのタグもしっかり。
R0016530

最近、街で持っているOLさんや主婦の方をチラホラ見掛けます。サイズは約H28×W44×D16.5cm
となっておりA4サイズも入る大きさで、マチもあるので使いやすそう。
R0016545
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Alice's Adventures in Wonderland (New York Times Best Illustrated Books (Awards)) Lewis Carroll
Robert Sabuda
を入れてみました。(‘A’) 少年ジャンプなら楽々入る大きさとなってます。色合いも春〜夏にはち
ょうどいい爽やかな感じになってます。

そんな、素敵な付録が付いた今回のムック本は

marimekko HAPPY 60th ANNIVERSARY! (e-MOOK)
1575円で購入することができるのです。(‘A’) なんともお買得のボリュームとなっております。
そういえば、マリメッコのバックで思い出したんですが、昨年から毎月1日発売で数量限定の「マ
ンスリー エコバッグ」キャンペーンが始まりましたね。今年は60周年のアニバーサリーに相応し
いプリントが出るらしいですよ。

nodu000294

Topics | marimekko
WEBに掲載されている商品を見るだけでも鮮やかな色に刺激を受けますね、これが毎月リリース
されるとかずるい商売だと感じるのは自分だけではないはずですな。(‘A’)
余談だけども、マリメッコに在籍している日本人デザイナーの石本藤雄さん　は現在、陶芸家と

しても活躍中です。

nodu000295

昨年の展示にも伺いましたがため息が出る美しさでした。(‘A’) これは壁に飾りたいよね。１個ほ
しい　おしまい。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0689847432/susipaku-22/ref=nosim
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Baidu IME 主催のユーザー交流会にお呼ばれしたのでヒルズで意見を交わしてきたよ

baidu

うちのブログでも何度か紹介させてもらいました、Baidu　IMEさん主催のユーザー交流会（もっ
とBaiduIMEを良いソフトにしよう！みたいな集まり）にまさかのお呼ばれをされたのでアシスタ
ントを連れて行ってきました susi-pakuです。(‘A’)
Baidu IMEの中の人からも取材含めて写真撮影OK（未発表の案件以外）と快諾して頂けたので記
事の方書かせてもらいました。

そんな六本木ヒルズで開催された交流会の詳細については下記からどーぞ

Baidu IME - 日本語入力 -

Baidu IME を知らない人へおさらい

 BaiduライブラリでY!砲により一気に知名度があがり、名前を聞いたことはある人も多いだろう
百度（バイドゥ）さんの日本語入力システムです。

先日、何度かうちのサイトでも記事を書かせてもらいまして

漫画タダ読みとか何かと話題のBaiduから登場したIME”Baidu Typeでスクリーンショットなど設
定してみた:susi-paku website
Baidu IME 正式版リリース！WEB制作に使えるSS機能などレビューを含み使ってみました。【動
画あり】:susi-paku website
IMEなのに　こんな秀逸なスクリーンショット機能が付いている異端なIMEです。ほんとにホー
ムページ制作では重宝してます。(‘A’)
他にも女性に喜ばれる豊富なスキンとか、2ｃｈ辞書・顔文字・絵文字とビジネスライクまで使用
することができる日本語入力でございますよ。

Baido　IME　意見交流会で六本木ヒルズ行ってきましたよ。

昨年も５月頃に開催されたそうで今回で２回目の開催だそうです。

pasiks000636

んで、今回まさかのお呼ばれをされましたので、アシスタントを連れて行ってきました。(‘A’)

http://ime.baidu.jp/type/
http://lib.baidu.jp/
http://www.susi-paku.com/pakubaidoimebaido-type.html
http://www.susi-paku.com/pakubaido-ime-webss.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/78cba08d34fb_7A82/pasiks000636.jpg


IMG_1846

ヒルズの中に入るのは何年ぶりかでちょっと緊張気味でした。

IMG_1850

２０Fにバィドゥさんの会社が入ってます。
IMG_1857

向かう途中に行き交う人がホリエモン逮捕だってねーみたいな会話をしていたのがなんともタイ

ムリーでした。
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pasiks000638

時間を間違えて１時間早く到着してしまいました。すみません。(‘A’)
IMG_1862

ちょっとした休憩用のソファーも用意されてました。Baiduだけに赤と青のクッションが使われて
いるところが何ともいい感じですね。

IMG_1876

会場の壁には、Baidu さんの社訓のようなポスターが貼られていました。
ユーザーニーズ：すべての指針はユーザーニーズです。

知識共有：絶えず学び、共有します。

事実追求：事実に即して率直に議論し誠実に取り組みます。

他にも、効率追求・挑戦卓越・体系思考など

今回の交流会もこれに沿った形のような感じでしょうかね。(‘A’)
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pasiks000639

軽食も準備されてました！仕事終わってすぐに向かった（時間間違えてたけど）のでガツガツし

てしまいほんとすみません。

IMG_1864

ノート（DELL）が用意されておりまして、実際に操作しながら意見を交える感じでございました
。ちなみに自分が座ったノートのデフォルトがまさかのMS-IMEだったのは内緒です。(‘A’)

というわけで意見交流会スタート

参加した皆さんはBaiduIMEをヘビーに利用されている方が多く、自分のようなスクリーンショッ
ト機能ばかりを使用している人間としてはポカーンって感じでしたが、進行役の公式ツイッター

の中の人こと桜田さん がうまく司会をしてくださいました。(♥´∀｀)ｷｬ!!
IMG_1877

今回の交流会の為に中国のBaiduIME開発者さんも来日され一緒に意見を交わしましたよ。(‘A’)
ものづくりもそうだけど開発とか技術者レベルの人がエンドユーザーの意見を聞くことって大事

だよね、っと感じながら日本語ベラベラだったのに関心でした。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/78cba08d34fb_7A82/pasiks000639.jpg
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pasiks000640

今回の交流会では参加された皆さんが”もっと良いIMEソフトになってほしい”という熱い気持ちで
意見を交えていたのが印象的で、前向きでポジティブな話し合いになりました。「こんな面白い

機能が付与されればいいよねー」みたいな話題は非常に興味深く面白かったです。

ブログに書いたスクリーンショット機能の要望も開発の方へ聞いてもらえました。

【要望その1】 
スクリーンショット機能の削除ボタンをデフォルト画面に追加してほしい。

【要望その2】 
矢印を配置するツールに、双方向矢印も追加してほしい。 ⇔ こんなの。
【要望その3】 
塗りつぶしツールがほしい。四角やら丸を書いた時に背景色とかぶらないように塗りつぶしがで

きれば見やすくなりますよね。('A') 
【要望その4】 
直線や真円を書くときに イラストレータなどでも使う SHIFT 押しながらドラッグすると描けるよ
うなる機能。

ほんとにSS機能の事ばかりですみませんでした。(‘A’)
IMG_1884

※皆さんの意見をまとめてくださる桜田さん (‘A’)
他の意見としては改行できる辞書登録（これができればアスキーアート：AAの辞書登録ができる
）という機能、個人的に提案したのは簡単なHTMLタグ（divでもspan）の変換挿入機能【例
えば、span と打っただけで、<span id=”*”!> </div>まで挿入できたり】もっとできるのなら、Zen-
Codingの機能みたいに変換（挿入）できたら神ツールと化すのではと提案してみました。w
初音ミク色のスキンの要望とかもあるそうで今後のスキンの強化とかや、ソーシャルサービスの
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連携や顔文字の一覧表示なんかも話題にでましたね。

お土産にタンブラーと中国限定のBaiduマウスをもらっちゃいました。

IMG_1889

【Baidu Type】「おためし隊★大募集＆みんなで改善キャンペーンでもらえるタンブラーと、日
本では入手できない限定品マウスをもらっちゃいました。(‘A’)
IMG_1891

IMG_1892

説明書が中国語で書かれてました。（当然だよね）

交流会おつかれさまでした。

そんな感じで開始してからあっという間に２時間近くが経過しておりました。文字のみの情報で

は得られないオフラインでの意見交換って大事だよね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/78cba08d34fb_7A82/IMG_1889.jpg
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IMG_1894

※左から　開発の姜峰(jiangfeng)さん　桜田さん　李楊(liyang)さん
今回のようなユーザーとの意見交換会（交流会）は定期的に開催されるそうです。現在は招待制

ですが自らが申請する参加方式になったら是非自分が抱えている要望とかを聞いてもらえる良い

機会ではないでしょうかね。(‘A’)
なんだかGIGAZINEの取材記事みたいになってしまいましたが、これからもBaiduIMEの開発を楽
しみにしております。

結構堅苦しい交流会をイメージしておりましたが非常に有意義で楽しかったですありがとうござ

いました。

追伸、ずっとbaido と誤表記してたのすみませんでした。(‘A’) 
ちなみにアクセス解析したらbaidoでアクセスしている人って結構多いのね。おしまい。
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自分が持っている物を登録して趣味が合う人と繋がるサービスbyflow を使ってみた

byflow

元GOOGLE社員が集まって開発した　byflow という pixivのamazon版のような話題のサービス
を使ってみました susi-paku です。(‘A’)
自分が今まで購入した物や持っている物などを登録して、その商品についてのレビュー（好き、

嫌い）を批評できる機能がメインとなっております。某サイトのように匿名で書かれるレビュー

よりも、その人物が書いた商品という事で信頼度も増すような感じです。

個人的な主観で便利だなぁーっと思う点とかをまとめた詳細は下記からどーぞ

byflow home

byflow って何なんです？何がはじまるんです？

ユーザー登録を行うと、自分が持っている商品を登録することが出来きます。

pasiks000624

byflow 内で商品を探して登録することや過去５年間amazonで購入した商品を登録することもで
きるようです。

んで、その持っている商品に　好き・嫌い　の評価を付けることができます。

pasiks000625

実際に持っている商品に　好き・嫌い　と評価することが出来るので、生の声が伝わりますね。

http://www.byflow.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/fb9b9a36e6d8_7B1C/pasiks000624.jpg
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個別の商品にレビュー（コメント）を書くことができます。

pasiks000626

そのレビューや持っているリストは公開されているので、好きなユーザーさんのコレクションや

信頼できるユーザーのレビューを確認できたり、その商品の使い勝手を持っている人へ直に聞け

たりします。

pasiks000627

同じ商品を持っている人と繋がったり、関連する商品を覗いたりして　商品を通して人とのつな

がりが増える。まるでpixivのようです。
pasiks000628

んま、ざっとまとめてみましたがこんな感じのサービスです。

登録するのに時間もかからずスムーズ

こういったサービスだと登録に時間がかかる＝めんどう　になるのでその辺はスムーズに登録で

きた。

ようこそ byflow へ
FACEBOOK・GOOGLEアカウント・TWITTER・っと主要なサービスのアカウントカバーして
ます。そのアカウントを持っていればスムーズに登録ができるわけです。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/fb9b9a36e6d8_7B1C/pasiks000626.jpg
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nodu000269

twitter のアカウントで登録してみます。プロフィール画像も引っ張ってくれるんですね。
nodu000270

ステップを踏みながら機能の紹介がされます。ステップ1は商品の登録です　登録した商品は公開
される！っという点は重要ですね。過去に購入したあやしぃ物とかも間違えて登録したらあぼー

んするわけです。(‘A’)
nodu000271

実際に持っているCanonのデジタル一眼レフ EOS7Dを買って動画とか写真を撮影してみました　
を登録してみます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/fb9b9a36e6d8_7B1C/nodu000269.jpg
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nodu000272

ステップ2では、共通の友達や趣味が合いそうな人をどんどんフォローしてくださいと促されます
。

nodu000273

ステップ3では、byflow を使っているかもしれない人を探すこともできるよとの告知
nodu000274

っとまぁ、登録はこんな感じでしゅーりょう。(‘A’)
持っている商品のレビューや各種機能とか

先ほど持っているリストに登録したEOS7Dにレビューを書いてみます。
nodu000275

んま、こんな感じで書いてみます。byflow のEOS7Dの画面を表示させると
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nodu000276

こんな感じで、自分のレビューが表示されると同時に他のユーザーさんのコメントや持っている

人リストが表示されるわけですね。

他のユーザーさんも気になるのでクリックしたりして、人とのつながりが増えるのだろうと思わ

れます。

好きに１票いれてみました。

nodu000280

この商品ページにはamazonのリンクが貼られていて、直接購入ページへ案内されるわけです。
ちなみに susi-paku さんの byflow　ページはこれ
susipakuさんの「Canon デジタル一眼レフカメラ EOS 7D ボディ EOS7D」 -- byflow

byflow を利用した感想とかまとめ

メリットに感じた点

・ブログとかホームページを持っていない人が、自分のアイテムとして登録するのは便利かもし

れないですね。

・amazonの購入履歴がインポートできる点は、ちょっとした家計簿みたい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/fb9b9a36e6d8_7B1C/nodu000276.jpg
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・共通の商品を持っている人が、面白い物を持っているというのが閲覧できる点。フッターでよ

くある関連記事みたいな感じだね。

・コレクションや物自慢ができる。「すごいでしょ」的な自己満足に浸れる

改善すればもっとよくなると思った点

・商品登録しても登録者へ収入が入らないのでアフィやっている人は登録しないであろう点。（

運営上仕方ないだろうけど、まとめNAVERみたいなアフィ方式になったら登録者増えそう）
・レビューをアマゾンに反映されたら面白いであろう点。

・ブログに張り付けできるようなウィジェットがあったらいい点

んま、そんな所ですかね。まだ始まったばかりのサービスなので今後注目してみたいと思います

。(‘A’)b

http://naverland.naver.jp/?p=3033


CS-CART 日本語版v2.1.4-jp-2 のアップデート！在庫状況表示などの神対応

kamitaiou

震災による影響からか、リリースが遅れていた　CS-CART　日本語版v2.1.4-jp-2のアップデート
がありましたよ！

在庫状況表示の神対応から、懸念していた誰でもシステムのバージョンを閲覧できちゃう機能の

修正などが盛り込まれています。

日本語版v2.1.4-jpの在庫状況表示のやり方やその他詳細については下記からどーぞ

日本語版使っている人は必須なアップデートですよ。

今回のアップデートは修正項目が少ない割には重要な内容となっている気がします。

CS-Cart日本語版 v2.1.4-jp-2のアップデート内容 | CS-Cart.jp開発者ブログ
以下転載（重要そうなのだけ赤くしてみます。）

v2.1.4-jp-2
の主なアップデート内容は以下のとおりです。

今回は日本語版向けの機能追加と修正がメインです。

—————————————————————–
【凡例】

[+] – 追加
[*] – 改善
[!] – バグ修正
—————————————————————–
[+] 配送方法「ゆうパック」「チルドゆうパック」を追加
[*] バージョン情報を管理画面からのみ確認できるよう仕様を変更
[*] 商品検索において複数ワードの区切り文字に全角スペースを利用可能に
[*] 携帯電話対応アドオン向けに各種機能を拡張
[*] 在庫管理を行わない商品の在庫状況表記を言語変数「jp_product_no_track」を編集することに
より変更可能に

[!] 複数のサプライヤーを利用する際に配送方法が正しく表示されないバグを修正
[!] アフィリエイト会員一覧における会員氏名の表示順を修正
[!] カートの状況一覧におけるユーザー氏名の表示順を修正
[!] 定期支払い一覧におけるユーザー氏名の表示順を修正

http://blog.cs-cart.jp/?p=3019


[!] 定期支払い一覧におけるユーザー氏名の表示順を修正
[!] 注文手続き時に支払方法に不要なセミコロンが表示されるバグを修正
—————————————————————–
こんな感じになってます。

バージョン情報の確認方法が管理者のみになったよ。

はい、以前のバージョンUPの時にうちのブログでも書かせてもらいました日本語のバージョン確
認ですが、

CS-CART 日本語版v2.1.4-jp-1のアップデート！日本語バージョン確認機能追加など:susi-paku
website
だれでもCS-CARTのバージョンが確認できる仕様から　管理者のみが確認できるようになりま
した。これは大きい修正ですね。

pasiks000602

今回のバージョンから、上記のようにバージョンを入力すると

pasiks000601

Access not permitted と表示されます。
pasiks000603

管理者のログインURL以下(ここではadmin.php）に?version を入力することで
pasiks000604

上記のように、CS-CARTのバージョンを表示してくれるようになりました。

携帯アドオン正式版リリース　各種機能の拡張がすごいね！

pasiks000607

CS-CART　携帯アドオンが正式版となってリリース開始です！使い方や詳細については後日記事
として特集しようと思っているのでお楽しみにとして、前からあればいいなぁーっと思っていた

カラーピッカーとかが追加されてます。

http://www.susi-paku.com/pakucs-cart-v214-jp-1.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/603c1c6425c9_96A1/pasiks000602.jpg
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pasiks000608

うわぁ、これは携帯だけではなく通常版でも加えてもらいたい機能ですね。アドオンでも欲しい

です(‘A’)
なんだか直感的に操作できるようになってて益々使いやすくなっている感じです。

在庫状況の表示が変更可能にCS-CARTの神対応！

さて、自分も前々から思っていた在庫表示の改善がされましたよ。(‘A’)
どういう修正かというと　わかりやすく説明します。

普通のラーメンという商品は在庫管理しない商品

特注のラーメンという商品は在庫管理する商品だとします。

pasiks000614

▲これが普通のラーメンの設定ね。（在庫管理しないを選択）

デフォルトの状態の場合、この２商品を一覧、または商品ページで開いたら

pasiks000611

どちらも在庫ありという表記がされてしまうんですね。これじゃ、在庫管理しない商品も在庫管

理しているように思えてしまうので差別化できるのが今回のアップ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/603c1c6425c9_96A1/pasiks000608.jpg
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pasiks000609

言語設定を選択して、jp_product_no_track　を検索。
そうすると　値に　在庫あり　と表記されているのでこれを

pasiks000610

常時在庫ありとかにしてみます。

pasiks000612

すると上記のように　在庫管理した商品としない商品で異なる表記にすることが可能になります

。(‘A’)b
このアップデートが神対応というのは

pasiks000616

2ちゃんのCS-CARTスレで話題になってすぐに公式が

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/603c1c6425c9_96A1/pasiks000609.jpg
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pasiks000615

CS-CART　在庫状況の変更 を行なった点ですね。(‘A’) 何だかすごいね！是非ともお問い合せメ
ールも対応お願いしたいですな。

というわけで、今回のアップデートは重要なのでぜひ行ってくださいなぁー　おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/603c1c6425c9_96A1/pasiks000615.jpg
http://twitter.com/#!/cscartjp/status/57382845672460288


CS-CART 公式サイトがリニューアル！見やすいオンラインマニュアルや開発パートナ
ーの追加など

cs-cartre

先日、susi-paku お気に入りネットショップ構築ソフトであるCS-CARTさんの公式サイトが大幅
リニューアルされましたよ。今まではＱＡを調べたり、購入するまでにどこをクリックしていい

のかわからなかった点、調べずらかったマニュアルも一新してまして初心者でも簡単に利用でき

るようになってます。

いやはや、自分が使うのはもちろんの事、クライアントにＥＣショップを頼まれた場合一度購入

したらずっと使えるという点とサポート、そして使いやすさは群を抜いているので自分のよう

な面倒臭がり屋で怠慢房にはもってこいのＥＣソフトでございます。

というわけで、リニューアルで一新された詳細は下記からどーぞ

【CS-Cart】 ネットショップを始めるなら、このショッピングカート！

トップページの豚の貯金箱がなくなってた。

クライアントへCS-CARTを提案した時に『あーあの豚の貯金箱のネットショップのやつね』みた
いな事を言われたのを思い出しました。(‘A’)
キャラクターって大事なんだなと実感するわけですが、

nodu000234

今回のリニューアルでCS-CARTといったら青というイメージが印象的なデザインになりました。
twitter のタイムラインもトップページに表示となってます。
nodu000247

http://www.cs-cart.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/492e35540333_A701/nodu000234.jpg
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nodu000235

40種類以上のデザインテンプレート！いやはや、このデフォルトテンプレートだけでもECサイト
始められるから便利。カスタマイズも可能

CS-Cart日本語版 - デザインテンプレート
3/25にリリースされる正式版ケータイEC（携帯用）アドオン。国内３キャリア対応なので、モバ
イルでのアクセスが多い商材を取り扱っている人にとっては嬉しいアドオンですね！また、CS-
CARTではデータのダウンロード販売も可能なので、公式サイトでソフトや壁紙（モバイル用）
を紹介して→CS-CARTでデータを販売というのも可能ですね。
nodu000236

CS-Cart日本語版 - 携帯電話対応アドオン
各種SSL搭載で常に最新のCS-CARTとアドオンを利用できるサーバープランですね。
nodu000237

自分でサーバー構築や設定各種アドオンの導入ができる人でも、SSLやサーバー代、ソフト代、
アドオン代を考えると実は割安なくらいのプランとなってますな。(‘A’)
ECサイトではSSLが必須（クレジットカード決算は別としても）なので、サーバーにCSRや認証
鍵の設定ができない人なんかいいかもですね。SSLサーバ証明書ならグローバルサイン (旧日本ジ
オトラスト株式会社)　だと年額36,540円　の費用が発生しますからね。　ちなみに、サーバープ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/492e35540333_A701/nodu000235.jpg
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ランでのSSLはどのSSLのサービスを利用するか（独自SSLという表記のみ）しか書いていませ
んので詳しい事は直接聞いてみるといいかもですね。暗号化強度とかも気になりますしね。(‘A’)
【CS-Cart】 ネットショップを始めるなら、このショッピングカート！
nodu000242

オンラインマニュアルが一新して、使いやすく、調べやすく、活

用しやすくなってます。

クライアントに提案するときや、社内でECをはじめようとするときに　SEや技術者レベルでし
か運営できないようじゃネットショップと言えないと考えておりまして。(‘A’)　自分たちで運用
していく上で大事なのが　こうしたい　→　調べたら使えた　というのが最も大事なんじゃない

かな＠マニュアル　になってます。

nodu000246

CS-Cart日本語版 – オンラインマニュアル
このマニュアル以外での質問については下記を参照するといいですね。(‘A’)
Q＆A　CS-Cart日本語版 - よくある質問
CS-CARTのナレッジベースも利用するといいかもです。知りたい質問に中の人が答えてくれます
。

ナレッジベース - CS-Cartマーケット - CS-Cart本体、アドオン、デザインテンプレートなどの販
売

導入事例のサイトが掲載されました。

なんだか海外の事例がすごいことになっています。

http://www.cs-cart.jp/
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nodu000238

CS-Cart日本語版 - 国内導入事例
CS-Cart日本語版 - 海外導入事例
ちなみに (‘A’)←この人が作ったサイトは掲載されておりませんので期待しないでください。その
うち頑張って個人で作ろうかなっと検討中

開発パートナー制度というのがスタートしました。

以前からあったCS-Cart日本語版 - 販売パートナー　という代理店制度とは別に、アドオンの作成
やらECサイトの構築（デザインなど）にかかわる開発を行えるパートナー制度が追加されました
。

nodu000245

CS-Cart日本語版 - 開発パートナー
あら、どこかで見たデザインだ。キレイだなぁ　(‘A’)　開発パートナーになってアドオンを開発
すると、”パートナー様にはアドオン売り上げ金額の70%をお支払いします。（30%は販売手数料
として控除）”っという特典がつくそうです。あと、CS-CARTをカスタムして販売できるように
なるみたいです。WEB制作会社さんにとっては嬉しいパートナー制度ですな。
nodu000244

今の所、静岡ホームページ制作のオフィスあんどぷらす　さんが登録されてました。

その他備考ついでに

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/492e35540333_A701/nodu000238.jpg
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うちのサイトでは、たまーにお問い合わせから　CS-CARTの件で公式と間違えてかそれとも個人
的に教えてほしいのかお問い合わせが来るんですね。(‘A’)　使い方の指摘などもあり些細な事で
もご連絡いただくのは問題ないのですが、各種仕様についてはわからないので公式へお問い合わ

せくださいな。その他の事ならモチベーションにも関わりますから連絡してください。

それと言われた事はないですが、一応注釈として書いておきますね。自分はCS-CARTの中の人
でも、お金をもらってCS-CARTのレビューを書いてるわけじゃないです。フロッグマンオフィス
さんとは懇意しておりますが個人的に秀逸なソフトであり、自分の勉強のためとマニュアルに書

いていない操作方法や活用方法をメモとして残しながらネタとしてブログを書いている感じでご

ざいます。(‘A’)
そんなスタンスでやってますので、あたたかく見守ってあげてください。(‘A’)b
んで、CS-CARTの中の人であるpierrefrogmanさんから教えてもらった（ツィートしてた）んで
すが、CS-CARTの2ちゃんねるスレがあるのですよ。(‘A’) 何度かうちのサイトが掲載されてた
ので、一応知らない人の為にもリンクはっときまーす。

【ECサイト】CS-Cart Part1
というわけで4/25のアップデートを楽しみにしときましょう。(‘A’)　ケータイアドオン（正式版）
のレビューも書く予定です。

http://twitter.com/#!/pierrefrogman
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/php/1295585832/


そうめんマニア必食！揖保乃糸の最高級品『三神』を食べてみました。レビュー

soumen

当時、胃潰瘍で入院してから地獄の食事制限がはじまり　１食に対してこだわりを見せていた時

期がありまして、毎日そうめんばかり食べておりましたsusi-paku です。(‘A’)
その頃にスーパーとかでは絶対に売っていない揖保乃糸三神を食しまして、その美味しさに驚か

されてレビューを書かせてもらいました。というわけで今回の記事は２年前に書いた記事となっ

てます。（※指摘してくれた友人からのリクエスト）

揖保の糸最高級品である三神の食べてみた詳細については下記からどーぞ

揖保の糸　最高級品って・・どんな種類があるの？

そうめんと言ったら　揖保の糸　っというくらい有名なので、揖保の糸って何？という質問は割

愛させてもらいまして、その揖保の糸の種類とはどんな形状があるのか調べてみます。

スーパーなどでのそうめんコーナーで見かけるのが　上級（赤帯）と言われたそうめんですね。

pasiks000594

揖保乃糸上級品14把（そうめん）
揖保の糸公式サイトに、取り扱っている商品の一覧が記載されています。

【揖保乃糸ホームページ】おいしいそうめんの食べ方 レシピ詳細
赤帯の上級品は麺の太さが　19cm/0.70〜0.90mm　となっております。0.2寸法の公差内で製造さ
れているんですね。結構ラフな仕上がりですな。

んで、この上級品の一個上が　特級（黒帯）と呼ばれている品物です。

http://www.susi-paku.com/pakupost-27.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ee6ea2e66a_7A68/pasiks000594.jpg
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http://www.ibonoito.or.jp/recipe/obi_02.html


pasiks000595

播州手延素麺 揖保乃糸 特級品
夏ごろになると、上級のとなりに売っていたり　ドンキーとかでセールされてたりする　特級さ

んは麺の太さ　19cm/0.65〜0.70mm　の0.05公差となってます。何だか、特級の枠から外れた品
物が上級になっている仕様だと理解できますね。(‘A’) 　特級と上級の食感とのどごしが違うのは
この　0.2と0.05の公差からでしょうね。
んで、特級の更に上の　三神　と呼ばれる最高級そうめん

pasiks000596

時期によっては手に入らないそうめんで、温度管理も徹底しているらしく桐の箱に入っておりま

した。自分も購入するのに時期が悪かったせいか素麺専門の商社さんに予約して１ヶ月後に食べ

たそんな商品です。

麺の太さは19cm/0.55〜0.60mm　と特級の寸法よりも0.05マイナスで仕上がっているそうです。
この太さはHBのシャーペンの芯が0.5なので一回り大きいというイメージですね。説明文にも書
かれている通り　熟練した製造者にしかつくれない為　という職人レベルの一品みたいですね。

(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ee6ea2e66a_7A68/pasiks000595.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003JHBX9S/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ee6ea2e66a_7A68/pasiks000596.jpg


せっかくの最高級品なので、食べるのもこだわってみる

R0011160

こんな感じで桐の箱に入ってます。

最高級という表現ではなく、超特級品という表記でした。(‘A’)
R0011169

ラベルに三神と書かれてます。

R0011173

美味しい食べ方とかチラシが同封されてました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ee6ea2e66a_7A68/R0011160.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ee6ea2e66a_7A68/R0011169.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ee6ea2e66a_7A68/R0011173.jpg


R0011189

中身はこんな感じ (‘A’) 全部で15束で4000円くらいだった気がします。高いよね。
R0011190

三神の帯が神々しいですな。(‘A’)
R0011191 - コピー

３食を食べ比べした時の帯。上級だけ揖保の糸と書かれています（赤帯）

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ee6ea2e66a_7A68/R0011189.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ee6ea2e66a_7A68/R0011190.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ee6ea2e66a_7A68/R0011191 - %E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.jpg


R0011211

というわけで、トッピングに　のりとか、カイワレとかたまご（烏骨鶏）とか、食材もこだわっ

てみます。

R0011200

ゆでるお湯も水道水を使わず、全て市販のお水を使用しました、ゆで時間は約２分と表記されて

おり　あっという間に出来上がります。

食べた感想ですが、乾麺の状態で使われている塩も特別な塩のようで　そのまま食べてみても非

常に美味しかったです。茹でる際にその塩分ごとボイル湯に入れるので麺自体にわずかな味が

つき、めんつゆに入れなくても麺だけで楽しめるという感じでした。

pasiks000597

食感は特級と同じようなのどごしになっております。0.05の細さというのが実感できたかという
と個人的にはわかりませんでしたが、上級品と食べ比べたら全然違うものなので、逆に特級を食

べ続けていたら三神の美味さが格別に理解できたのではないかと思われました。

っというわけで、当時のレビューを思い出しながら書いているんですが　書きながら再度食べた

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ee6ea2e66a_7A68/R0011211.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ee6ea2e66a_7A68/R0011200.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ee6ea2e66a_7A68/pasiks000597.jpg


くなるのも魅力のひとつなんだなと　うまいことまとめてみます。ちなみにこの価格帯であれば

お歳暮とかお中元とかにはちょうどいいですし　喜ばれる一品ではないでしょうかね。(‘A’)　お
しまい。



無料のブログ投稿ツールWindows Live Writer 2011が秀逸なので改めて紹介してみた

blogtool

画像の透かし機能やURLのタイトル自動挿入など、ブログ投稿ツール（ブログエディタ）として
意外と知られていないというか、自分の周りではほとんど使われていないというWindows live
writerさんが高機能で実は秀逸ソフトだったのって知ってます？的な感じで記事を書いてみた
susi-paku です。(‘A’)
うちのブログは MT　で作られておりまして、このブログに限っては特に追加したカスタムフィー
ルドとかを挿入していないので　1.記事を書く　2.画像をドラッグ＆ドロップする　3.アマゾンの
自動挿入をしてくれる（プラグイン）　4.URLを挿入するだけでそのサイト名を自動挿入してく
れる（プラグイン）　という事を簡単に行ってくれる秀逸ソフトとなってます。

そんな、Live Writer の良い所を書いてみた詳細は下記からどーぞ

ブログ投稿ツールを使って面倒なブログ更新を楽にする

小生ですね非常に面倒臭がりでして、今まで（現在）色々とブログサービスを利用してきて感じ

たのが、面倒なログインとログインしてから窮屈な記事投稿画面（使いづらい）　と　大きな画

像は基本的にUP出来ないので画像加工とアップロード作業を行う事に嫌気がさしてたんですね。
pasiks000578

MTのログイン画面（基本的に構築以外はログインしないです）
５つのブログ地獄*ホームページを作る人のネタ帳
の記事がまさにその通りで、自分が思うにブログ続ける一番の元気って　そのブログを書こうと

いう気になるモチベーションなんだと思います。

『あーログインしなくちゃ　やれ。・・画像加工してUPしなくちゃ・・・』
この作業が繰り返され、ブログ書くのがおっくうになっていくわけですね。(‘A’)
そういうのを解消してくれるのが、ブログ投稿ツールという代物でして　いちいちログインする

必要もなく画像をD&Dすればリサイズしてくれたりしてくれちゃうソフトなわけです。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000578.jpg
http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-579.html


ブログ投稿ツール(ブログエディタ）ってどんなのがあるのか？

今まで使ってきた代表的なブログ投稿ツールを上げてみます。

pasiks000579

BlogWrite - Atom API, XML-RPC に対応した Blog(ブログ)投稿クライアント
・Windows Live writer を使用する前に利用してました。非常に高機能で各種タグ挿入など使いや
すかったです。

pasiks000580

ubicast Mail Bloggerサービス : ブログ投稿 : 製品・サービス : 株式会社ユビキャスト
当時はかなり頻繁なバグとかあったので使ってすぐに利用をやめちゃいましたね。今はどうなの

かは不明

pasiks000581

ScribeFire Blog Editor :: Add-ons for Firefox
Firefox のアドオンで導入できるブログ投稿ツール。頻繁にブログ更新する人とか便利なのかな？
書くだけならいいかも

pasiks000582

PC・携帯 ホームページ/ブログ作成ソフト ホームページ・ビルダー15
ブログ投稿専用ソフトが生産終了したジャストシステムから販売のブログ投稿機能がつい

たHPB15、うん有料のくせにブログ書く機能がまったく充実してません。ｗ
pasiks000583

Windows Live Writer 2011
現在メインで利用している　ブログ投稿ツール。画像のリサイズやUPなどかなり豊富にできます
。

って感じです。色々あるんね。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000579.jpg
http://www.witha.jp/BlogWrite/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000580.jpg
http://www.ubicast.com/products/mailblogger/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000581.jpg
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/scribefire-blog-editor/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000582.jpg
http://www.justsystems.com/jp/products/hpb/?w=olc_xbe
http://www.justsystems.com/jp/products/xfy_blog/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000583.jpg
http://explore.live.com/windows-live-writer?os=other


というわけで、Windows lve write の機能をみてみる。

ブログを書くのに便利なのはわかったから、対応するブログとかそのあたりの情報について

pasiks000585

基本的にはこんな感じ、アメブロとかも設定次第で投稿できるみたい。ブログエディタ

ー「Windwos Live Writer」をアメブロで使う方法に挑戦｜みゅうすけの隠れ家　Wordpressもし
っかり対応してます。

んで、ブログの設定とかアカウント登録とかは割愛させてもらい、機能面の部分を紹介します。

Windwos Live Writer　2011　になってからかなり改善された部分が大きく使いやすくなっており
ます。

1.画像の投稿
ブログに投稿する場合って画像サイズが大きいとどうしても投稿することができないので、リサ

イズが面倒になります。Live Writer　だとそのデジカメで撮った画像をD&Dするだけでリサイズ
　+　エフェクトを選んでUPしてくれます。
PP_nekobochi500

元画像は667ｘ500　の画像を例にすると、クリックするだけで拡大処理はもちろんの事。
PP_nekobochi500

このように立体用の影（シャドウ）をつけたり

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000585.jpg
http://ameblo.jp/myusuke-plus-freetime/entry-10806000143.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/PP_nekobochi500_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/PP_nekobochi500_4.jpg


PP_nekobochi500

ポラロイド風にしてくれたり

PP_nekobochi500

角を丸くしてくれたりと数種類のエフェクトが用意されてます。

pasiks000586

2.画像処理機能
また、画像自体に処理を行う事ができる（簡易的）ので、いちいち画像加工ソフトを起動するこ

ともないですね。

画像を明るくしてみます。

PP_nekobochi500

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/PP_nekobochi500_6.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/PP_nekobochi500_8.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000586.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/PP_nekobochi500_10.jpg


pasiks000587

他にもぼかし機能とかもついてたりと重宝します。

3.画像に透かしを付ける
そして、ギャラリーなどを運営している人には便利なのが画像に透かしを付けてくれる機能で

すね。

PP_nekobochi500

pasiks000589

これは便利だよね。

他にも基本的なインターフェイスはマイクロソフトだけにオフィスのようなメニューとなってい

るため　慣れている人は抵抗なく導入できると思われます。

pasiks000590

見出しタグとか、動画（YOUTUBE）も楽に編集できるので便利だね。
もちろんブログを書いたらPING配信できるようになってます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000587.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/PP_nekobochi500_12.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000589.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000590.jpg


pasiks000593

あらかじめ登録したPINGサーバーに投稿する際、通知を行ってくれます。(‘A’)

プラグイン機能も付いてます。

デフォルトの機能以外にも　プラグインを導入することによって機能を増やすこともできます。

pasiks000591

Windows Live Writer Plug-ins - Japanese (日本語)
amazon のアフィリエイトプラグインでは自分のIDを入れるだけで希望する商品を挿入してくれ
る機能

pasiks000592

日本通信 ZTE Light Tab V9+10日間無料SIM付き BM-LTBU300
これは便利だよね。(‘A’)
他にも掲載したいURLをコピーして貼り付けるだけで、サイト名を表示してくれるプラグインも
便利ですね。

Windows Live Writer Plug-ins - タイトル貼り付け
アンドロイドアプリのように盛んにプラグインが追加されているわけではないけれど、ブログ書

くストレスが軽減する機能が豊富ですね。

という感じ、セキュリティエッセンシャルといいLive Writer といい　マクロソフトもなかなか
頑張ってますね。(‘A’)おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000593.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000591.jpg
http://plugins.live.com/writer/language/japanese?orderby=featured&page=1
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64ffc9947874_71B5/pasiks000592.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004PC9O3S/susipaku-22/ref=nosim
http://plugins.live.com/writer/detail/paste-title-ja-jp


『体験した事の無い味』という大豆に炭酸を入れたSOYSHとビター炭酸tonikaを飲ん
でみました

soysh

大塚グループ（大塚製薬・大塚食品）から新発売の大豆炭酸飲料のSOYSHとビター炭酸飲料
のtonikaの商品が実にチャレンジ的なんで買ってレビューしてみました。(‘A’)
大豆だけに豆乳（調整豆乳）に炭酸を入れただけだと考えて飲んだら足元すくわれる商品の詳細

については下記からどーぞ

今回新発売された商品を調べてみた。

何だか、SOYSHのインパクトが強すぎて　tonika の話題があまり書けないんじゃないかと危惧し
ているんですが、大豆炭酸飲料ことSOYSHは大塚製薬から、ビター炭酸ことtonikaは大塚食品か
ら発売されてます。

nodu000214

大豆炭酸飲料 SOYSH(ソイッシュ)公式サイト｜大塚製薬
nodu000213

大塚食品 | ビター炭酸tonika(トニカ)
大豆炭酸飲料のSOYSHさんですが、豆乳という表現を使わずに大豆液という名の液体に炭酸を入
れた飲み物となってます。何だか製薬会社的な感じなんですが、大豆汁にならなかっただけまし

な気もしますけど、そんな大豆液に炭酸をいれると驚くほど飲みやすいと書いてます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/nodu000214.jpg
http://www.otsuka.co.jp/soysh/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/nodu000213.jpg
http://tonika.jp/pc/


nodu000216

ほほー、(‘A’)　ためしに調整豆乳に炭酸入れて実験してみたいとか思ったのは内緒です。
んで、ソイッシュ開発のヒミツコーナーでは、ソイッシュを一口飲んでみると・・・「ん！？」

　とか　ちょｗｗ (‘A’)！
nodu000215

というわけで、これまでに体験したことのない新しい味（次世代の味）という表現になっている

ので時代に乗り遅れないよう堪能してみます。

テレビＣＭもあったので紹介しときます。

もう一方のtonika（トニカ）さんですが、頭も気持ちもリフレッシュという文言でPRしており
ます。ボトルデザインについては、一昔前のWEB上で流行ったツタ系となってます。
何やらトニックの爽やかさと苦みがあるみたいで、大人の飲み物のような感じです。

nodu000217

上記で、飲み物の紹介ページはおしまいで、J-WAVEとコラボしてイメージソング募集したり、
壁紙ダウンローという何やら大丈夫か？と心配してしまうキャンペーンを絶賛開催してます。こ

こまで作り上げて公式twitter がないのが残念と感じてしまいます。
nodu000212

　

nodu000211

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/nodu000216.jpg
http://www.google.co.jp/search?q=%E8%AA%BF%E6%95%B4%E8%B1%86%E4%B9%B3&hl=ja&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=P7StTYnqI4S8vQPFnKTXCg&ved=0CEMQsAQ&biw=1625&bih=878
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/nodu000215.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/nodu000217.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/nodu000212.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/nodu000211.jpg


っというわけで、飲んでみます。

まずはtonikaさんから。
R0016360

100mlに対して19kcal　の割にはカロリーオフという表記になってます。
この際だから、カロリーオフとゼロの違いを勉強しといてください。(‘A’)
カロリーオフとゼロ、その違いと活用法 - [カロリーコントロールダイエット] All About
R0016361

キャンペーン中なので、trick art コレクションのダウンロードができるシールが貼られてます。
ダウンロードしようと思ったんですけどメールアドレスの入力が必須なので、やめときました。

(‘A’)
R0016364

しっかり砂糖は入ってます。

というわけでコップに出して飲んでみます。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/R0016360.jpg
http://allabout.co.jp/gm/gc/67895/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/R0016361.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/R0016364.jpg


R0016374

うん、間違いなくグレープフルーツサワーです。(‘A’)苦みという程、苦いわけでもない・・・と
いうかグレープフルーツです。ｗ

革新的な新しい味わいを想像して飲んだので残念だった部分が大きかったのですが、飲み物とし

ては普通に美味しいので　ちょっと柑橘系の飲み物飲みたいなーっとか脂っこい物を食べたあと

口の中スッキリさせたいなぁーって時に飲むといいかもしれませんね。

んでは、本日のメインであるＳＯＹＳＨさんを飲んでみます。

ボトルデザインは至ってシンプルかつ　ネーミングもわかり易いし呼びやすいですね。

R0016368

さすが、畑の肉と呼ばれるだけありますね。tonika よりはカロリー高めです。
ちなみに砂糖も入ってます。ポリデキストロース（人口食物繊維）が含まれてますね。

ポリデキストロースとは？ポリデキストロース（水溶性食物繊維）の効果・効能・効用・含まれ

る食品

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/R0016374.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/R0016368.jpg
http://www.drrk.net/fiber_03.html


R0016367

振らないでくださいとの注意書きが書いてます。

R0016369

というわけでコップに入れて飲んでみます。ドローッ

R0016371

すごくドローッとしてまして、このまま放置しておくとセメントのように固形する感じがします

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/R0016367.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/R0016369.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/R0016371.jpg


。ｗ

気になる味ですが、想像していた以上の味でございました。公式ホームページに記載されて

る『ん！？』　に　『・・・えっ！？』　を追記したらわかり易い　そんな右斜め上を行く味で

ございます。

個人的には豆乳に炭酸入れた方が美味しいんじゃないかと思うんですが、そこは製薬会社だけに

栄養素に重視した作りになっていたのではないかと解釈してみます。

nodu000209

nodu000208

というわけで、１本100円から購入できるので　毎日の健康づくりなんかに試に飲んでみてはいか
がでしょうか？(‘A’)おしまい。
 

SOYSH ソイッシュ 100ml×6本

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/nodu000209.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/bebdb9a11499_87F/nodu000208_1.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004REABKO/susipaku-22/ref=nosim


難しい設定は一切なくプロっぽいフィルタをWEB上で適用できる無料サイト写真
加工.comが便利

syashinkakou02

画像加工といえばフォトショップとかGIMPとか、使うだけでプロ気分になれるツールはいくつか
あるわけですけども　万人が使いこなせてしまうとなるとそれはそれで仕事がなくなる susi-paku
です。(‘A’)
先日紹介した、誰でも使える！インストール不要でブラウザ上からフォトショップ並みに画像加

工が行える無料サイト　のような無料のツールも便利ではあるけれど、ある程度の画像加工スキ

ルが必要になったりと若干敷居が高かったりします。写真加工.comさんでは、豊富なフィルタの
中から好きな効果を選択して適用することができる直観的な操作で加工ができるのでオススメで

すよ。

無料で写真を加工することができるWEBサービス の詳細は下記からどーぞ

画像を選択してフィルタを適用するだけ。

ソフトのインストールなどは不要で、写真加工.comさんのサイト上で加工が行えます。
写真加工.com ［画像変換フリーソフト］
nodu000201

適用できるフィルタの種類も豊富で、枠加工や写真技法など用途別に区分もされています。非常

に見やすいですね。

nodu000202

どのフィルタを適用させたいか悩んでも　マウスのカーソルを合わせるとサンプル画像が表示さ

れます。

早速、使ってみましょう。

http://www.susi-paku.com/pakupost-16.html
http://www.photo-kako.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c17fc90da830_145A3/nodu000201.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c17fc90da830_145A3/nodu000202.jpg


koukyomori500

というわけで、先日撮影してきた画像を加工してみます。

まずは、トイカメラのフィルターを使ってみます。

nodu000203

なかなか　味のある画像になりましたね。うんうん。(‘A’)
ただフィルタを適用させるだけでなく、各項目を調整できるつまみが実装されているので適用さ

れた画像を確認しながら作業できますね。

他には透明感イラストとかも使えそうでした。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c17fc90da830_145A3/koukyomori500_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c17fc90da830_145A3/nodu000203.jpg


nodu000204

トーンカーブつけて、輪郭抽出すれば漫画とかの背景にも使えそうですな。(‘A’)
HDR機能もツールなどで加工すると大変そうな加工も　お手軽一発変換です。
nodu000205

各フィルターのツール選択について

ツール選択 (説明あり) - 写真加工.com ［画像変換フリーソフト］
というわけで、ちょっとした画像加工するときなどに活用してみてくださいな。(‘A’)bおしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c17fc90da830_145A3/nodu000204.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c17fc90da830_145A3/nodu000205.jpg
http://www.photo-kako.com/select.cgi?use=file&file=d3fa5e69fe3aca042c6d86ddd5f35b24&base=jpg&previousfile=&config=2128,2,640,0,ffffff,90,1,0,0,808080,100,,a,100,40,2,a,0,0,0,0,1,1,100,100,0,1,0,0,0,0


『芸術は爆発だ』 東京国立近代美術館へ生誕100年 岡本太郎展を見てきました

tarou

2011年3.8〜5.8まで、東京国立近代美術館にて開催されている　生誕100年岡本太郎展を見に行っ
てきました susi-paku です。(‘A’)　自分の人生において影響を受けた人物の一人でもあるので、も
っと早い時期に足を運ぼうと思ってはいたんですけど、東北関東大震災の影響で桜散る季節にな

ってしまいました。

岡本太郎展に行ってきたレビューについては下記からどーぞ

岡本太郎生誕100年とはどんな展示なの？

数年前に明日の神話で、再度注目され 芸術とか興味が無い人でも名前くらいは聞いたことがある
岡本太郎さんが100歳を迎えた記念の展示でございます。
nodu000193

川崎にある岡本太郎美術館に展示されている作品と青山にある画廊（岡本太郎記念館）に展示さ

れている作品から有名な作品を時代・テーマごとにカテゴリ分けをしながら紹介されてました。

川崎市岡本太郎美術館

ようこそ岡本太郎記念館！

nodu000194

作品ごとに、時代背景や太郎さんが伝えたいメッセージの詳細が解説されてます。改めて考えさ

せられる名言など芸術という媒体を通じて伝え残した作品を堪能できる素晴らしい展示となって

ます。

これから展示へ行こうと考えている人や、もっと岡本太郎さんの事を知りたい人は下記動画を見

るといいかもですね。

1/2

http://www.1101.com/asunoshinwa/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/nodu000193.jpg
http://www.taromuseum.jp/useguide/ikutaryokuchi.html
http://www.taro-okamoto.or.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/nodu000194.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VfQ5adBhhUI
http://www.youtube.com/watch?v=G9I1hEzv6Hk


1/2

2/2

というわけで、竹橋まで行ってきましたよ。

IMG_1468

入口の展示案内には森の掟が描かれてました。展示案内にこの作品を選んだ広報センスあるなと

。

午後一番で美術館に着いたんですけど、チケット売り場では結構な行列でした。ちなみに自分の

は先行予約のペアチケット

R0016352

R0016302

結構な作品数が展示されていました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/IMG_1468.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/R0016352.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/R0016302.jpg


R0016354

いやはや、反世界の表現力はすさまじかった・・・これ見たら息できなくなるね。

nodu000195

それと、殺すな　はいつの時代でも注目される太郎さんらしいメッセージだよね。

nodu000196

展示会場では、タモリとの対談が流れてました。

美術館でも流れてた動画

っという感じでございます。出口付近に太郎さんの名言が壁一面に書かれていたブースがあった

んですが、あれがまとめられたポスターみたいのがあったらいいなーっと

R0016377

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/R0016354.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/nodu000195.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/nodu000196.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=_lX1QtO2v90
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/R0016377.jpg


何かくじ引きできる　ポケットがあって手を入れて引いたら名言が書かれてました。

「好かれるヤツほどダメになる」

「やろうとしないから、やれないんだ」

もうね、こんな生き方太郎さんしかできないけども、現代人にとっては大事なことなのかと考え

させられますわね。(‘A’)
R0016304

R0016306

お土産ブースでは、太陽の塔設計図メモ帳とかが絶賛販売されてまして、結構な人であふれかえ

ってました。(‘A’)
R0016349

次回はパルコにて5.20〜展示が催されるようです。
ぜひ、岡本太郎の世界観を堪能しに行ってはいかがでしょうかね。(‘A’)
ちなみに　生誕100年の特設サイトがたくさんありました。
生誕100年 岡本太郎展［2011年3月8日〜5月8日｜東京国立近代美術館］

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/R0016304.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/R0016306.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/R0016349.jpg
http://taroten100.com/index.html


岡本太郎生誕100年記念事業公式サイト
nodu000197

太郎に訊け！会話ジェネレーター

nodu000198

そういえば、GOOGLEの岡本太郎バージョンは秀逸だったなぁ。

http://taro100.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/nodu000197.jpg
http://www.j-wave.co.jp/special/100taro/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-100_13F1C/nodu000198.jpg


モンスターを配置して侵入してくる兵士から女王を守る防衛ゲーム monster castle を
攻略！【動画あり】

monstercastle

最近防衛ゲームの紹介が多いような気もしますが、新作のFLASHゲームだけに「クリアして
やる」っと意気込みながらプレイして＠数時間、見事に攻略とかしちゃった。susi-paku です。
(‘A’)
こちらのゲームは女王を討伐しにくる兵士から、モンスターを配置したり魔法を使ったりして守

り切るゲームとなっており、個人的に面白かったヒットなFLASHゲームでございますよ。ゲーム
の内容とドット絵で、勇者のくせにを思い出す仕様です。

ゲームの詳細と攻略（動画）については下記からどーぞ

monster castle のゲーム説明

nodu000187

地上４階建のお城の最上階に女王様がいまして、そこまで兵士（ゲージがついているやつ）が３

匹程度侵入されたら女王が死滅します。

っといってもよくわからないので、どんなゲームなのか動画を見てください。

MONSTER CASTLE

こんな感じで。次々と侵入してくる敵さんを倒していきます。

【ゲームはここ】

http://img.izismile.com/img/img4/20110413/jeux/monster_castle.swf

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-monster-castle_C8E1/nodu000187.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=hXt-NCDZDpk
http://img.izismile.com/img/img4/20110413/jeux/monster_castle.swf


操作説明について、

nodu000186

難易度はEASY/NORMAL/HARD/EXTREME　の４種類ｘ4MAPとなってまして、EXTREMEはあ
る程度コツと配置を調整しないとクリアは難しいと思われます。

最初にプレイした場合はEASYとNORMALのみしか表示されなく、クリアしていくごとにHARD
などの項目が開示されます。

nodu000160

配置する際のモンスターの種類ですね。使い勝手も参考に書いておきます。

SKELETON：近接攻撃（たぶん最強）
レベルアップすると、後方も攻撃できるようになる。

PLANT：横方向への遠距離攻撃（後方支援って感じ）
レベルアップすると、貫通する弾丸を発射できるが射程が狭くなる

SLIME：移動するのを遅くする
DEMON：前方マスの敵の動きを止める（スケルトンとセットがオススメ）

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-monster-castle_C8E1/nodu000186.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-monster-castle_C8E1/nodu000160.jpg


HIVE：縦方向に攻撃を行う（ほぼ使えない）
CORPE:これを配置すると、通常のお金が10だったのが13にUPする。複数設置するごとに獲得の
お金が増える。

MUDMAN：中距離攻撃、敵を押し出す効果
レベルアップすると攻撃が貫通する

DRAGON：EASYとかでは使えるのかな？
レベルアップすると敵を凍らす

配置と組み合わせは自分の好きなようにやってみてくださいね。(‘A’)
次は侵入してくる敵さん。

nodu000161

注意する危ない敵は、自分が死にそう・または殺されそうになったら城を登り始めるHIKER　モ
ンスターと共に自爆してくる KAMIKAZE　と　モンスターを殺してくる　WARRIORが邪魔くさ
いです。

HERMESは動く速度が速いので、いつの間にか女王のそばにいたりします。気を付けたい敵
です。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-monster-castle_C8E1/nodu000161.jpg


nodu000162

配置するモンスターだけでは、厳しい時は魔法を活用することができます。

多用する魔法は　敵を凍らせて動きを止めることができる　BLIZZARDですね。他はあってもな
くてもって感じの魔法です。

nodu000163

モンスター一体一体に経験値があります。星マークが表示されたらそのキャラクターのレベルを

上げることができます。レベルアップ以外では攻撃力UP（お金払って）を行うこともできます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-monster-castle_C8E1/nodu000162.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-monster-castle_C8E1/nodu000163.jpg


nodu000164

ショートカットキー一覧、EXTREMEモードやるなら、必須なので覚えましょうｗ。

というわけで、全ステージクリアしたので　攻略ポイント

・　KAMIKAZE対策
自爆してくるKAMIKAZEによって、せっかく育てたモンスターが瞬殺されます。対応としては魔
法を活用するのもいいんですが、後半戦になると連発しなくては倒せないためコスト面でパフォ

ーマンスが悪いため、下記画像のようにスケルトンにて壁を作り相殺させると便利です。

nodu000188

・　早い段階でCORPEを乱設しよう。
（資金が枯渇すると、魔法も使えなくなるので収入を増やそう）

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-monster-castle_C8E1/nodu000164.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-monster-castle_C8E1/nodu000188.jpg


nodu000180

敵が通らない道に設置するといいね。

・　HIKER対策
突然壁を登り始めるHIKERさん、固い守りを敷いてもスルスルっと女王のところまでかけあがっ
てしまいます。こいつの性能はHPが少なくなった瞬間に壁を登り始めるという特性があるので入
口付近にモンスターを配置しないようにするという点と、最上階で勝負するという方法が有効

です。最上階であれば登ることもできないわけで、HIKERはただの雑魚になります。
・　スケルトン最強

簡単に攻撃力UPが行えるスケルトンさんは最強です。結構地味だけど、後方攻撃を行えるよう
になったらDEMONやSLIMEで移動を止めるとバッサバッサ倒してくれます。
 
というわけで、EXTREMEの最終マップ攻略動画もUPしておきます。
いやはや楽しませていただきました。

油断してて、最後女王の所に行かせてしまってます。ｗ　ってか４５回とか長すぎ・・・(‘A’)お
しまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-monster-castle_C8E1/nodu000180.jpg


ADOBE CS5.5 アップグレードのご案内、これって買いなのか機能的な事を調べてみ
ました。

cs5.5

ブログを書くようになると、今までは左から右に流れてしまう情報も再認識され詳細を調べるよ

うになる点は便利なツールだと自己満足しているsusi-pakuです。(‘A’)　さて、先日ですね、
ADOBE社からCS5.5へのアップグレードの通知が届きました。そう、月額課金制になったとか話
題のあれです。

自分的にはCS5が十分すぎる満足度を得ておりまして、これ以上高機能になるのかよって思って
るくらいです。なので、どの程度機能が増えて業種的には必須なアップグレードになっているか

調べてみました。高い買い物だから無理してアップグレードするより次期バージョンまで待つの

も手だしね。

【CS5.5へのアップグレードの注意点を追記しました。】
というわけで、CS5.5の機能とか調べた詳細は下記からどーぞ

とりあえずADOBE製品の旧VER（5以前のバージョン）持っている人はCS5にし
とこう

CS5.5という話題の前に、CS5持ってない人へ持っている自分から言わせてもらうと　ほんと世
界観変わります。業種によっては「昔のバージョンでも使いこなせてるから問題ねーよ、( ｀
д´)、ッペ！」っと言われる事が実は結構多いんですけど、WEB制作とDTPやってる自分として、
CS3・4ではあまり違いを認識できなかったんですが、CS5になってから充実した機能と処理速度
により制作意欲が向上した点は大きいです。

bossan

PHOTOSHOP　CS5　からの新機能　コンテンツに応じる　Photoshop CS5の驚異の凄さ！　ぼ
っさんやガンダムが一瞬で消えた？ - ガジェット通信　この機能だけでもわくわくするわけです
。ほんと便利だよこれ (‘A’)

Adobe Photoshop CS5 Windows版 (32/64bit)
また、CS5からは64BIT対応になって処理速度も大幅に改善されています。（XP　32BITメモ
リ4GBの環境でも処理速度は早かったです）MACユーザーだとそんなに感じない部分かもしれな
いですが、自分のような根っからのWINユーザーの場合　どうしても処理落ちや起動の長さが制
作意欲減退の要因になるわけですが、CS5ではAI・DW・PS常時起動してもさほど重さを感じず
に作業ができる点は本当に優秀だと感じてます。

全ての製品がCS5.5になるのか？

さて、ここからは転載文章が多いですｗ　参考になったサイトを含んで変更点やUPした機能を紹
介します。

まず、CS5　→　CS5.5　へのアップグレードと言って すべての製品がCS5.5になるわけではな
いです。(‘A’)どういう事かというと、CS5のままの製品もあれば、CS5.5になってリリースされる

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110411_438938.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ADOBE-CS5.5-_853E/bossan_2.jpg
http://getnews.jp/archives/59049
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003F783DG/susipaku-22/ref=nosim


製品もあるという事です。

もっというと、MASTER COLLECTION　やらDESIGN PREMIUM　のようなセット製品につい
ては、一部が5.5になり、一部は5のまんまという事です。
どこが変わった？ Adobe CS5.5の新機能を紹介 | アドビ製品購入ならToolGarageへ！さんのサイ
トで詳しいCS5.5について執筆されている旧VERと新VERの違いが、一番読みやすかったのでぜ
ひ参考にしてもらいたいんですが、

pasiks000571

上記のように、InDesign、DreaｍWeaver、FLASH,FLASHCatalyst、がCS5.5になるという点
でございます。(‘A’)
「当然、AIやPS、FWの新バージョンリリースないのかよ、それじゃ見送りだな。」っという人
も多そうで、自分もDreamWeaverCS5.5のアップグレードが含まれていなかったらそんな風に左
から右の情報だったかもっと思います。

なので、購入される方　検討される方は自分の業種で必要な物がアップグレードされているか確

認しといたほうがいいって感じですね。また、今回から月額課金（ちょっと割高感が否めないで

すが）もスタートしたので、単体利用で使用される場合は参考にしてもよさそうです（法人利用

とかね）

ASCII.jp：Adobe CS5.5登場、月額払いに対応

DreamWeaver CS5.5　の新機能で本格的にHTML5が普及していきそうですな。

R0016251

さて、WEB制作している人にとっては必須なツールのDW5.5ですが、今回の新機能ではHTML5
　CSS3　jQuery　のコードサポートが追加されております。個人的には、box-shadow　などの
入力サポートが追加されたのは非常にうれしいですね。

ホームページ 作成 ソフトウエア | Adobe Dreamweaver CS5.5
公式サイトの動画でも確認できるように、スマホ対応の追加機能は重宝しそうですね。何だかUI
が直感的過ぎてここまでできたらソースとかいらないよね？って感じがします。

また、CSS3のサポートは必須なにおいがします。
pasiks000572

CSS3.0 Maker | CSS3.0 Generator | CSS 3.0 Generator | css3 generator
現在はここで作ったソースをコピーしてDWへ　というのが全てDW上で行えるのは重宝しそうな
予感。

他の新機能については

Adobe CS5.5の新機能を紹介（Dreamweaver CS5.5）さんが詳しく書かれております。

http://tool-designers-garage.jp/adobe/cs55/new/
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というわけで、DW CS5.5は買っとくかっという感じなんですが、
せっかくなので、他のCS5.5の製品の新機能も紹介します。
R0016247

デスクトップパブリッシング | Adobe InDesign CS5.5
電子書籍化機能が強化されたとかの InDesign 。先日少年ジャンプが　Adobe - ADOBE DESIGN
MAGAZINE　InDesign を利用した編集を行っていると記事になりましたが、今後は電子書籍化へ
の販売、HTML5対応でどのように普及していく期待ですね。
あとは、最近忘れられている　FLASH制作ですが、
R0016250

インタラクションデザインソフトウェア | Adobe Flash Catalyst CS5.5
Adobe Flash® Catalyst® CS5.5は、親しみやすいインタラクションデザインツールです。
Adobe® Photoshop®、Illustrator®、およびFireworks®のアートワークを、コーディング作業
なしで表現力溢れるインタラクティブな Flashコンテンツに変換し、Adobe Flash Platformによ
って幅広いユーザーへ一貫したコンテンツを届けることができます。

だそうで、コードをまったく使用しないでFLASHコンテンツを作成できるツールとなってます。
FLASH　PRO　とは別物のコンテンツ制作向けなソフトって感じがします。
flash 作成 | Adobe Flash Professional CS5.5
FLASHも iOS含んだ最新プラットフォームに対応されたみたいです。
あとは、

Device Central CS5.5 　Media Encoder CS5.5 　なども　CS5.5になってますね。
amazon では　CS5.5への無償アップグレード対象で販売がスタートしてます。

Adobe Premiere Pro CS5 アップグレード版 Windows版 (64bit) (Premiere Pro CS5.5への無償アッ
プグレード対象)
 

Adobe InDesign CS5 アップグレード版 Macintosh版 (InDesign CS5.5への無償アップグレード
対象)
 

Adobe Dreamweaver CS5 Windows版 (Dreamweaver CS5.5への無償アップグレード対象)
 
学生や教職員の方は格安で購入できますね。アカデミックはいいですなぁ。

（※　ちなみに、製品の卸販売もやっている側として良くある質問なんですが、学生教職員用の

製品は学生証などの証明書類の画像を添付したり、郵送した後にシリアル番号が発行されるので

、安いから誰でも使えるような仕様じゃないので気を付けてね (‘A’)　）

学生・教職員個人版 Adobe Dreamweaver CS5 Windows版 (要シリアル番号申請) (Dreamweaver
CS5.5への無償アップグレード対象)
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学生・教職員個人版 Adobe Dreamweaver CS5 Macintosh版 (要シリアル番号申請) (Dreamweaver
CS5.5への無償アップグレード対象)
 

学生・教職員個人版 Adobe Flash Catalyst CS5 Windows/Macintosh版 (要シリアル番号申請)
(Flash Catalyst CS5.5への無償アップグレード対象)
 

学生・教職員個人版 Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection Macintosh版 (要シリアル番号
申請)
 
それと、今回はCS5.5へのアップグレードが無い　After Effect  もCS5.5への無償アップグレード
対象品も販売されてます。

Adobe After Effects CS5 アップグレード版 Macintosh版 (64bit) (After Effects CS5.5への無償アッ
プグレード対象)
 

Adobe After Effects CS5 アップグレード版 Windows版 (64bit) (After Effects CS5.5への無償アップ
グレード対象)
 
購入する前に一読しておきましょう。

pasiks000573

Creative Suite 5.5 / 5 アップグレードに関する注意点
っという感じ、やっぱり最新のプラットフォームに狙いを合わせてリリースしてくるところはさ

すがだと感じますね。さて、DWだけでも買っておこうかな。(‘A’)
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http://kb2.adobe.com/jp/cps/832/cpsid_83259.html


鳥さんの組立キット-MIHO unexpected thingsが可愛すぎるので買って作ってみまし
た

torisan

先日、海外雑貨とかオサレな物を取り扱っておられるBALS TOKYO | Shop Info | ROPPONGI（六
本木）に行きまして、イタリア製のMIHO unexpected things　鳥さん組立キットの出来具合が秀
逸だったので即買いしてしまった susi-paku です。(‘A’)　展示の仕方やお店の雰囲気もありました
けれど、とにかく木製で素晴らしく可愛いかったのでさっそく作って飾ってみました。

プレゼントにも喜ばれるであろう　鳥さんBOXの詳細は下記からどーぞ

MIHO unexpected things　さんの作品ってどんなの？

あまり耳にしたことがない（自分が知らないだけ？）方の作品だったので、さっそく調べてみま

した。

pasiks000570

WEB2.0って感じの車になってます。ｗ　アクセントの鳥さんが可愛いですな。
ホームページはここ

MIHO - Unexpected Things - Unusual home accessories: deer trophies, bird houses and more
今回の組立系の商品紹介動画もありました。よくできてますね。（鹿バージョンもいいよね）

動画で確認できるように、組立式になっているわけですね。(‘A’)b

というわけで組み立ててみたよ。

http://www.balstokyo.com/jp/shopinfo/roppongi.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/93744874ab0e_89A0/pasiks000570.jpg
http://www.mihounexpected.it/


IMG_1406

さっそく袋から取り出します。

IMG_1424

これ全部木製なんで、厚紙（段ボール）じゃないから多少の湿気も大丈夫ですね。飲食店におい

てもいいかもしれないですね。

IMG_1426

組立の取扱い説明はいたってシンプル。女性でも簡単に作れますね。

模様はリバーシブルになっていて自分が好きなデザインを表側にすることができるようになって

ます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/93744874ab0e_89A0/IMG_1406.jpg
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IMG_1429

こんな柄の鳥の巣があったらいいね。すずめでもいいから住ませたいｗ

IMG_1432

梅っぽい枝を組み立ててみます。

IMG_1434

かんせー。(‘A’)b　時計の横に掛けてみました。
ちなみに後ろの止める部分が屋根の突起にあたるので、調整が必要ですね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/93744874ab0e_89A0/IMG_1429.jpg
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IMG_1441

いやはや可愛いですな。(‘A’)b
何だか制作意欲が沸いてくるわけです。大事だね。

ちなみに価格は5000円でございます。プレゼントなんかにいいんじゃないでしょうかね。おし
まい。

IMG_1447

他の鳥さんも撮ってみました。これも可愛いよ。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/93744874ab0e_89A0/IMG_1441.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/93744874ab0e_89A0/IMG_1447.jpg


ツイッターでさえめんどくさい人向け、特定のメールアドレスに送信するだけでつぶ
やけるサービスyabmin

yabmin

今じゃ情報収集ツールとして商用利用はもちろんのこと、先月発生した東北関東大震災では国民

の必須アプリくらい重宝したtwitterですが、未だにスマホに乗れない人とか　いちいちログインし
たりツール開いたりするのが面倒だとかでアレルギーをお持ちの方は少なくないと思われます。

(‘A’) というか多いです。
そんな人でもメールくらいは使えるわけで　特定のメールアドレスに送信する　→　つぶやけ

る（ツィートできる）という何とも便利なサービスを提供しているyabmin　を紹介します。
設定方法とか、導入ヘルプなどの詳細については下記からどーぞ

yabminなら、パソコン音痴のお父さんも”なう”が簡単にでき
ます。

わかりやすく　こんなサービスです。

nodu000149

っと　こんな感じ。他にも機能があるので後述するとして　twitter の通常利用の場合　

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd1b833f3f73_13F4F/nodu000149.jpg


1、サイトや専用ツールを起動させる
2、ＩＤパスワード入力してログインする
3、ツィートを投稿する
という３段階の負担が排除されるので楽につぶやけますね。優秀ですね。

というわけで、さっそくyabminを使ってみよう。

ツイッターのアカウントを持っている事前提で話を進めるので、アカウントがないお父さんは娘

さんにアカウントを作ってもらってからステップに進んでください。(‘A’)
yabmin - メール完結型Twitterクライアント
サイトを開いて Sign in with Twitter を押してください。
nodu000150

あなたのTwitter アカウントへログインという画面が表示されるのでログイン
nodu000127

yabmin によるアクセスを許可しますか？と表示されるので許可を選択
nodu000128

許可をしたら、送信に使用する自分のメールアドレスを入力します。

※　アドレスは後でも変更可能で、GMAIL,docomoなどの携帯からでも利用可能でした。

http://yabm.in/
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nodu000129

送信を押すと入力したメールアドレス宛てに確認メールが送信されます。

nodu000130

こんなメールが届きますんで、空メールすると登録が完了します。

nodu000131

登録完了やりましたね！っというテンション高めの登録完了メールが届きます。

nodu000151

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd1b833f3f73_13F4F/nodu000129.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd1b833f3f73_13F4F/nodu000130.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd1b833f3f73_13F4F/nodu000131.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd1b833f3f73_13F4F/nodu000151.jpg


早速、yabmin を使ってツィートしてみます。

nodu000153

上記の登録完了メールにて記載されている基本メールアドレス宛にメールをすることでツィート

できる仕組み。件名は空白で本文にツィートする内容を記載する感じです。使用するメールアド

レスは登録で使用したメールアドレスになるので注意が必要ですね。

今回はGmailを利用して送信してみます。
nodu000145

投稿されたツィートはこんな感じ。ばっちりツィートできましたね。

ちなみに　携帯のメールアドレスを使用したい場合など、アドレスの変更を行う場合は公式から

変更可能となってます。

nodu000154

yabmin - メール完結型Twitterクライアントメールアドレス変更

タイムライン表示とか、他の機能の紹介

yabminのすごいところは　実はメールから投稿できるだけでなく　タイムラインを表示させたり
ダイレクトメッセージを送信したりとメールのみですべてが行えるところなんですね。(‘A’)
空メールを送るとヘルプが送信されます。こういう機能もお父さんは喜びますね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd1b833f3f73_13F4F/nodu000153.jpg
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http://twitter.com/#!/susipaku/status/57792898552430592
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http://yabm.in/change_email


nodu000155

届いたヘルプメールの内容も記載しておきます。

（大事そうなやつだけボールドしておきます）参考にどーぞ

【ツイートを投稿したい】

基本アドレス宛に、件名は空欄のまま、本文に投稿内容を書いて送信してください。【タイムラ

インを見たい】

基本アドレスに「タイムライン」「た」あるいは「t」と件名をつけてメールを送ってください。(
かぎかっこはいりません)
件名につけるアルファベットは大文字小文字のどちらでも構いません。

【返信一覧を見たい】

基本アドレスに「返信」「へ」あるいは「re」と件名をつけてメールを送ってください。
【返信したい】

メールで受け取ったツイートには、それぞれメールアドレスが割り振られています。

そのアドレスにメールを送ることで返信ができます。

件名は空のままで、本文に返信の内容を書いてください。

@や相手のIDは自動で入るので、書く必要はありません。
【写真を投稿したい】

ツイートまたは返信を投稿するとき、メールに写真を添付してください。

写真はTwitPicというサービスにアップロードされ、その写真へのリンクがツイート内に自動で挿
入されます。

【ツイートの詳細を見たい】

ツイートに割り振られたアドレスに空メールを送ると、そのツイートの詳細情報をお送りします

。

投稿者の自己紹介やそれまでの会話の流れを確認したり、その人のツイート一覧を取り寄せたり

することができます。

【DMを見たい】
基本アドレスに「ダイレクト」「だ」あるいは「D」と件名をつけてメールを送ってください。
【DMを送りたい】
ツイートへの返信と同じように、受け取ったDMに割り振られたアドレスに返信してください。
【設定を変更したい】

自動送信メールなどの設定を変更するには、基本アドレスに「設定」「せ」あるいは「s」と件名

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd1b833f3f73_13F4F/nodu000155.jpg


をつけてメールを送ってください。

もっと詳しいヘルプはこちら

【タイムラインを見たい】

基本アドレスに「タイムライン」「た」あるいは「T」と件名をつけるやり方の他に、タイムライ
ン取得専用アドレスに空メールを送ることでも同じことができます。

また、メールの本文に数字を入れれば、指定した件数のツイートを取り寄せることができます。

指定しない場合は20件です。
【人のタイムラインを見たい】

上記の方法でタイムラインを取り寄せるとき、件名に入れるコマンドの後にスペースを入れ、続

けて相手のID名を入れると、その人のタイムラインを見ることができます。
(例:「タイムライン yabmin」「た msng」など)
また、タイムライン取得専用アドレス

を使うときは、件名に相手のID名だけを入れてください。
【返信一覧を見たい】

基本アドレスに「返信」「リプライ」あるいは「re」と件名をつけるやり方の他に、返信一覧専
用アドレスに空メールを送ることでも同じことができます。

本文に数字を入れれば取得件数を指定できます。無指定の場合は20件です。
【複数の写真を投稿したい】

ツイートまたは返信を投稿するとき、複数枚の写真を添付して投稿することもできます。

ファイルサイズの上限は、合計5MBまでです。
【DMを見たい】
基本アドレスに「DM」あるいは「D」と件名をつけるやり方の他に、DM取得専用アドレスに
空メールを送ることでも同じことができます。

本文に数字を入れれば取得件数を指定できます。無指定の場合は20件です。
【DMを送りたい】
受け取ったDMに割り振られたアドレスで返信する以外に、相手を指定して送ることもできます。
宛に、件名に相手のID、本文に内容を書いて送ってください。
【お気に入りに入れたい】

ツイートに割り振られたアドレス宛に「お気に入り」「ふぁぼ」あるいは「f」と件名をつけてメ
ールを送ってください。

【自分のお気に入りを見たい】

基本アドレスに「お気に入り」「おきにいり」「ふぁぼ」あるいは「f」と件名をつけてメール
を送ってください。

またはに空メールを送ってください。

本文に数字を入れれば取得件数を指定できます。無指定の場合は20件です。
【RT(リツイート)したい】



ツイートに割り振られたアドレス宛に「RT」あるいは「リツイート」と件名をつけてメールを送
ってください。

【リストを使いたい】

基本アドレスに「リスト」「りすと」あるいは「L」と件名をつけてメールを送ってください。
またはに空メールを送ってください。

その後、リストの一覧が送られてくるので、見たいリストに割り振られたアドレスに空メール

を送ってください。

本文に数字を入れれば取得件数を指定できます。無指定の場合は20件です。
【フォローしたい】

基本アドレスに「フォロー」または「ふ」と件名を入れ、スペースの後に相手のID名をつけてメ
ールを送ってください。

(例:「フォロー yabmin」「ふ msng」など)
【ツイートを削除したい】

ツイートに割り振られたアドレス宛に「削除」「del」または「さ」と件名をつけてメールを送っ
てください。

【設定を変更したい】

基本アドレスに「設定」あるいは「s」と件名をつけるやり方の他に、設定変更用アドレスに空メ
ールを送ることでも同じことができます。

っと何だか使いこなすのが大変なくらいメールだけでここまでできちゃうわけです。(‘A’)ぜひ　
導入してみてはいかがでしょうか。



不正クリック代行やフォロワー数増加など、あゃしぃサービスを提供しているＩＴ会
社をまとめてみました。

sagi

先日記事を書いた、電話勧誘などの詐欺とか　あゃしぃサービスを提供している会社、マルチま

がいな商材を取り扱っているセミナーなんかの話題が大好物なsusi-pakuです。(‘A’) リアルに個室
に連れて行かれた過去があるのは内緒です。

さてと、先日ネタ探しにサイトめぐりしていたら、ＩＴ関連のあゃしぃサービスをしている企業

さんがあったので　今まで気になったものもついでにまとめて紹介します。

【4/12　不正クリックに会員集めを追記しました。】
不正クリック代行などのあゃしいサービス提供の詳細は下記からどーぞ

寝ててもお金が入ってくるシステムとか、リスクありすぎ。

こんなにも儲かるお話があるんであなただけにこっそり教えちゃう系の情報サイトとか　寝てて

もお金が転がりこんでくるだのとＳＯＨＯ向けツールなんてもんは、なぜ独り占めして儲けない

で他人にサービスを提供するのか意味不明であり、それに食いつく情弱がいつの時代もいなくな

らないのが不思議。(‘A’)
自分は大丈夫と過信（評価）している人と、担保なしでお金を貸す人の８割以上は歴史を繰り返

すという自論があるわけですが、こういう心のスキマを突くサービスって見てて面白いんですね

。

ついこの間まで、ＳＥＯ対策で上位表示保証だの、10000件にサイト登録するだのと流行のごと
く営業電話がかかってきまして、おかげで検索エンジン最適化、ＳＥＯ対策などという言葉がＩ

Ｔに疎い人でも耳にするようになった気がするわけです。

んま、これから紹介するのはホームページのリース詐欺みたいなもんで、無知は罪とはいいがた

いギリギリグレーなあゃしぃサービスを提供している会社さんでございます。

実際のところ需要があるのだから、運営できるわけですがね。まったく、ＭＭＯのＲＴＭが可愛

く見えますね。

不正クリック代行サービス　ってのがありました。

先日、ＷＥＢクリエイターボックスのManaさんがツイートしていた　ネーミングそのまんま不正
にクリックを代行してくれる企業です。

http://www.susi-paku.com/pakupost-34.html
http://nawagate.com/ec-000167.html
http://twitter.com/#!/webcreatorbox
http://ever-click.com/


http://ever-click.com/
nodu000105

アドセンスや１クリック収入の広告枠に異なるＩＰや挙動を導入したＢＯＴがあなたのサイトに

アクセスしてクリック数を稼いでくれるということです。なんだか使いまわしのＩＰ等でGoogle
先生にマークされて　突然のアドセンスアカウントＢＡＮって感じの末路なにおいがするんです

が気のせいでしょうかね。

nodu000108

日本・台湾ＶＰＮが故障中になってます。地震の影響でしょうか・・・ (‘A’)
nodu000106

アフィで食っている知人さんのような、数万ページのダミーサイト（コピー）を作ってニュース

系のデータを引用させ、常に複垢と捨てドメインで管理している人たちはアクセス以外のメリッ

トがないわけだから、こういったサービスを利用しちゃったりするんだろうけども　本気でこれ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/76ece99d9352_14803/nodu000105.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/76ece99d9352_14803/nodu000108.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/76ece99d9352_14803/nodu000106.jpg


利用したら末路が気になるよね。ぜひ、ＢＡＮされたらどうなるんですか？っという追記が増え

ないか期待したいところ。

pasiks000568

ひよかじさんからの情報では,裏ではクリック会員を集めて　クリックした人にお金を支払う　内
職（SOHO）のような方法で手動クリックをさせているようです。BOTでページビュー上げて
クリックは手動といった感じでしょうかね。

んま、ＢＡＮされても当社とは一切関係がありませんみたいな事言われるんだろうけどね。(‘A’)
とりあえず誰か通報しといてください。

twitterのフォロワーを増加させるサービスもあったり

nodu000111

Twitterのフォロワーを増加させるサービスが開始、なんと毎月最大2万人増加も - GIGAZINE
GIGAZINEさんにも記載してあるとおり、確かtwitter の利用規約ではこのような形でフォロワー数
を増やす方法は禁止されているはずですよね。(‘A’)
最近じゃWEBの新着履歴はブログ投稿の記事よりもtwitter のTL表示させる企業も増えているわ
けで、商用利用において自分のツィートを幅広い人に読んでもらう為なら有効かもしれないけ

れど、だからと言って、フォロワーをお金で買うという行為はどうなんだろうかと違和感を感じ

るわけです。(‘A’)
nodu000113

Twitterのつながりをもっと便利に！follower整頓ツール【Saytone】
何だか、こういったサービス含みフォロワーってなんだろうとか考えさせられるわけです。

フォロワー数が重要でない３つの理由 | 日刊ウェブログ式

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6a1fb6c86678_B499/pasiks000568.jpg
http://twitter.com/#!/hiyokaji/status/57330861317701632
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/76ece99d9352_14803/nodu000111.jpg
http://gigazine.net/news/20101217_twitter_rakuzou/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/76ece99d9352_14803/nodu000113.jpg
http://saytone.appspot.com/
http://toshiiy.blog22.fc2.com/blog-entry-62.html


日刊ウェブログ式さんでも書いてある通りな気がしますね。個人的にはラーメン屋で並んで待っ

ている人達＝おいしいラーメン屋・人気があるんじゃないかと思わせられる　同じようにフォ

ロワー多い＝人気のある人　って感じに思わせられるようなところですかね。(‘A’)　
「将来年金はもらえない」から払わないと言っている人が、「信用はお金で買えないよね」など

と豪語しているのを思いだすわけです。あほかと

その他のあゃしぃサービスとか

nodu000114

「2万8000円でWikipediaに記事を作ります」という宣伝業者が登場、Wikipediaの信頼を揺るがす
大問題に – GIGAZINE
すでにサイトの方は閉鎖され、会社自体もなくなってしまっていたけれど　有料でwikiに記事を書
くサービス。

これも色々問題があったと話題になりましたね。(‘A’)
nodu000116

株式会社サイバー・サーベランス | 企業様向けサービス | サイバーサーベランス
他には、2ch対策・2ちゃんねる対策｜パフォーマンス・マーケティング株式会社 とか
2chスレッドの削除申請や裏サイト系を監視するサービスですね。誹謗中傷やネガティブキャンペ
ーンを対象として、あらゆる結果を対象として削除するサービスらしいんです。

似たような会社から何度か営業電話を取り次いだ事があるんですが、これってイタチゴッコとい

っちゃ何だけどほぼ無理みたいな事言ってましたね。個人のブログがその企業に対して発する情

報を停止または削除する事はできないみたいだし（当然だけど）、wikiにて不都合項目を工作して
改訂したりすることは社会的にも問題になっているわけだし、表向きは良いサービスかもしれな

いけれど　グレーな感じがするのよね。

言われるうちは花という格言があるけど、これじゃ言われたら滅せよって感じだよね。

クロサギ原作者の夏原武さんの書籍を思い出すわけです。これオススメよ。(‘A’)

貧乏人を喰う奴らを暴く! (宝島SUGOI文庫) 夏原 武
他にも商材やツールなどを取り扱うサービスは、数えられないくらいあるけれど、とりあえずピ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/76ece99d9352_14803/nodu000114.jpg
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http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/76ece99d9352_14803/nodu000116.jpg
http://www.1cs.co.jp/pages/service/webchecker
http://xn--fiqt5dqxqbs5avcqeqa.net/service05.html
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ックアップしたのはこんな感じ。(‘A’)おしまい。



桜満開！入園無料の夢見ヶ崎動物公園で一眼レフ持って花見してきました

sakura

先月の東北関東大震災の影響で夜桜のライトアップは節電により中止となったり、昨年は広く利

用されていた花見スポットも自粛モードで開催されなかったりと、今年はお花見できる場所も人

も少なかったのではないでしょうかね。

そんな中、花見スポットとして穴場的な夢見ヶ崎動物公園の桜が見ごろを迎えているとの事で一

眼レフ（ＥＯＳ7Ｄ）片手にお花見してきました。
夢見ヶ崎動物公園の詳細と桜満開の詳細は下記からどーぞ

入園料無料の動物公園、デートにもいいかもね。

ＪＲ新川崎駅から徒歩１５分くらいで到着する無料の動物公園となっております。

夢見ヶ崎動物公園トップ

大きな地図で見る

nodu000093

規模は非常に小さい動物公園なんですが、ペンギンもいます。ｗ

nodu000094

片足立ちのフラミンゴさんもいらっしゃいます。かわいいですね。

nodu000095

http://www.susi-paku.com/pakucanon-eos7d.html
http://www.city.kawasaki.jp/53/53yumemi/home/yumemi/yumemi.htm
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&q=%E3%82%86%E3%82%81%E3%81%BF%E3%81%8C%E3%81%95%E3%81%8D&fb=1&gl=jp&hq=%E3%82%86%E3%82%81%E3%81%BF%E3%81%8C%E3%81%95%E3%81%8D&hnear=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82&cid=0,0,17668010160534814849&t=h&brcurrent=3,0x60185fb955ad1dbb:0x44bd95cc0669ba4d,0&ll=35.549154,139.665207&spn=0.00611,0.00912&z=16&iwloc=A&source=embed
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/08aac3418c09_1430/nodu000093.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/08aac3418c09_1430/nodu000094.jpg
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ハムスター　モルモットだけやたら詰め込まれてました。(‘A’)
nodu000096

っとまぁ、希少種とか客寄せパンダ的な動物はいないにしても　動物園ってあまり足を運ばない

施設なので気分転換にもいいですね。

慰霊碑塔広場の桜が満開！

夢見ヶ崎動物公園の奥には　第二次世界大戦での戦没・戦災死者が合祀されている慰霊塔と広場

があります。ここの広場では毎年多くの人が花見に足を運んでおりまして、今年も多くの人が花

見を楽しんでおりました。(‘A’)
っというわけで、ＥＯＳ7Ｄ持って撮影してきました。（その一部）

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS 7D ボディ EOS7D
園内の桜も非常にキレイに咲いてました。

nodu000098

慰霊碑前の桜は満開♪

nodu000099

意外と桜って撮影するの難しい・・・

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/08aac3418c09_1430/nodu000096.jpg
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nodu000100

牡丹もキレイに咲いてました。

nodu000101

広場中央にある樹木のアーチ

nodu000102

ＥＯＳ7Ｄの動画機能がうまく使いこなせない・・・(‘A’)
っとまぁ、こんな感じで　花見しながら三脚持ってパシャパシャ　してまいりました。

 
道中、多摩川沿いをバイクで走ってたんですが、ここも花見している人が多かった。
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nodu000104

多摩川っていつも、こんなに人いるの？ってくらい沿道は混んでた。

nodu000103

つくし(?)っぽいの　かわいいね。(‘A’)
っというわけで以上です。写真撮るには絶好なお天気でよかったです。おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/08aac3418c09_1430/nodu000104.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/08aac3418c09_1430/nodu000103.jpg


痛いニュース(ﾉ&forall;`)が月間１億PV！どのくらいすごいのかGIGAZINEと比較して
みました。

itai

2chコピペ系では有名すぎて知らない人はいないくらいの痛いニュース(ノ∀`)さんが、ライブドア
ブログのプレスリリースにて１億ページビュー突破という記事が報告されましたよ。(‘A’)
WEB制作している人なら、これがどのくらいすごい事なのか口を空けて　ぽかーん状態　なんで
すが、あまりピンと来ない人も多いと思うので　どのくらいの広告収入やトラフィックなのか、

モンスターサイトのGIGAZINEさんと比較検証してみました。
詳細については下記どーぞ。

痛いニュース(ノ∀`)　とは？

2chで話題になった痛い記事（スレッド）をレスごとピックアップして掲載する　2chコピペブロ
グと呼ばれるサイトですね。

自分もお気に入りのサイトとしてブックマークしているサイトでして、面白い記事はもちろんな

んですが、日々更新してくれるおかげで　話題になった時事関連ネタ収集として新聞の表面で掲

載されない裏側を読む感じな楽しさがあります。

痛いニュース(ﾉ∀`) – ライブドアブログ
”以下、２ちゃんねるの反応”の一ケタ台が秀逸なのはいつもの事なんですが、ハズレな記事がほと
んどない管理人（dqnplus）さんのブログ投稿への選別眼が実はすごいんじゃないかと思ってたり
します。(‘A’)
初投稿の記事は2005年12月3日〜　約６年と５ヶ月で１億PVに到達となってます。
nodu000082

痛いニュース(ﾉ∀`) : 「屁がくさい」と避けた男性に暴力容疑　50代男を立件 – ライブドアブログ

http://www.susi-paku.com/pakususi-paku-web-a.html
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a02989294ecd_AF96/nodu000082.jpg
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/416554.html


2011年4月9日現在までの記事総数は11995記事となっており。１日の平均投稿数が約５記事と継
続は力って感じますね。(‘A’)

1億PVとアフィリエイト

「痛いニュース(ノ∀`)」が月間1億アクセスを突破、スマートフォンだけでも1000万PVに –
GIGAZINE
GIGAZINEさんの記事を読むと、googleモバイルの検索ワードで　「mixi」「2ちゃんねる」「モ
バゲー」 の次に検索されるようで、スマートフォンからのアクセスが1000万にものぼるそうです
。

うちのサイトも月間PVが痛いニュースさんの1000分の1PVいくかいかないかなので、そのうち
スマートフォン対応にしようかなっと・・考えさせられるわけです。

個人的にはSNSやツイッターによってブログという媒体が価値のないサイト（SEO等）と価値の
ある情報配信ツールに2極化し、淘汰されてきている現状にこういった個人が運営するサイトが注
目を浴びるというのはとても喜ばしいことではありますよね。(‘A’)
喪男のまとめ切れない事。

アフィリエイト収入は　月/150万　とか　300万円とか言われていますね。GIGAZINEみたいに広
告用の専門窓とか広告記事によって収益を上げずにamazonやGoogleアドセンスのみだった場合1
億PVだとどうなるか・・・
単純にgoolgeのアドセンスCTRで計算してみます。
グーグルアドセンスのCTRについて　〜清く正しいCTRは0.25%まで〜 – なぷさく
こちらのサイトを参考にさせてもらいました。確かにCTR数値が1％とか5％とかありえない数
字で、平均値0.25％は妥当な数値だと思いますのでこの数値にて計算してみます。
1億PVで0.25％ということは　1ヶ月に250,000回広告がクリックされた計算になります。CPC（
広告単価）を低く見積もったとして20円とした場合、5,000,000円になります。その他に
もamazonの収益があるはずで、こっちのほうが収入は多いはずだと思われるので（定期的に掲載
商品も変わっているので）月で1千万近くの収入を得てるんじゃないかと推測されます.すご
いね・・・

とにかく１億PVおめでとうございます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a02989294ecd_AF96/nodu000083.jpg
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モンスターサイト　GIGAZINEと比較してみます。

SEOTOOLSを利用して二つのサイトを比較してみました。

GIGAZINE（ギガジン） SEOアクセス解析結果

nodu000087

ページランクは　3　（※大手サイトもページランクダウン中!? ‐ GIGAZINE　）
はてなブックマーク登録ユーザー数：4160 件
Google での被リンク数：583 件
トラフィック世界ランク：世界 1645 位
ドメイン取得日：2000/03/09 （11 年経過）
Y！登録カテゴリ
nodu000088

エイプリルフールが本気だった意味がわかりますね。(‘A’)
2001年ごろのGIGAZINE。
nodu000089

自鯖管理でサーバートラフィックが2000位とかどんだけ・・・っと
popuri.us :: !　で調べた結果は

nodu000090

http://www.seotools.jp/001_seoanalyze/?url=http%3A%2F%2Fgigazine.net%2F&kw=
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またすごい数値ですね。

ちなみに、先月のアクセス解析の結果は　2011年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果 –
GIGAZINE
2011年2月のページビュー：6751万（先月比527万減）
ユニークユーザー数：2084万（先月比146万減）
転送量：21278GB（先月比2022GB増）
となっており、GIGAZINEでさえ1億PVを超えていないのが確認できますね。（アクセス解析ソフ
トの違いはあると思うけれど）

痛いニュース(ﾉ∀`) - ライブドアブログ｜SEOアクセス解析結果

nodu000086

ページランクは　6
はてなブックマーク登録ユーザー数：2858 件
Google での被リンク数：420 件
トラフィックはlivedoorドメインの為、測定　不可
ドメイン取得日：Livedoorドメインの為　不可

独自ドメインだったら、もっと詳しくわかるのに・・・livedoor 階層ドメインなので残念。で
した。

 
なんか悔しいので、ついでにもうすぐ1億PVいきそうな　ハムスター速報　さんのサイトを解析
。

nodu000091

３月ハムスター速報合計アクセス：76,366,697PV　　前月比９％　：
　http://livedoor.r.blogimg.jp/hamusoku/imgs/6/e/6e0a9683.jpg 年末までには一億ＰＶ目指したい
。この伸び率なら達成可能なはず。 だそうです。すごいな (‘A’)
6e0a9683

ハムスター速報｜SEOアクセス解析結果

ページランクは6

http://gigazine.net/news/20110330_access/
http://www.seotools.jp/001_seoanalyze/?url=http%3A%2F%2Fblog.livedoor.jp%2Fdqnplus%2F&kw=
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a02989294ecd_AF96/nodu000086_1.jpg
http://hamusoku.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a02989294ecd_AF96/nodu000091.jpg
http://livedoor.r.blogimg.jp/hamusoku/imgs/6/e/6e0a9683.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a02989294ecd_AF96/6e0a9683_2.jpg
http://www.seotools.jp/001_seoanalyze/?url=http%3A%2F%2Fhamusoku.com%2F&kw=


はてなブックマーク登録ユーザー数：805件
Google での被リンク数：546 件
トラフィック世界ランク：世界 2347 位
ドメイン取得年月日：2009/08/06 （1 年経過）
一昨年サーバー移転してから、もうページランク6とか、いろんな意味でモンスターサイトになっ
てるハム速。こちらも1億PVしたらプレスリリースされるのか期待しておきましょう。

っという感じで、痛いニュースさんおめでとうございます！これからも痛い記事の更新がんばっ

てください。そして、これで個人ブログ全体が注目され盛り上がればいいですね。(‘A’)おしまい
。

痛いニュースさんのツイッターはこちら

http://twitter.com/#!/ItaiNews


ゴロゴロしたココアクッキーの食感がたまらない！新しくなったNewブラックサンダ
ーアイスを食べてみた

blackt

『若い女性に大ヒット中！』のブラックサンダーアイスが、新しくなって　Newブラックサンダ
ーアイスとして発売されていたので食べてみました susi-paku です。(‘A’)　いつか熟女・高齢者に
大ヒット！のブラックサンダー改めシルバーサンダーが販売されないかなと期待しているわけ

です。

他の商品と並べたレビューの詳細は下記からどーぞ

それにしてもブラックサンダーブランドはすごい

ブラックサンダーと言われたら、ココアクッキーがゴロゴロしているというイメージがする食べ

物と連想させるわけですが、他にもどんな商品を販売しているかなぁーっと気になって販売元

のユーテクのホームページを調べてみたら、

有楽製菓株式会社｜商品ラインナップ

pasiks000565

ブラックサンダーまんじゅう　なるものが新発売されておりました。ｗ

おいしさ100万ボルトの地域限定販売（北海道限定）

http://www.yurakuseika.co.jp/02lineup/index.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1d53afba2bf8_B58D/pasiks000565.jpg


pasiks000566

近年は1億本を超える出荷数なようです。ぜひ、白いブラックサンダーの量産を行ってもらいたい
ものです。

ブラックサンダー – Wikipedia
WIKIでは、2006年頃に生協の白石さんに取り上げられて以降、知名度が上昇した。また、北京オ
リンピック体操個人銀メダルの内村航平選手が好物と知られたことで、認知度、売上が上昇した

とのこと

Newブラックサンダーアイス　を食す！

前置き長くなってすみません。(‘A’)　今回は比較できるように、ブラックサンダーアイス・ちび
サンダー・ブラックサンダー（普通のやつ）ビッグサンダーの4種類を購入してみました。
R0016101

実はちびサンダーを食べるのがはじめてだったりします。

カロリー高そうですね。(‘A’)

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1d53afba2bf8_B58D/pasiks000566.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1d53afba2bf8_B58D/R0016101.jpg


R0016105

前回販売されたアイスの包装にNewの文字が付け足された感じ、
R0016108

気になるカロリーは287kcal 　ガリガリくんソーダ1本が70kcalなので、結構高カロリーな仕様
です。

R0016110

ちなみに普通のブラックサンダーは115kcalなので、2本分ってところ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1d53afba2bf8_B58D/R0016105.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1d53afba2bf8_B58D/R0016108.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1d53afba2bf8_B58D/R0016110.jpg


pasiks000567

3つ並べてみました。（BIGはお皿に乗りませんでした。ｗ）コーティングされているチョコレー
トごすでにゴツゴツ

R0016113

若い女性に大人気な味を堪能してみます。(‘A’)
R0016115

ゴロゴロしたココアクッキーの食感がサクサクで入れすぎじゃないかと思うくらいの割合で入っ

ています。気になるチョコーレートアイスの味もブラックサンダーだけにビターなティーストと

して甘さ控えめな感じ、若い女性に大人気というのはこの味の事を意味しているんじゃないかな

。

子供よりも大人向けなアイスってところかと思います。価格の割には大きさもあり　ついつい食

べ過ぎちゃう感じのボリュームなのでカロリー気にして食べないといけませんね。(‘A’)
ちなみに通常のブラックサンダーの断面

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1d53afba2bf8_B58D/pasiks000567.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1d53afba2bf8_B58D/R0016113.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1d53afba2bf8_B58D/R0016115.jpg


R0016118

こちらもさっくさくでございます。

というわけで、セブンイレブンのアイスコーナーでみかけたら、食べてみてくださいな。(‘A’)　
おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1d53afba2bf8_B58D/R0016118.jpg


FLASHゲーム：ハマる激ムズ防衛ゲームのxeno tactic 2 をプレイしてみました。【動
画あり】

xeno

数年前にプレイした防衛ゲームxeno tactic（前作）を思い出し、「まさか続編出てないよね。（最
終レベルがクリア不可能だったし）」 っと思って調べてみたらⅡが出てたので思いっきりプレイ
してしまったsusi-paku です。(‘A’)　仕事にならないくらいハマるのでこの記事書いている時
はMISSION5をプレイ中です。
そんな、xeno tactic 2の詳細とか動画は下記からどーぞ

xeno tactic 2　ってどんなゲーム？

nodu000079

ルールは非常に簡単！上記画像の通り敵が入ってくる場所から出て行く場所（ゴール）までのル

ートに兵器を配置してそこまで到達させずに防衛していくゲームとなってます。

どんな感じなのかは下記動画を参照で（３面クリア動画）

っとこんな感じになってます。敵がゴールに進んでも一定のライフ範囲内であればクリアでき

ます。っというかノーミスできるかやってみましたけど、運によって左右されるのでほぼ不可能

です。ｗ

http://www.onlinegamesquad.com/?1085-1
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-xeno-tactic-2_1232C/nodu000079.jpg


nodu000073

全６ステージあるようです。今度こそクリアしたいですね。(‘A’)
ゲームは下記から（音注意）

xeno tactic 2 - to play free : Online game squad

操作説明とか、ちょっとした攻略など

敵は地上と空中の２種類がありまして、地上ばかりに設備をすると空中ラッシュでクリア不可と

かになります。なので、対空兵器も設置しながら配置しなくてはならない感じです。忙しいで

すね。

nodu000077

攻略かねて兵器の特徴ですが、

バルカン砲：近接範囲狭いけどコストは安いけどほぼ使えない

ミサイル砲：直線ルートやUの字に配置するといい感じ、攻撃力高くメイン兵器
レーザー砲：範囲は広く攻撃力もまぁまぁだけどコストの割りに働かない

キャノン砲：攻撃力が超高いのでガスで動きを止めて一網打尽ポイントに配置

Wタレット：Uの字の場所やジグザグの場所に配置すると効果高い
プラズマ砲：これも攻撃力が高く重なった敵にも効果あるので敵が重なるポイントに配置すると

いい

ガス：敵の動きを遅くして持続ダメージを与える。ダメージのUPGRADEするとかなり使える対
空にも使える

特殊効果無効：マシールドした敵や自己修復がついた敵の特殊効果を無効にしてダメージを与え

ます。マップレベルがあがるとこれないとかなり厳しい戦いになる必須兵器。対空にも使える

対空レーザー：複数台設置して網羅したらUPGRADEで少数でも大抵排除できる。
壁はマップの入り口が二つになっていた時の仕切りや導線を作るために重要な兵器（？）です。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-xeno-tactic-2_1232C/nodu000073.jpg
http://www.onlinegamesquad.com/index.php?1401-1
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-xeno-tactic-2_1232C/nodu000077.jpg


pasiks000554

こんな感じに通路を塞いで兵器を配置して効率よくダメージを与えていく

pasiks000548

pasiks000556

自分流にルートを作れるのでできるだけ敵が固まり、回り道を進むように作ると逃さず攻略でき

る感じですね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-xeno-tactic-2_1232C/pasiks000554.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-xeno-tactic-2_1232C/pasiks000548.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-xeno-tactic-2_1232C/pasiks000556.jpg


nodu000078

基本的に兵器を沢山配置するよりも個別兵器のレベルが高いほうが効率がよかったりします。

っというわけで、４面のマップをクリアしてみました動画。

攻略とかうたっときながら結構ギリギリですみません。(‘A’)現在、ミッション5にチャレンジして
いるの結果がでれば追記したいと思います。

ぜひ、寝ないで攻略してみちゃってください。はまりすぎは注意ですよ。ｗおしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-xeno-tactic-2_1232C/nodu000078.jpg


『この漢字の読み何だっけ？』ブラウザ上の漢字にルビ（フリガナ）を振ってくれ
るFirefoxアドオン

kanji

最近、字を書くことよりも字を読むことのほうが増えてきている気がするsusi-paku です。(‘A’)
　Lighttab買ってからペーパーレスだし、ほんと字を読むことがばかりだと思っていたら漢字にル
ビを振ってくれるというゆとり世代が喜びそうなFirefoxアドオンがあったので紹介します。
毎度の魔貫光殺砲は正しくフリガナを振ってくれるのか？などの詳細は下記からどーぞ

漢字を間違った読みのままプレゼンとかしちゃうと恥になっちゃうね。

っというわけで、記憶新しい　管首相の国会資料

nodu000074

すばらしくルビが振られております。ここまでとは言わないけれど、このようにルビを自動的

に振ってくれるので勉強がてらに丁度いい

フリガナインジェクターを導入してみます。

http://www.susi-paku.com/pakulight-tab-simskype2.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/nodu000074.jpg


pasiks000523

Firefox アドオン - ふりがなインジェクター | Mozilla Japan
Firefox　4.0対応になっているのでスムーズにインストール可能になってます。インストールが完
了すると　次にHTML　Rubyのインストールがアナウンスされます。
pasiks000524

pasiks000528

HTML Ruby :: Add-ons for Firefox
これでフリガナインジェクターのインストールは完了 (‘A’)b
自分の必要レベルに合わせてルビをつける設定も行えます。

pasiks000530

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000523.jpg
https://addons.mozilla.jp/firefox/details/6178
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000524_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000528.jpg
https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/html-ruby/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000530.jpg


pasiks000529

早速ページの漢字にルビを振って使ってみる

pasiks000533

ルビをつけたい　ページを開いて、右クリックを行うとふりがなという項目があるので　ふりが

なを振るを選択。

pasiks000531

すると上記のように　ページ上に表示されている漢字にルビがふられます。これは読みやすいで

すね。

ちなみにルビのサイズやリンクの部分にもルビを表示させる設定があります。

pasiks000535

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000529.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000533.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000531.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000535.jpg


pasiks000534

各二つのアドオンの設定メニューから変更することができます。

pasiks000536

ルビを若干大きくしてみました。

pasiks000537

リンクにも適用することもできます。

あとは、、フリガナの精度とかはどうなのだろう・・・・

まずは、いつも　Baidu IME　でテストさせてもらってるフレーズ
魔貫光殺砲　（まかんこうさっぽう

pasiks000539

まぬらきひかりさつほう　(‘A’)
覇王翔吼拳（はおうしょうこうけん）

nodu000075

新しいキャラクターが使いそうなパクリネームですね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000534.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000536.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000537.jpg
http://www.susi-paku.com/pakubaidoimebaido-type.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000539.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/nodu000075.jpg


静寂（せいじゃく）

pasiks000540

しじま　っとルビが振られるかと思ったら通常通りでした。(‘A’)
ちなみに、上記で紹介したフリガナのつけ方はページ全体に適用するものなので、単語ごとにフ

リガナをつける場合は対象をドラッグして右クリックしてふりがなを振るを選択

pasiks000538

すると、部分だけルビを振ってくれちゃいます。

pasiks000539

っとまぁ、こんな感じでルビが振られるので学習かねて利用するのもいいかもです。(‘A’)おし
まい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000540.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000538.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/a77ed3aa88d8_649/pasiks000539_1.jpg


なにこれ黒い！ファミマから発売した黒チキンをウマウマしてみました。

black

お昼休みにファミマへ行ったら、今日から発売開始していた黒チキンが売っていたので買ってみ

ましたsusi-paku　です。(‘A’)店員さんから本日2人目の購入者ですと言われまして、味はどうあれ
見かけが黒いからかではないかと思うわけです。

味はもちろん、黒さとかの詳細のレビューについては下記からどーぞ

なんで、こんなに黒いのでしょうか？

さっそくファミリーマートさんの公式ホームページにて確認してみます。

2011年03月30日　チキンメニューに新しい仲間が登場！ 「黒チキン（ブラックペッパー）」新
発売！ ｜ニュースリリース｜企業情報｜FamilyMart
これ新しい仲間という表記はあるものの２００万食の数量限定商品として販売されるみたいです

。人気が出たらなくなってしまいそうな感じですね。(‘A’)
気になる黒さについては、ココア、カラメル、黒胡椒を使用したようです。甘辛くて香ばしいそ

んなイメージが想像でき、これって味的にどうなの？っと思う商品なわけですね。なんだか、企

画者さんも挑戦したブラックサンダーが白くても　白いブラックサンダー｜有楽製菓商品ライ

ンナップ　として売ったのを思い出しますね。(‘A’)

というわけで食べてみます。

ファミチキ買うとこの袋にいれてもらうわけですが、いつも思うにこのマスコット可愛くない

よね。(‘A’)　それと画像が暗いのは会社が節電モードな為です。すみません。
pasiks000541

開封してみましたよ。うん、真っ黒とはいかないまでも　カリントウって感じの黒さですね。袋

http://www.family.co.jp/company/news_releases/2011/110330_1.html
http://www.yurakuseika.co.jp/02lineup/detail/white_bt.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ba20c3e1a395_B0AF/pasiks000541.jpg


を開けるとチキンのにおいじゃない　不思議なにおいが食欲をそそりますです。

pasiks000542

ブラックサンダーと比較しようと探したんですが、売ってなくて　ビッグサンダーなるチョコバ

ーを購入してみました。

pasiks000543

黒チキンの方が黒い感じでした。（比較にならなくてすみません；)きっとブラックチョコならい
い勝負ができたはずです。

pasiks000544

ほんとに食べ物の写真がうまく撮れません。(‘A’)これみて　『美味しくなさそう　』と感じて
しまったら　ほんとすみません。

pasiks000545

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ba20c3e1a395_B0AF/pasiks000542.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ba20c3e1a395_B0AF/pasiks000543.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ba20c3e1a395_B0AF/pasiks000544.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ba20c3e1a395_B0AF/pasiks000545.jpg


ウマウマしてみた感想ですが、ココアとかカラメルとかの甘さが最初にくるかな？っと思ってた

んですが、全然なくて食べた後に鼻に抜ける感じでした。触感はファミチキよりもスパイシーチ

キンに似た感じで皮もパリパリでございます。スパイシーチキンよりは辛くはないですが、黒

こしょうが結構きいているので小さい子よりも大人向けな商品って感じですね。(‘A’)　
GIGAZINEさんではスパイシーチキンと比べてレビューされてます。
黒々とした謎のフライドチキン、ファミリーマート「黒チキン(ペッパー＆ガーリック)」を食べて
みました - GIGAZINE
pasiks000546

いやはや　美味しかったでございます。ごちそうさま。今日から全国販売しているので見かけた

ら買ってみてくださいね。おしまい

http://gigazine.net/news/20110405_black_chicken/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ba20c3e1a395_B0AF/pasiks000546.jpg


マウスでドラッグした範囲のリンクを一斉に開き、そのURL等もコピー出来るFire fox
アドオン Multi links

multi

GIGAZINEのヘッドラインニュースとかGOOGLEの検索結果とか、複数のリンクが存在するとき
　ひとつひとつをクリックしないといけない面倒さを解決してくれるアドオンです。(FireFox4.0
対応）　ほかにも複数のリンクURLやタイトルのみをコピーしてくれる機能も付いてたりする
ので、まとめブログやニュースなどを取り上げているサイトさんとかが利用したら更新も楽にな

るのではないでしょうか。

Multi Links の使い方や設定方法は下記からどーぞ。
マウスをドラッグして、その範囲のリンクを開いてくれる。

pasiks000514

まぁ、こんな感じで、複数リンクを一気に開いてくれるので煩わしいクリックが減ります。('A')
また、このリンクのタイトルのみとかURL（HTML）のみを取得するという事もできます。
こんな感じで、メモ帳などに張り付けを行う事ができます。便利ですね。('A')
オプションを選択することで　デフォルトでは右ドラッグ以外にも割り当てすることが出来たり

と

自分が使いやすいおススメな設定も書いておきます。

http://gigazine.net/news/20110401_headline/
http://www.google.co.jp/webhp?hl=ja#hl=ja&source=hp&biw=1452&bih=998&q=susi-paku&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&fp=6cf2a6bdcdeefc1e
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8743451f9b80_82EE/pasiks000514.jpg


pasiks000522

アイコンを表示させていると便利だよね。

Smart Selection　という機能があるのだけれど、これは何かというと
pasiks000521

GOOGLEなどの検索結果で不要な関連リンクやキャッシュなどのリンクを除外して結果のみを選
択する機能です。便利だわぁ。

あとは、select only thsi key is pressed 　という機能は　左ドラッグなどで範囲指定したい場合、
通常のドラッグ機能が失われてしまいます。

わざわざデフォルトの右ドラッグはやりにくいという場合、キーボードの特定のボタン（SHIFT)
などを押している間だけ　範囲選択ができるという機能です。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8743451f9b80_82EE/pasiks000522.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8743451f9b80_82EE/pasiks000521.jpg


pasiks000518

その選択した範囲のタイトルやHTMLをコピーすることができる設定。
pasiks000519

左・右・ホイールのボタンで機能を割り当てする設定です。

pasiks000520

範囲の枠幅や色などをカスタムできる設定です。

っというわけで、非常に便利なアドオンなのでぜひ利用してみてはいかがでしょうか。('A')おし
まい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8743451f9b80_82EE/pasiks000518.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8743451f9b80_82EE/pasiks000519.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8743451f9b80_82EE/pasiks000520.jpg


無料で高機能かつ設置が容易なメールフォームプロの3.0がリリース！これは導入する
しかないね設置とレビュー

mail

札幌を拠点としてWEB制作を行っているSYNCK GRAPHICAさんからメールフォームの3.0が
リリースされましたよ。(‘A’)　お問い合わせフォームに簡易的なショッピングシステムを付け
たり、郵便番号から住所を自動入力する機能がついてたり、今回からはPeypal対応になったりと
、使ってもらえる人の笑顔が対価という制作者の和田さんが開発するすばらしいCGIとなっており
ます。

メールフォーム導入と使ってみた詳細などは下記からどーぞ

高機能なメールフォームを自分のサイトへ簡単に設置できちゃ

うよ。

自分のサイトにお問い合わせフォームやらを設置しようとゼロから作る人は少ないとは思います

。有志が作ったPHPやAJAXのフォームを利用する人や広告が入った企業のレンタルフォームを利
用する人が多いんじゃないですかね。んま、そういうソフトは大抵　高機能版とかは別途費用も

しくは上位版として販売されていたりするんですが、SYNCKGRAPHICAさんのメールフォーム
プロは高機能過ぎて使いこなせないくらい充実しながらも無料で提供されております。

nodu000037

高機能になると設置が難しく「これ無理」っと違うソフトを探してしまう初心者も大丈夫な仕様

になっているので、ぜひとも利用してもらいたいフォームですよ。

どのくらい簡単に設置できるの？

ソースをコピー　→　署名やメールアドレスの項目を埋めて　→　FTPでUPしてパーミッション
変更でおしまい。　簡単すぎ。('A')

まずはメールフォーム一式をダウンロードします。

http://www.synck.com/index.html
http://www.synck.com/index.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000037.jpg


メールフォームプロCGI/UTF-8対応・クレジット決済機能対応 | 無料素材
下のほうにスクロールすればダウンロードという項目がありますね。

ZIPファイルになっているので解凍した中身はこんな感じ。
nodu000038

ReleaseNote にはインストール方法や利用方法などが記載されたpdfも同封されています。すごく
わかりやすいので助かりますね。最新版ではコミPo! (コミポ)で書かれた漫画もついてますワラタ
nodu000039

このパンツ姿はいつまで掲載されていくのか楽しみなわけですが、

nodu000041

無料で提供している関係で基本的にはFAQを利用してくださいとの旨です。サポートFAQ スレッ
ド一覧 - SYNCKGRAPHICAそれでもメールや電話での対応は多いんでしょうね。このあたりは利
用する側の心得ですね。

exampleファイルからソースをコピーして設置

nodu000044

解凍したフォルダに入っていた　example.html　をエディタ（ここではDW)で開いてみます。

http://www.synck.com/contents/download/cgi-perl/mailformpro.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000038.jpg
http://www.comipo.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000039_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000041.jpg
http://www.synck.com/contents/faq/index.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000044.jpg


nodu000045

プレビューを行うとこのようなUIが確認できます。このフォーム部分のみを自分のサイトへコピ
ーできます。ソースを表示させ、<HEAD>部分の16-23をコピーします。
nodu000047

<!--[メールフォームプロ・参照ファイルここから]-->
<link rel="stylesheet" href="commons/mailform.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="commons/jquery.js" charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript" src="commons/mfp.lang.js" charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript" src="commons/mfp.extensions.js" charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript" src="commons/mailform.js" charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript" src="postcodes/get.cgi?js" charset="UTF-8"></script>
<!--[メールフォームプロ・参照ファイルここまで]-->
このソースを自分のサイトへ貼り付けます。次はフォームの本体部分をコピーします。（39行
〜255行あたりまで）　<!--[ここからメールフォームプロ・本体]-->　というタグが入ってますの
で参考に。

nodu000048

nodu000049

このフォーム部分を自分のサイトへコピーします。

必要ではない項目は、<tr class="mfptr"> </tr>　間を削除すればその項目は削除されるようになっ
ています。また、必須項目を追加削除する場合は下記のように赤文字部分を削除すれば消せます

。

<tr class="mfptr">
<th> <img src="images/mfp_must.gif" width="30" height="16" alt="必須" class="must" />ご用
件<span>inquiry body</span></th>
<td><textarea name="ご用件(必須) " rows="10" cols="60" class="mfp"></textarea><div

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000045.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000047.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000048.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000049.jpg


id="errormsg_ご用件" class="mfp_err"></div> </td>
</tr>
nodu000050

説明書にも追加・削除の設定方法が記載されております。

※　自分のサイトへ貼った場合　フォームの領域が多きすぎてスタイルがずれる場合<div
id="contents">　のタグごとコピーしてもいいんですが、もっと簡単に行う場合は
nodu000058

table.mailform　が100%　になっているので、自分のサイトにあった　px　に変更すると容易に
変更できます。また、交互に表示されている青い背景とロールオーバー時のピンクの背景の設

定は

nodu000059

nodu000060

commons フォルダに入っている　mailform.js をテキストエディタ（TeraPad）にて開き、
// color setting
var mfp_tr_color = '#E8EEF9';
var mfp_tr_color_over = '#FFEEEE';
var mfp_input_text_color_default = '#000000';
var mfp_input_text_color_error = '#FF0000';
var mfp_input_background_color_default = '#FFFFFF';
var mfp_input_background_color_error = '#FFEEEE';
var mfp_input_background_color_active = '#FFF5D6';
var mfp_input_border_color_active = '#FF9900';
//
上記のカラーセッティングを行えば設定することができます。

メールを誰に送るか、複数の人に送るか、著名はどうするか、などの設定を行う。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000050.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000058.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000059.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000060.jpg
http://www5f.biglobe.ne.jp/~t-susumu/library/tpad.html


nodu000051

mailform　フォルダの中に config.cgi　がありますので　このファイルをTeraPad　などのテキス
トエディタを利用して開いてください。

nodu000040

nodu000052

開いたら、上記のように複数人へ送ることが可能です。

この複数に送る設定は先頭の人がTOで送信され、後者はBCCにて送信されるようになってます
ので、先頭の人のメアドは代表にして、後者のメアドは管理者などにするといいですね。

nodu000053

nodu000054

あとはメールの署名とメッセージを受信側と送信者側で設定します。これで概ね設定は完了。

ちなみに、気になるスパム対策なんですが

nodu000055

メールフォームプロでは上記のように対策が行われておりまして、某所のメールフォームでは一

日数件のスパムが月に1件あるかないかぐらい（手動入力）まで減りました。('A')b　実にいい感
じですよ。

早速FTPでアップロードしてパーミッションを変更

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000051.jpg
http://www5f.biglobe.ne.jp/~t-susumu/library/tpad.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000040_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000052.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000053.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000054.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000055.jpg


nodu000042

作ったメールフォームと各フォルダをアップロードします。説明書ではFFFTPでのアップロード
方法を紹介していましたが、個人的にはFileZilla - The free FTP solution　をおススメ。完了した
らパーミッションの設定を行いましょう。

CGIパスとか設置場所がわからない人は、サーバーで　.htaccess　使えるのであればこれを設定
しとくと楽チンですね。

Options +ExecCGI
AddType text/html cgi
AddHandler cgi-script cgi
http://www.susi-paku.com/htaccess.zip
（上記の.htaccess ファイルです　自己責任でどうぞ）

という感じでメールフォーム導入完了！

うちのサイトでも導入してみました。

nodu000057

susi-paku web -お問い合わせフォーム-
実際にお問い合わせできるので感想とか送ってみると喜びます。

ショッピングシステムやpaypal、ステップごとのお問い合わせなどの機能

はい、設置・設定方法が長くなってしまい今回の新機能が遅くなってすみません。メールフォー

ムにpaypalつけるとかすごいなっと思うわけですが、そんな機能をデモサイトで体験できます。
メールフォームプロ3.0のステップごとの入力デモ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000042.jpg
http://filezilla-project.org/
http://www.susi-paku.com/htaccess.zip
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d15e6505bed0_6DAF/nodu000057.jpg
http://www.susi-paku.com/form.html


メールフォームプロCGI サンプルHTML 段階的入力版
メールフォームプロ3.0のpaypalの入力デモ
メールフォームプロCGI PayPal決済サンプルHTML
制作者和田さんのブログでメールフォーム3.0について語られていらっしゃいます。
メールフォームプロ3.0公開と有料化について
っというわけで、メールフォームプロで一歩進んだお問い合わせフォームを導入してみてはいか

がでしょうか。おしまい ('A')

http://cgi.synck.com/mailform/pro3.0.0/example_phase_input.html#phase_1
http://cgi.synck.com/mailform/pro3.0.0/example_paypal.html
http://weblogs.trancedive.com/weblog_1301582801.html


2011年、今年のエイプリルフール（4月馬鹿）ネタで個人的に好きだったサイト・企画
を紹介

2011

4月1日の新年度一発目はお祭り気分でWEB上が一日だけカオスになるエイプリルフールの日でご
ざいます。当日はsusi-paku web も　Pakuzineというネタサイトで便乗してみせたわけですが、
そんな今年は一段とクオリティが高い4月馬鹿が多く、大いに笑わせてもらいましたので紹介し
ます。(‘A’)
2011年の四月馬鹿の面白かったサイトとかは下記からどーぞ

2011年の四月馬鹿はどんな感じだろう。

トップページからいきなりカオスになっていたり　特設ページを用意して作品をUPしてたりと会
社ごとに特色が出てた感じでございます。

しかし、先月の東北関東大震災の影響で昨年は派手に実施していたサイトも自粛や規模を小さ

く行っているような感じでしたね。('A')
2011年のエイプリルフール企画、実施判断は各社分かれる （Impress Watch） - Yahoo!ニュース
また、今回の震災のネタとして輪番停電やAC関連も目立ちました。
nodu000029

らばQ:節電実施のお知らせ
nodu000027

ポポポPhoneが発売決定しました！｜| ＾＾ |秒刊SUNDAY
nodu000028

神羅カンパニー、東京電力に電力を提供

http://www.susi-paku.com/paku41pakuzine.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110401-00000031-impress-inet
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/nodu000029.jpg
http://labaq.com/archives/51644833.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/nodu000027.jpg
http://www.yukawanet.com/archives/3650425.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/nodu000028.jpg
http://www.i-mezzo.net/log/2011/04/01235909.html


nodu000026

ギズモード・ジャパン

それと、日本エイプリール協会ってあるみたいです。

エイプリルフール日本！2011 「新しい日本のために、笑顔を。」
日本インターネット エイプリル・フール協会(JIAFA)｜ホームページ
ここではエイプリルフールネタとかを投稿（自薦他薦）できるようになってます。もちろんtwitter
でもツィート可能です。っていうか、4月馬鹿をツィートするときはハッシュタグ#4fooljp つけて
ると、「あーネタなのね」っとわかるんですが、、無いと釣られます（むしろ釣られました）

今年の4月馬鹿記事一覧はGIGAZINEさんでまとめられてます。
エイプリルフールに便乗しているサイトまとめ2011年版 - GIGAZINE
nodu000025

nodu000023

nodu000021

nodu000020

nodu000024

そんな、GIGAZINEさんのロゴも　本日は5種類確認　('A') NO　GIGAZINE　NO　LIFE　ワラタ

今年の4月馬鹿！特に好きだったサイト
その1　Web制作業界最速？！CS10の新機能を使い倒してみた！ #aprilfool | KAYAC DESIGNER'S BLOG - カヤックの
意匠部によるデザインやマークアップの話

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/nodu000026.jpg
http://www.gizmodo.jp/
http://www.aprilfool.jp/
http://org.aprilfool.jp/
http://gigazine.net/news/20110401_april_fool_matome/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/nodu000025.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/nodu000023.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/nodu000021.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/nodu000020.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/nodu000024.jpg
http://design.kayac.com/topics/2011/04/april-fools-day.php


pasiks000500

バーンとかｗ　この中途半端にありそうで無い機能を紹介するのって面白い。ｗ

pasiks000501

これもありそうでワラタ。鮮明度を高くしたらどうなるのか気になるところｗ　Adobe製品使っ
た事がある人なら　このネタは笑えますね。最後のオチがもう少し面白ければ最高でしたね。

その2.　ホームページ制作・Webデザイン｜DESIGN Oil｜東京都・千葉県（船橋・津田沼・鎌ヶ谷・習志野）

（※　エイプリルフールページは通常ページになっちゃってます）

pasiks000502

東芝密閉式石油ストーブを修理・点検されたお客様へのお詫びとお知らせ| 東芝テクノネットワー
ク株式会社　をぱろったんでしょうか、IE6を探してます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000500.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000501.jpg
http://www.design-oil.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000502.jpg
http://www.toshiba.co.jp/tcn/news/press070905_j.htm


pasiks000503

これはワラタ。ツボとなるネタを入れてきてますね。

pasiks000504

最後はきちんと注釈が書かれてました。

今回一番面白かった4月馬鹿
ＢＡＬＣＯＬＯＮＹ。のグラフィックデザインの紹介

えっと、仕事中に見たんですが　声出して笑ったサイト。これ一度はホームページ作ったことが

ある人だったらピンポイントに来ます。

pasiks000494

デザイン会社のトップページ。10年くらい前にビルダーで制作されたようなデザインですね。
もうね、愛生会病院を彷彿とさせるこのゴシックと点滅が最高　たまらん ('A')
nodu000030

ちなみに愛生会病院のホームページはこれね

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000503.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000504.jpg
http://www.balcolony.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000494.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/nodu000030.jpg
http://www.aiseikai.or.jp/


pasiks000495

この透過されていないABOUT（GIF画像）の文字がなんとも過去を思い出させるわけです。
pasiks000496

リクルートのページ。求人する気まったくないですね。

pasiks000508

んで、トップページなのに謎の戻るボタン

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000495.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000496.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000508.jpg


pasiks000506

さて、気づいた人何人くらいいたんだろうか・・・ソースにもおまけが書かれてました。

pasiks000507

早くとじて！！！　だそうです。いやはや、楽しんで作っていらっしゃいますな。('A')来年のＢＡ
ＬＣＯＬＯＮＹさんの4月馬鹿を大いに期待したいと思います。

おまけ

インターリンクさんが作った4月馬鹿におもいっきり釣られました。
pasiks000497

IPV4枯渇問題が騒がれている関係だったので、おおおおお　インターリンクすげぇぇええっと　
声を出してリンクをクリックしたら

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000506.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000507.jpg
http://www.balcolony.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000497.jpg


pasiks000498

勘弁してください。リアルすぎるって ('A')　こういう社会ネタの4月馬鹿はリアルに笑えないのは
、ウソをウソだと見抜けない人は4月馬鹿に参加しちゃいけないということなんでしょうかと　釣
られてみます。('A') 来年も楽しみですね。おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2cd080d382a_140D1/pasiks000498.jpg


4月1日Pakuzine リニューアルオープン！気になるその内容とは・・（※エイプリルフ
ールネタです）

pakuzine41

2011年4月1日のエイプリールという新年度が始まりました。('A')このたび　susi-paku web として
一部のマニアックなユーザーから親しまれていたウェブサイトを大幅リニューアルしまして、名

称やとりあげる記事の内容も一新しちゃいます。

Pakuzine について詳細は下記からどーぞ
というわけで　4/1 のPAKUZINEの特設サイトはこちら
susi-paku web -4月馬鹿バージョン-
Pakuzine -今日はエイプリルフールです('A')-
++++++++　以下は4月馬鹿の内容です　+++++++++++++
4月1日付けで新名称のPakuzineになるかと思います。 
この名称が生まれたのは、オンラインマガジンとして、パクリ過ぎているという意味で「ぱく

る（盗用）」　+　「MAGAZINE」　を由来としてうまれた造語です。専門バカへの記事をでき
るだけ排除した、ヲタク向けの記事を配信していきます。

主に横浜県中心のニュースを多くとりあげており。

（ラーメン大盛り・チャーハン大盛り・餃子）

横濱家のラーメンには目がなく将来　M&A　も視野に上場しないか勝手に見守っている現状
です。

どうして、突然大幅なリニューアルを行ったの？

はい、今回の大幅リニューアルの理由は3ヶ月前のアクセス解析が影響されています。

http://www.susi-paku.com/top.html
http://www.susi-paku.com/entory.html
http://www.yokohama-ya.co.jp/


2010年のアクセス解析です。1日のアクセス数3（ユニークユーザー2）という脅威の数字により
今回のリニューアルを決心いたしました。

伴いまして今回のリニューアルによって、今後の大幅なアクセスが予想されているので、それに

も耐えられるよう（5000万月間ページビュー相当）トップ画像を今までの183kb →　74.7kb　に
最適化しております。('A')b
というわけで、どうぞ　4月1日から　susi-paku web あらため　Pakuzine をよろしくお願いし
ます。

※　尚　上記内容につきましては、4月馬鹿さんによりすべてのデータはフィクションとなってお
ります。（アクセス解析だけ本物です）GIGAZINEさんすみません。('A')
来年はもう少し面白い内容にしたいと思います。お楽しみに



就職採用試験などに出されるwebテストが面白いので、例題とか解いたり作ってみま
した

webtest

最近の採用試験などで出されるらしいWEBテストなるものがあるという事を、toksatoさん がツィ
ートしていたので、思いっきり勘違いしてWEB制作会社の採用試験（情報処理試験みたいなやつ
）だと返信したsusi-paku　です。(‘A’)　使っていない脳の部分をとっても刺激してくれる内容
となっております。

例題を含めて紹介した詳細は下記からどーぞ

そもそもWEBテストって何？
SPIやらCABとか色々なテストが存在するみたいで、テストセンター（SPI2） 2012年度　実施企
業　にて紹介されているように多くの会社さんの一次、二次採用試験に導入されているようです

。問題の法則の傾向と対策をしっかりやっとけばある程度はすいすい解けそうな問題なんですけ

ども、約50問近い設問を９分程度で解かなくちゃいけないという制限もあったりと、難解の問題
を時間をかけて解くとは違う脱出ゲーム的な感じのテストとなっており、なかなか楽しめる感じ

です。（昨日は鶴亀算ばっかりやってました。）

っというわけで、例題とか作ってみたのでやってみて

こういったWEBテストでは玉手箱というシリーズが有名みたいですね。後述で紹介するサイトさ
んから出題されていたのと似たような問題を作ってみましたのでどぞ。（答えも下記にて）

pasiks000486

この辺りは見積もり書作る時に暗算するので ぽぽぽぽーん ですね。
正解は→　【　D　】　※ドラッグで反転させてね

http://twitter.com/#!/toksato
http://www.spinote.jp/testcenter/testcenter02.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ce236ca75c2e_8053/pasiks000486.jpg
http://azflash.net/az/fla/popopopon.swf


pasiks000487

この辺も計算しなくても何となくこのくらいの粗利だなっとか判断できますね。

正解は→　【　C　】　※ドラッグで反転させてね
pasiks000488

小学生の頃に解いた鶴亀算ですね。

正解は→　【　B　】　※ドラッグで反転させてね
個人的に面白かった例題は玉手箱シリーズさんを紹介している

就活ネットワークの就職試験完全対策！さんの例題

pasiks000489

このワインの問題は時間がかかりました。これ１分以内で解くらしいです。正解は→　【　A
の210　】　※ドラッグで反転させてね
こんなWEBテストという問題が就職採用試験などで出題されているそうです。

例題が沢山紹介されているサイト

ＳＰＩ試験問題　【完全対策】〜ＳＰＩ２対応〜

例題が沢山出題されています。ジャンルごと対策ができますね。

cab・gab試験対策集会所

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ce236ca75c2e_8053/pasiks000487.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ce236ca75c2e_8053/pasiks000488.jpg
http://jitsumup.weblogs.jp/sknetwork/2006/07/post_939e.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ce236ca75c2e_8053/pasiks000489.jpg
http://saisokuspi.com/
http://www.hatikai.info/index.html


ここも例題が沢山用意されています。各対策ガイドも用意されてます。

SPI2-GAB-CAB.NET
日々新しい問題が出題されます。頭の体操にはちょうどいいですね。

WEBテスト・TG-WEB・難解verの練習対策ページ　WEBテスト.jp
非常に難解な問題も用意さていたりします。勉強になりますね。

【玉手箱対策用】必勝・就職試験! 8割が落とされる「Webテスト」完全突破法【1】2012年度版
SPIノートの会

おまけ

個人的には、今回紹介したWEBテストとは関係ないのですが、昔話題になったビルゲイツの面接
試験

Open ブログ: ◆ 富士山をどう動かしますか？

ビル・ゲイツの面接試験—富士山をどう動かしますか? ウィリアム パウンドストーン
みたいな内容は素晴らしい試験だと思いますね。

マンホールのふたがなぜ丸いのかとかマイクロソフトの試験ですね。

っと言う感じで、就職してしばらく経過した人とか、最近脳みそ使ってない人とか是非チャレン

ジしてみてくださいね。('A')ノおしまい

http://blog.spi-gab-cab.net/
http://webtest.jp/dif.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862485901/susipaku-22/ref=nosim
http://openblog.meblog.biz/article/2951064.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4791760468/susipaku-22/ref=nosim


勇気をもらった！復興支援チャリティーマッチのカズの劇的ゴールなど出場した選手
をまとめてみました

jreag

29日に東北関東大震災の復興支援として行われた日本代表VSJリーグ選抜のチャリティーマッチ
はカズの劇的ゴールなどで、大盛り上がりを見せ数多くの人に勇気や希望を持たせてくれたので

はないでしょうか。

サッカーに興味がない人も今日の試合を見てさまざまな感動を覚え興奮冷めやまずといったとこ

ろでしょう。自分もそのひとりなわけですが、せっかくなので登場した選手の詳細を知らない人

もいるはずだと、自分も久々に選手の詳細を知りたくWIKIっていたのでついでに記事を書かせて
もらいました。

復興支援チャリティマッチに出場した選手の詳細については下記からどーぞ。

今回のチャリティマッチの詳細

jj

日本代表のメンバーは

GK
川島永嗣　(リールス/ベルギー）　
西川周作　(広島)
東口順昭　(新潟)　

DF
伊野波雅彦　(鹿島)
岩政大樹　(鹿島)
槙野智章　(ケルン/ドイツ）　
長友佑都　(インテル/イタリア）　



内田篤人　(シャルケ/ドイツ)　
森脇良太　(広島)
今野泰幸　(FC東京)
吉田麻也　(ＶＶＶ/オランダ)　
栗原勇蔵　(横浜FM)

MF
遠藤保仁　(G大阪)
細貝萌　　(アウクスブルク/ドイツ)　
柏木陽介　(浦和)
長谷部誠　(ヴォルフスヴルグ/ドイツ）　
阿部勇樹　(レスター・シティ/イングランド)　
本田拓也　(鹿島)

FW
松井大輔　(グルノーブル/フランス)　
岡崎慎司　(シュトゥットガルト/ドイツ）　
家長昭博　(マジョルカ/スペイン）　
前田遼一　(磐田)
藤本淳吾　(名古屋)
本田圭佑　(ＣＳＫＡモスクワ/ロシア)　
李忠成　　(広島)
乾貴士　　(C大阪)
Jリーグ選抜は

GK
川口能活（磐田）

楢崎正剛（名古屋）

DF
新井場徹（鹿島）

小宮山尊信（川崎）

中澤佑二（横浜FM）
田中マルクス闘莉王（名古屋）

茂庭照幸（C大阪）

MF



関口訓充（仙台）

梁勇基（仙台）

小笠原満男（鹿島）

中村憲剛（川崎）

中村俊輔（横浜FM）
小野伸二（清水）

駒野友一（磐田）

FW
原口元気（浦和）

ハーフナー・マイク（甲府）

平井将生（G大阪）
大久保嘉人（神戸）

佐藤寿人（広島）

三浦知良（横浜FC）
っとまぁ、なんて豪華な選手なんでしょうか。これは定期的に行ってほしいくらいですね。

何度見てもいいゴールですね。

Ｊリーグ公式サイト：Photo：キングが魅せた！ニッポンに元気を与えるカズゴール！
日本代表ゴールシーン

前半の日本代表の強さと本当にはじめてのフォーメーションかと思うくらいの機能っぷりでし

たね。('A')いい試合でした。

出場した選手をWIKIと動画で紹介してみます。

今回は新旧メンバーが多数出場しているわけで　サッカー好きならメンバーは多少なり詳細を知

っているけども、知らないで観戦していた人は、、、、、っという状態だったのじゃないかなっ

と思い、興奮冷める前に少しでも選手の詳細がわかればと　まとめてみました。

GK　ゴールキーパー

東口順昭 - Wikipedia
西川周作 - Wikipedia
川島永嗣 - Wikipedia
川口能活 - Wikipedia
川口と言ったらアジアカップのPKですよね。
楢崎正剛 - Wikipedia

DF　ディフェンダー

http://www.j-league.or.jp/pv/p/00005871.html
http://www.youtube.com/watch?v=qEjt4_0Ghq8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8F%A3%E9%A0%86%E6%98%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B7%9D%E5%91%A8%E4%BD%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E5%B3%B6%E6%B0%B8%E5%97%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E8%83%BD%E6%B4%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/????
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%87%8E%E6%B3%A2%E9%9B%85%E5%BD%A6


伊野波雅彦 - Wikipedia
岩政大樹 - Wikipedia
槙野智章 - Wikipedia
長友佑都 - Wikipedia
【日本代表】長友佑都、インテル移籍へ...明治大学応援団→ＦＣ東京→インテル　俺が大恐縮
今の日本代表では欠かせないサイドですね。

内田篤人 - Wikipedia
森脇良太 - Wikipedia
今野泰幸 - Wikipedia
吉田麻也 - Wikipedia
栗原勇蔵 - Wikipedia
新井場徹 - Wikipedia
小宮山尊信 - Wikipedia
中澤佑二 - Wikipedia
田中マルクス闘莉王 - Wikipedia
茂庭照幸 - Wikipedia

MF　ミッドフィルダー

遠藤保仁 - Wikipedia
細貝萌 - Wikipedia

柏木陽介 - Wikipedia
長谷部誠 - Wikipedia
阿部勇樹 - Wikipedia
本田拓也 - Wikipedia
関口訓充 - Wikipedia
梁勇基 - Wikipedia
小笠原満男 - Wikipedia
中村憲剛 - Wikipedia
中村俊輔 - Wikipedia

このFKは本当にすごかったなぁ。('A')
小野伸二 - Wikipedia
駒野友一 - Wikipedia

FW フォワード

松井大輔 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%94%BF%E5%A4%A7%E6%A8%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%99%E9%87%8E%E6%99%BA%E7%AB%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%8F%8B%E4%BD%91%E9%83%BD
http://azuki100.blog65.fc2.com/blog-entry-4654.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E7%94%B0%E7%AF%A4%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E8%84%87%E8%89%AF%E5%A4%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E9%87%8E%E6%B3%B0%E5%B9%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%BA%BB%E4%B9%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/????
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E4%BA%95%E5%A0%B4%E5%BE%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%AE%AE%E5%B1%B1%E5%B0%8A%E4%BF%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%BE%A4%E4%BD%91%E4%BA%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9%E9%97%98%E8%8E%89%E7%8E%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%82%E5%BA%AD%E7%85%A7%E5%B9%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E8%97%A4%E4%BF%9D%E4%BB%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%B2%9D%E8%90%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%8F%E6%9C%A8%E9%99%BD%E4%BB%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%B0%B7%E9%83%A8%E8%AA%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E9%83%A8%E5%8B%87%E6%A8%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E7%94%B0%E6%8B%93%E4%B9%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E5%8F%A3%E8%A8%93%E5%85%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%81%E5%8B%87%E5%9F%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E6%BA%80%E7%94%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E6%86%B2%E5%89%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E4%BF%8A%E8%BC%94
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E4%BC%B8%E4%BA%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%92%E9%87%8E%E5%8F%8B%E4%B8%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E4%BA%95%E5%A4%A7%E8%BC%94


松井大輔 - Wikipedia
岡崎慎司 - Wikipedia
家長昭博 - Wikipedia
前田遼一 - Wikipedia
藤本淳吾 - Wikipedia
本田圭佑 - Wikipedia
李忠成 - Wikipedia

これはカッコよかったなぁ、コンフェデもがんばってほしいですね！

乾貴士 - Wikipedia
原口元気 - Wikipedia
ハーフナー・マイク - Wikipedia
平井将生 - Wikipedia
大久保嘉人 - Wikipedia
佐藤寿人 - Wikipedia
三浦知良 - Wikipedia
何度見ても感動しますね！

以上、本当に感動した試合でした。

これで少しでも被災した人々そして、この日本の人たちが復興への勇気が出ればと思います。明

日からがんばりましょう。('A')b

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E6%85%8E%E5%8F%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E9%95%B7%E6%98%AD%E5%8D%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/????
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E6%9C%AC%E6%B7%B3%E5%90%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E7%94%B0%E5%9C%AD%E4%BD%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E5%BF%A0%E6%88%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%BE%E8%B2%B4%E5%A3%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%8F%A3%E5%85%83%E6%B0%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E4%BA%95%E5%B0%86%E7%94%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%98%89%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%97%A4%E5%AF%BF%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%9F%A5%E8%89%AF


Sendoidがスゴイ！簡単にファイルをアップロードしてダウンロード（共有）でき
るサービスを利用してみた。（動画あり）

sendoid

簡単にファイルをアップロードできて、大容量（1GBクラス）の転送も速く、しかも暗号化認証
されてて、ダウンロードも簡単に行えるという３拍子揃った、ファイルのやり取りを行うことが

できるサービスSendoid って知らないの？っと罵られたsusi-pakuです。(‘A’)
これ、本当に便利です。ファイルストレージとか国内で提供しているファイル制限があるサービ

スとか使えなくなるくらいです。

Sendoid でファイルのやり取りを行う方法の動画とかは下記からどーぞ
Sendoid - Instant, Private, P2P File Transfers

どういうサービスなんでしょう。

pasiks000480

よくある、ファイル共有サービスな感じです。

先日GIZMODEさんでも紹介されたサービスで、話題になりましたね。
新しくスタートした大容量ファイル転送サービス「Sendoid」がかなり使える！ : ギズモード・ジ
ャパン

送りたいファイルをSendoid 上にアップロードする　→　発行されたURLを相手に教える　→　
そのURLを開いてダウンロードする。こんな感じでスムーズにファイルのやり取りを行うことが
できるわけです。

メールやらFTPやらで　相手方に送信できそうにない巨大ファイルなんかも転送でき、
128BIT（AES）の暗号化でP2Pにてデータのやり取りを行われます。安心ですね。('A')　複数フ

http://sendoid.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e17583140f25_648E/pasiks000480.jpg
http://www.gizmodo.jp/2011/03/sendoid.html


ァイルの転送には対応していないので、複数ファイルを転送する場合、容量が大きくなったとし

ても利用するのが可能なので圧縮するのがベストですね。

っというわけで、使い方

この動画を見れば一連の使い方（アップロードもダウンロードも）わかると思われます。

段階を踏んで静止画にて説明します、まずはSendoidのホームページを開きます。
Sendoid - Instant, Private, P2P File Transfers
では、さっそくアップロードを行ってみます。

pasiks000481

右上の緑色の項目をクリックするとアップロード画面が表示されます。

pasiks000472

アップロードするファイルを選択します。っとウィンドウが立ち上がるのでファイルの選択を行

います。

pasiks000460

すると次は、こんな画面が表示されます。

■　Set a Password  ■Reusable link?
どういう意味か説明すると

pasiks000482

■　Set a Password はパスワード付にするか、

http://sendoid.com/
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pasiks000475

■Reusable link?　は何度もダウンロード可能にするか（再販）
っというチェックボックスになってます。Reusable Linkにチェックが入っていない状態だと、１
度ダウンロードされたファイルは次にアクセスしてもダウンロードすることが出来ないので注意

が必要となってます。

pasiks000473

Share Files を選択すると　自動的にアップロードを開始してくれます。
pasiks000477

アップロードが完了するとURLが発行されるので、そのURLを相手方に教えるわけです。
http://Sendoid.com/kb6dy
上記URLを開くことで自動的にそのファイルがダウンロードできるサイトが表示されます。
pasiks000478

これは楽ちんですね。UIも簡単でわかりやすいし、ぜひとも日本語対応にしてもらいたいですね
。('A')

Adobe　AIR　を利用したソフトからもアップロード可能です。

Sendoid：これで巨大ファイルの共有が苦痛でなくなる
Tech Crunch さんの翻訳によると、大きなファイルを送信するときは専用のデスクトップアプ
リ（ADOBE　AIR）の使用を促されるとの事でインストールして使ってみました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e17583140f25_648E/pasiks000475.jpg
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pasiks000483

トップ左下にある Launch Sendoid　にアクセスして専用アプリをインストールします。
pasiks000465

Adobe　Air　が必須になるので、ソフトはこちら リッチインターネットアプリケーション |
Adobe AIR
pasiks000466

ソフトを起動してみます。

pasiks000469

ファイルのD&Dで自動的にアップロードを行ってくれます。確かに大きなファイルだと転送中ブ
ラウザを開いている都合があるので、その点アプリで行うのはいい事ですね。

ちなみに、現在Andoroid 版や　iphone 用なども開発を行っているようです。これは神アプリにな
るんじゃないかと期待しています。('A')是非利用してみくださいな。おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e17583140f25_648E/pasiks000483.jpg
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CS-CART 商品オプションを利用して、同じ仕様の商品を複数登録する方法　その2

cscartopp

同じ商品を型番ごとに複数登録するとカテゴリ内がごちゃごちゃしちゃったりと、利用するユ

ーザー側からしたら利用しにくいという事になりがちです。

例えば、今回紹介する　ピザ　を例に紹介すると、サイズごとに価格が違うわけですから、　ト

ロピカルピザ【Sサイズ】　という商品　トロピカルピザ【Mサイズ】　という商品を追加しなく
てはならない為、どうせなら　トロピカルピザ　という商品ひとつにして、お客さんにSサイズ・
Mサイズなどのサイズを選択できるようにできないかという設定をオプションを利用して行う方
法です。

商品オプションを利用して複数商品をまとめたり、プラス表記を消したりする方法（テンプレス

キンもしくはフック）の設定については下記からどーぞ

レッスン1：まずは今回やりたいことをまとめ

今回、トロピカルピザという商品例を使って説明したいと思います。('A')
まず、このトロピカルピザさんの仕様ですが、サイズは全部で【S/M/L/XL/3L】の５種類で当然サ
イズごとに価格は異なります。通常CS-CARTでこの商品を登録する場合、商品登録から下記のよ
うに登録を行います。

pasiks000436

合計でトロピカルピザだけで　5つの商品が登録されました。('A')　カテゴリを見てみますと。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dadca3a7ec89_5CDC/pasiks000436.jpg


pasiks000440

このように商品一覧が表示されるわけです。

はい、ここまでで気づいた人多いと思いますが、サイズごとに異なる＝商品登録を行っていた場

合　利用するユーザーはいちいち探すのが面倒になってしまいます。トロピカルピザが５種類だ

から　まだいいですが、これが30種類とかあった際には商品一覧に３０種類もの中からサイズを
選ぶとか　どう考えてもめんどくさがり屋は違うサイトに行ってしまいます。

っというわけで、トロピカルピザという商品をひとつにまとめて、その商品の中でサイズを選択

できたらいいですよね。

pasiks000447

こんな感じね。宅配ピザをWEB上で注文するときは　こんなインターフェイスだと思われます。
('A')　っというわけで、このオプション機能を利用してサイズごとに商品を登録するという方法
を書いてきます。

レッスン2：オプションを利用して複数商品を登録

レッスン1の最後のおさらいとしてオプション利用の方法を紹介します。
※前回の書いた記事を参照してもOK
CS-CART 商品オプションを利用してBTOっぽい販売システムの設定方法　その１:susi-paku
website
pasiks000445

まずは、単品のトロピカルピザを登録します。（価格は無視してください）

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dadca3a7ec89_5CDC/pasiks000440.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dadca3a7ec89_5CDC/pasiks000447.jpg
http://www.susi-paku.com/pakucs-cart-bto.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dadca3a7ec89_5CDC/pasiks000445_1.jpg


pasiks000442

サイズ・ラジオボックスを選びバリエーションを編集

pasiks000446

バリエーションにて各サイズを入力します。

pasiks000447

このように入力したオプションが価格に追加されるようになるわけですが、ここで注意ですね。

各ピザのサイズ+ピザの価格が入ってしまってます。どういう事かと言うと 本来のSサイズのピザ
は500円にも関わらず　トロピカルピザ（生地代？）1000円が含まれて　合計金額1500円になっ
てしまっているんですね。　なので、価格の部分を下記のように　ゼロ円と入力しなくてはなら

ないです

pasiks000448

pasiks000449

それっぽくなってきましたね。価格をゼロ円にした場合、一番上のポジションが選択されるよう

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dadca3a7ec89_5CDC/pasiks000442.jpg
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になる為ポジションの位置を確認することと、商品一覧などを利用する際は価格がゼロ円になっ

てしまうので　一部使用できないものも出てきてしまいます。

レッスン3：プラス表示を消したい

どういう事かと言うと下記画像を参照してください。

pasiks000450

現在、サイズごとの右横にプラスいくらという表記がされているわけですが、この価格表記の部

分のプラスを消す方法になります。

pasiks000451

こんな感じね。プラス表示が外れた事によって　個々の製品であるというのが目視で確認できる

ため　レッスン1のように同じ製品で仕様ごとに複数商品登録しなくても　オプションを利用する
ことによってすっきり表示させることができますね。('A')　たとえば応用としては
pasiks000453

こんな感じで　セレクトボックスのみ　プラス記号を付加できたりします。

やり方はスキンファイルを直接編集する方法とテンプレートフックを利用する方法の２種類があ

ります。('A')
※　ご教授くださった@pierrefrogmanさんありがとうございます。
スキンファイルでの変更のやり方ですが、デザイン→テンプレートエディタを選択します。

pasiks000454

skins/ご利用中のスキン名/customer/views/products/components/product_options.tpl
pasiks000452
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を編集します。ここの52行目の
display_sign=true
display_sign=false
に変更するとラジオボックスのプラス表記が消されるようになります。

pasiks000417

ちなみに37行目の　display_sign=true　を変更するとセレクトボックスのプラス表記が変更され
63行目のdisplay_sign=true　を変更するとチェックボックスのプラス表記が変更されます。('A')
＜スキンファイルでの変更のデメリット＞

CS-Cart本体のアップグレードを行うとファイルが上書きされ、変更内容が破棄される場合があり
ます。

その際は再度同じ内容の変更を加える必要があります。

テンプレートフックを利用する場合は

http://www.susi-paku.com/patch_20110322.zip

【公式から配布OKとの了解を得てます】
pasiks000455

上記のように利用中のスキンにファイルをアップロードします。

デザインの変更 | CS-Cart Docs　ここを参照にしてください。
このフック上で　true →　false を行えばOKというわけです。
pasiks000425

　＜デメリット＞

他のアドオンでフックポイントproducts:options_modifiersを利用している場合、それらのフック
ポイントにおける変更内容がサイトに反映されなくなります。デフォルトでこのフックポイント

を使用しているのはポイントアドオン利用時の商品詳細ページにおけるポイント数表示です。ポ

イントアドオンを利用している場合にはテンプレートスキンでの変更方法で対応することをおす

すめします。

おまけ（その他の設定）

カートに追加の際と購入決算画面（ステップ4）にてプラス表記がされるので
/skins/basic/customer/common_templates

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dadca3a7ec89_5CDC/pasiks000417.jpg
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pasiks000456

ptions_info.tpl　ここのdisplay_sign=true　を変更するとプラスが消えます。
っと言う感じでオプション機能を有効的に使用してみましょう。('A')

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dadca3a7ec89_5CDC/pasiks000456.jpg


今だ！PS3のキャンペーンサイトが改善される。公開された時のカオスをもう一度まと
めてみました。

ps3

ちょうど、東北大震災の発生直前に”楽天の商材サイトみたいで胡散臭すぎ”っと話題になった『
今だ！PS3』のキャンペーンサイトが、いつの間にか改善され小奇麗なページに差し替わってら
っしゃいました。(‘A’) 誰が見たってこれネタだろうっと思われるクオリティをソニーの公式が公
開したという点が話題になったわけですが、新しいページがあまりにもつまらないので せっかく
だから以前のサイトを検証しながらここで紹介してみたいと思います。

今だPS3の楽天の商材サイトのようなページの詳細は下記からどーぞ。

現在（修正後）のページを確認してから、以前（カオス）のページを見て比較

現在は残念ながら、小奇麗なページに差し替わってしまってます。

今だ！PS3®キャンペーン | プレイステーション® オフィシャルサイト
2011年3/11〜2011年4/17っと本当に震災前日からの驚きキャンペーンだったのがわかります。ｗ
pakisu000390

これが現在のページだね。('A')　綺麗にまとまりすぎてて、torne 「トルネ」を知らない人にとっ
ては　どうお得な商品なのか理解できないと思われます。

http://www.jp.playstation.com/ps3/imada/index.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/796a99924377_3BF/pakisu000390_2.jpg


以前のページはどんなクオリティだったのでしょうか。魚拓がありましたので、それで紹介。

http://www.jp.playstation.com/ps3/imada/index.html - 2011年3月10日 21:26 - ウェブ魚拓
はちま寄稿さんのところに全体画像もあります。

【これは酷い】SCE公式の「今だ！PS3キャンペーン」サイトが楽天の商品ページ並 : はちま起
稿

352.mime4

357.mime4

366.mime4

pakisu000396

pakisu000392

http://www.jp.playstation.com/ps3/imada/index.html - 2011?3?10? 21:26 - ?????
http://blog.esuteru.com/archives/2639304.html
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375.mime4

これでOK出した広報担当の勇気とソニーのやる気に感服です。
よく見かけるSEOの商材売ってるサイトとか元日本代表のドリブルテクニックを紹介しているサ
イトとかよりもクオリティが高くて笑えます。

364.mime1

もうね、この辺の表現とか、

pakisu000399

うわっ・・・私の年収低すぎ・・・？　を思い起こされるのは考えすぎでしょうかね。

私の年収低すぎ!?ジェネレーター
watashino

ちょっと、作ってみました。('A')　違和感なすぎてワラタ。確かに年収低いだろうなと納得して
しまったらNGなんでしょうか。（笑

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/796a99924377_3BF/375.mime4_2.jpg
http://seoken.net/seo_pro111.html
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しまったらNGなんでしょうか。（笑

ネタサイトの割にはしっかりデザインはされてた。

これ系の商材サイト＠楽天とか＠Y!だと、とにかく目立たせればいいというようなデザインなん
ですが。このサイトについては意外とデザインのツボは抑えて作成されていました。

まず、参考にしてもらいたいのは　DTPとかでは重要な文字組のポイントを紹介しているサイト
さん

[Webデザイン] 文字組みについて本気出して考えてみた :: Stocker.jp / diary
このデザインのコツを参照に今回のソニーのサイトを確認。

pakisu000400

pakisu000397

数字と単位の大きさを強調するところ。

pakisu000401

pakisu000402

助詞は小さいフォントを利用する。

っというところは基本できていたので、ただ作り上げただけというわけではなく　あくまでもネ

タ的な感じで故意で作り上げた可能性が高い気もします。炎上マーケティングだとか色々騒がれ

る昨今、こういう広報もありっちゃありだなと・・・

おまけ

今現在もキャンペーン中でして、うちのアドセンスの部分も

http://stocker.jp/diary/typographic/
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pakisu000394

こんな感じで　今だ！PS3という広告部分が表示されるんですが、この広告部分を以前のような
広告にしたら

penioku

こうなります。ｗ　これはペニオクサイト（詐欺）の広告みたいだね。表現ひとつでここまで変

わるとは勉強になりますな。

('A')おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/796a99924377_3BF/pakisu000394_4.jpg
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FIRE FOX4 がリリース、WEB制作に便利な気になるアドオンをまとめて紹介

firefoxad

使えば使うほど重たくなったりと、随分とGoogle chromeに移行する人が増えてしまっ
たFIREFOX愛好のsusi-paku です。(‘A’)バージョンアップごとに対応アドオンが消滅（導入でき
ない）してしまう仕様を含め、WEB制作に便利なアドオンをまとめてみましたので紹介します。
バージョン未対応でもアドオン導入とWEB制作に便利なアドオンの詳細は下記からどーぞ。

次世代ブラウザFIREFOX4

firefox01

次世代ブラウザ Firefox - 高速・安全・カスタマイズ自在な無料ブラウザ
という文言とここが新たなる出発点というタイトルで登場でございます。html5対応、処理が６倍
速くなった、とか改善された点・追加された点など知っておくと便利な感じです。Mozilla Re-
Mix: 【Firefox 4.0 正式版】リリース。速攻レビュー。さんで機能の紹介などがされているので、
参考にしてください。貼り付けて移動とか、貼り付けて検索という機能なんてあったのね。('A')

FIREFOX3→4 に移行すると、バージョンアップされていないアドオンが使えなく
なる罠を回避

tukaenai

バージョンアップごとに対応していないアドオンが切り捨てられてしまう　→　chrome に移行す
るというユーザーが増えるんですが、GIGAZINEさんでも取り上げられたFirefox4で動作しないア
ドオンを動作させる方法 - GIGAZINE　を利用することにより、旧アドオンを利用することがで
きちゃいます。('A')
ためしに、この記事を書いている時には対応していない　TV-FOX - Watch TV Online :: Add-ons
for Firefox　をインストールしてみます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FIRE-FOX4-_14611/firefox01_2.jpg
http://mozilla.jp/firefox/
http://mozilla-remix.seesaa.net/article/191947863.html
http://gigazine.net/news/20110323_firefox4_uncompatible/
https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/tv-fox-watch-tv-online/


pakisu000351

まずは、旧タイプのアドオンを強制的にインストールできる　Nightly Tester Tools :: Add-ons for
Firefox　を導入します
pakisu000000

名前をつけて保存していた、tv-fox のアドオンを強制的にインストール
pakisu000373

インストールされているのを確認し、ソフトの起動を行ってみます。

pakisu000352

ばっちり導入できてますね。('A')b これで使い慣れてきたアドオンを切り捨てしなくてもよくなり
ますね。（※ちなみに一部のアドオンをこのモードで行っても動作しないのがありました。アド

オン名は伏せておきますが、自己責任でトライしてみてくださいね。）

FIREFOX　ANDROID対応版も同時にリリース

doroid

ドロイドくんが狐化した容姿が妙に可愛い phone用ブラウザ版も同時リリースされてます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FIRE-FOX4-_14611/pakisu000351_2.jpg
https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/nightly-tester-tools/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FIRE-FOX4-_14611/pakisu000000.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FIRE-FOX4-_14611/pakisu000373_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FIRE-FOX4-_14611/pakisu000352_2.jpg
https://market.android.com/details?id=org.mozilla.firefox


Mozilla Firefox Web Browser - Android Market
pakisu000371

pakisu000374

というわけで、早速Android2.2タブレットLight Tab にインストールできるかテストしてみます。
R0016051

結果はこんな感じ。NTT docomo ZTE Light と表示されインストール画面からまったく進まない状
態で断念でした。sync使いたかった・・
pakisu000375

ユーザーレビューも低い評価が目立つので今後の改善に期待ですね。

WEB制作におすすめな気になるアドオンを紹介してみます。

※基本的には現在FIREFOX4対応しているアドオンのみ
color

ColorZilla for Firefox - Eyedropper, Color Picker and much more
ブラウザ上のカラーをスポイトで選択することで、16進法のカラーを取得できるアドオンです。
WEBデザイナー必須ですね。
sync

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FIRE-FOX4-_14611/pakisu000371_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FIRE-FOX4-_14611/pakisu000374_2.jpg
http://www.susi-paku.com/paku7android22light-tab-1.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FIRE-FOX4-_14611/R0016051.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FIRE-FOX4-_14611/pakisu000375_2.jpg
http://www.colorzilla.com/firefox/


Mozilla Labs » Sync
FIREFOX4からデフォルトでインストールされてるアドオン。ブックマークだけではなく、履歴
やパスワードも他のPCで同期可能
mesure

MeasureIt - Firefox, Chrome ruler extension for web developers
ブラウザ上で、寸法を測ることができるアドオンです。以下で紹介するWeb Developer、と併用
してマージンの設定とか行ったり、特に画像サイズの割り当てなんかに利用させてもらってます

。

webd

Web Developer
こちらもWEB制作必須アドオン。WEBサイトのCSSの中身を確認したりと秀逸な機能です。
pakisu000381

ブロック枠で表示させたりとか、カッコイイサイトの構成とか見るのにいいですね。

tabmix

Tab Mix Plus
タブを多段表示させたり、ブックマークから新しいタブを表示させたりできる、かゆいところに

手が届くアドオン

seotoolbar

SEO Toolbar for Firefox: Free Firefox SEO Extension / Browser Plug In
SEO系のアドオンは結構出ていますが、一番使い勝手とか表示がよかったのはこれ。ページラン

https://mozillalabs.com/sync/
http://www.kevinfreitas.net/extensions/measureit/
http://chrispederick.com/work/web-developer/
http://chrispederick.com/work/web-developer/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FIRE-FOX4-_14611/pakisu000381_2.jpg
http://tmp.garyr.net/
http://tools.seobook.com/seo-toolbar/


ク表示やY!links含みArchive.orの表示もついているのがお気に入り。（SEO Doctor も人気が高く
て結構いいアドオンだけどね。）

IEVIEW

IE View - Launch pages in IE from Firefox
FIREFOXのブックマークに入れている特定のサイトをIEで表示させるアドオン。自動的にIEが立
ち上がり表示してくれるので、docomoから提供されている imode.net のようにIEのみ対応という
罠サービスを利用している('A')←　人とかには重宝します。

pakisu000354

FIREFOXだとこのように表示されたり、真っ白い画面が表示される。
mozdev.org - coralietab: index　でも利用できるが、安定性を求めたらこっち
botan

Toolbar Buttons
ツールバーに様々な動作を実行させるボタンを追加させます。（タブを全部閉じたり、特定のア

ドオンの実行ボタン追加させたり）

user

User Agent Switcher
IE6.7.8やiphone3.0、googlebot なんかの表示を行ってくれるアドオン

mobile

http://www.prelovac.com/vladimir/browser-addons/seo-doctor
http://ieview.mozdev.org/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FIRE-FOX4-_14611/pakisu000354_2.jpg
http://coralietab.mozdev.org/
http://codefisher.org/toolbar_button/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FIRE-FOX4-_14611/user_2.jpg
http://chrispederick.com/work/user-agent-switcher/


Top - FireMobileSimulator.org
各キャリアデータをダウンロードすることにより　ほぼ全機種の携帯でどのように表示されてい

るかシュミレートしてくれるアドオン。モバイルコンテンツ作っている人は必須だと思われ。

grab

mozdev.org - grabanddrag: index
スマートフォンのようなスクロールを行う事ができるアドオン。普段指操作で慣れている人向け

。

という感じで、ざっとは以上となります。Logmein とか、まだまだ　FIREFOX4対応していない
アドオンが多々ありますが、今回の高速化や作業効率UPでもう一度使ってみてはいかがでしょ
うか。('A')

http://firemobilesimulator.org/
http://grabanddrag.mozdev.org/index.html


日本で初めてテリヤキバーガーを作ったモスの新作とばかうけ限定品を食べてみまし
た

teroyaki6

3月23日にテリヤキバーガーの元祖としてモスから発売された旨辛テリヤキバーガーをウマウマし
てきました。(‘A’) 日本で初めてテリヤキバーガーを作っただけはあるボリュームとなっており
ます。

限定品のばかうけとのレビューについては下記からどうぞ。

pakisu000347_thumb2

 

計画停電の節電によりライトは消えてました。電灯とかないと閉店している感じです。 

R0016036_thumb2

38年目の大ニュースというキャッチフレーズです。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1eba88824f8f_1112D/teroyaki6_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1eba88824f8f_1112D/pakisu000347_thumb2_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1eba88824f8f_1112D/R0016036_thumb2_2.jpg


pakisu000346_thumb2

 

ホームページではソースが飛び出しまくってます。 
MOS BURGER 

R0016032_thumb2

 

ばかうけも限定品で販売されていました。味はもちろん 
テリヤキバーガー味となってます。＠100円 

R0016031_thumb2

 

ひとくちサイズのおせんべい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1eba88824f8f_1112D/pakisu000346_thumb2_2.jpg
http://www.mos.co.jp/index.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1eba88824f8f_1112D/R0016032_thumb2_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1eba88824f8f_1112D/R0016031_thumb2_2.jpg


R0016041_thumb2

 

カロリーは183kcal となってます。 

R0016047_thumb2

 

確かに一口サイズの大きさで、サクサクと美味しいです。 
ぽたぽた焼きをしょっぱくした感じかなっと 

R0016046_thumb2

 

元祖テリヤキバーガーはこのボリュームのようです。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1eba88824f8f_1112D/R0016041_thumb2_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1eba88824f8f_1112D/R0016047_thumb2_2.jpg
http://www.kamedaseika.co.jp/item/brandIndex.html?brandId=2
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1eba88824f8f_1112D/R0016046_thumb2_2.jpg


R0016045_thumb2

 

んで、中身はこんな感じ！おー野菜すごい ('A') 

R0016044_thumb2

 

広告通り、野菜たっぷり。サブウェイのベジーデライトが大好物なので非常に満足のいく逸品で

ございました。('A') 

pakisu000348_thumb2

 

MOS BURGER｜メニュー | ハンバーガー | 旨辛テリヤキバーガー 
445kcal と意外とカロリー高いのね。 

テリヤキ好きの人はぜひ足を運んでみてくださいな。おしまい。 ('A')

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1eba88824f8f_1112D/R0016045_thumb2_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1eba88824f8f_1112D/R0016044_thumb2_2.jpg
http://www.subway.co.jp/menu/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1eba88824f8f_1112D/pakisu000348_thumb2_2.jpg
http://www.mos.co.jp/menu/hamburger/umakara_teri/


CS-CART 商品オプションを利用してBTOっぽい販売システムの設定方法　その１

btopc

DELLのBTOパソコン販売システムや、ピザのトッピングを追加するシステムのような、オプショ
ン品を順次選択して追加していく方法を紹介します。商品をサイズごと一気に登録しちゃった人

とか、カスタム商品やセット商品で構築しちゃった人(‘A’)←など、このオプション機能を利用す
ることで更新するのも楽になり必見です。ちなみにその2では応用を紹介したいと思います。
CS-CARTのオプションを利用した設定方法（動画あり）の詳細は下記からどうぞ

完成形はこんな感じです。

pasiks000410

まんま、BTOのパソコン販売となってます。('A')
ベース価格のパソコン本体に　各オプションを追加する（例えば　CPUをもっと性能がいいもの
を選びたい　とか、カラーを選択したいとかね）これが出来ると、商品登録を複数行わなくても

ひとつの商品で賄うことができちゃうと思われます。非常に便利ですね。

使ってみた動画をUPしてみたので参考にしてください。

オプションの機能を使ってみる

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9f05b51eccff_CBE1/pasiks000410.jpg


pasiks000393

まずは、普通に商品を登録しましょう。ここでは　ハイエンドPC　商品価格50000円というサン
プルを作って紹介します。

pasiks000394

この商品の編集を行います。商品タグのオプションを選択すると、登録されていませんという画

面が確認できます。

ここの画面右下にあるオプションの追加を押します。

pasiks000395

するとオプションの追加というウィンドウが表示されます。名前はオプションの名称ですね　と

りあえずCPUと入力しておきます。次にポジションはオプションが複数登録された場合の表示順
位になるので10ケタづつの数字を入力し、タイプを選択します。
pasiks000427

タイプの種類

全部で６種類のタイプを選択できます。セレクトボックス/ラジオボタン/チェックボックス/テキ
スト/テキストエリア/ファイル
セレクトボックスの表示は

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9f05b51eccff_CBE1/pasiks000393.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9f05b51eccff_CBE1/pasiks000394.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9f05b51eccff_CBE1/pasiks000395.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9f05b51eccff_CBE1/pasiks000427.jpg


pasiks000428

ラジオボックスの表示は

pasiks000430

チェックボックスの表示は

pasiks000429
テキスト/テキストエリア
pasiks000431

オプションを選択する画面ではこのように表示されます。参考にしてください。

 
pasiks000396

希望のタイプを選択したら、バリエーションの選択を行います。

増減の値をゼロ円にした奴は作っておきましょう。ポジションが一番上のオプションがデフォル

トで選択されるので、注意しましょう。

例えば、下記のようにポジションが低い値が一番上の場合、デフォルトで選択されるので金額が

マイナスされた状態がデフォルトとなります。

pasiks000406

一番上のポジション製品は【特別キャンペーン品】とかにして販売するなどの方法の時はいいか

もしれないですね。('A')

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9f05b51eccff_CBE1/pasiks000428_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9f05b51eccff_CBE1/pasiks000430_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9f05b51eccff_CBE1/pasiks000429.jpg
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pasiks000398

これで、ベース価格（50000円）にオプションの価格が追加されるわけです。

テキストや各ボタンの設定を追加してみる

pasiks000407

ラジオボタンを追加、説明の箇所を入力すると　販売画面で　？　のヘルプ項目が表示されます

。

オプションの追加と販売ページの確認設定について動画にて紹介

ストレージという項目を追加してみました。簡単ですね。

というわけで、便利なオプション機能の紹介【その1】でございました。
今回はベースとなる商品の価格にオプションで追加する設定方法でした。

次では、ベースとなる商品もオプション価格に追加する方法を紹介したいと思います。

pasiks000412

例えば、上記のような同商品で寸法や型番が異なる商品を販売しようとする際、複数商品を登録

しなくてはならないので、数量が増えてきた場合　見づらくなるし、管理も面倒になります。そ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9f05b51eccff_CBE1/pasiks000398.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9f05b51eccff_CBE1/pasiks000407.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9f05b51eccff_CBE1/pasiks000412.jpg


ういう場合などが解消されますです。ぜひ参考にしてくださいな。('A')ノ



『楽しければいいのです。』susi-paku web (&lsquo;A&rsquo;) 管理人のプロフィー
ルについて

pr02

サイトリニューアルに伴い、そろそろプロフィールらしいことでも書こうかなっと思い書いてみ

ましたsusi-paku (‘A’)です。実はドメイン取得してホームページを開設したのが2006年8月と4年半
という月日が経過していたことに驚き、このリニューアルもmovabletypeに移行してから5回目と
いう『ちょっとだけ老舗っぽいブログだね。』という事実を知ったのは最近です。

というわけで、自己アピール用FAQ含んだプロフィールについて読みたい人は下記からどーぞ。

このブログの趣旨とか

リアル仕事でクライアントに説明する時とかのメモ代わりに使えればいいなーっと思い始めたブ

ログです（＠３か月前ね。）　よく使ってもいないのに便利なツールとかWEBを紹介しちゃうサ
イトに違和感を感じて、『このサイト見てみな』的な利用価値があるサイトを目指していたりし

ます。

というのも独りで行動する事が多いので、情報収集は勉強も兼ねて必須なわけでして、『これ便

利そうだなぁー』っとピックアップする。　→　とりあえず使ってみる　→　これイイっすね。

('A') 　→　プレゼン　っという流れの日常となってます。
んま、情報収集っとカッコイイ事を言っときながら自己満足な記事が多々存在するのはGIGAZINE
の影響だと思ってあげてください。

自己紹介っぽいこと

生業はものづくりとWEB屋（主にデザイン）をやっています。CSS組んだりHTML5を勉強しなく
てすむDTP印刷関連が好物で、会社のロゴ考えたり　マスコット書いたりすると尻尾を振りなが
らイラストレーターを起動してます。

サイトは3.0から活用している movabletype を利用して構築してます。テンプレートを使っている
ように言われますけど全部オリジナルです。うちのサイト程度なら制作日数は賞味３日なので、

このくらいの仕事あればいいなと願います。

このブログは横浜県から配信してます、先日の計画停電ネタとかは絶賛地元情報をお送りしてい

るわけなので、横浜県民のみなさんは仲良くしてあげてください。横浜屋のラーメンとか美味し

いので一度食べに来ると幸せになれると思います。('A')

http://www.susi-paku.com/pakupost-18.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-38.html


よく聞かれる名前の由来ですが、すしぱく　だから寿司をぱくつく程好きなんだという事です。

決してsusi-suki さんという恩師が居て、susi-pakupakuという名前がいつの間にかsusi-paku と略
されたという事ではありません。

サブタイトルの『楽しければいいのです』の意味についてですが、特に意味ないです。('A')　つま
らないことでも楽しければいいと思えば良い事あるよね！っという事なので、深い意味はまった

くないため勘違いしちゃった人残念でした。

声優の音声収録とかやってるピコスタジオさんと懇意してます。格安で運営しているのでぜひ利

用して、声優さんと仲良くなってください。チャンスです。

pasiks000426

天丼マンの壊れっぷりが大好きなので、描いてみました。

tendonman2

05

過去に作ったやつとか

02
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http://picostudio.jp/index.html
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http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/susi-paku-web-A-_6F66/02_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/susi-paku-web-A-_6F66/019_2.jpg
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懐かしいなぁ。('A')
02

012

好きなサイトの紹介

GIGAZINE（ギガジン） 
たぶんほとんどの記事を読破しているくらい好きです。書籍も購入済み

痛いニュース(ﾉ∀`) - ライブドアブログ
1000mg
カラパイア

ハムスター速報

NAVER まとめ[情報をデザインする。キュレーションプラットフォーム]
ホームページを作る人のネタ帳

コリス

* YUKI YAMAGUCHI Design Portfolio * 作った物をまとめておくところ
二十歳街道まっしぐら

かちびと.net
[to-R]JavaScriptやSEO対策、CSS、Movable Typeなどの情報を発信
CS-Cart.jp ネットショップを始めるなら、このショッピングカート！
SYNCKGRAPHICA|札幌ホームページ制作と無料メールフォームCGI
マジキチ速報

痛い信者(ﾉ∀`) - 2ちゃんねるまとめブログ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/susi-paku-web-A-_6F66/07_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/susi-paku-web-A-_6F66/08_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/susi-paku-web-A-_6F66/01_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/susi-paku-web-A-_6F66/02_4.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/susi-paku-web-A-_6F66/012_2.jpg
http://gigazine.net/
http://www.susi-paku.com/pakugigazine-10gigazine.html
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/
http://1000mg.jp/
http://karapaia.livedoor.biz/
http://hamusoku.com/
http://matome.naver.jp/
http://e0166.blog89.fc2.com/
http://coliss.com/
http://yuki930.v-colors.com/profile/
http://20kaido.com/
http://kachibito.net/
http://blog.webcreativepark.net/
http://www.cs-cart.jp/
http://www.synck.com/index.html
http://majikichisokuhou.blog34.fc2.com/
http://i.2chblog.jp/


2ｃｈのコピペブログが好物です。

お気に入りの記事

僕が社長になってはじめてわかったいくつかの大切なこと。または川上さんから学んだこと -
Keep Crazy;shi3zの日記
中小企業や個人経営規模相手のWebディレクションで気をつけている１５のこと。｜笑顔を創り
たいＷｅｂ屋の日常

他のお気に入りの記事については

停電中や暇つぶしに 雑学・笑える・恐怖ネタまで"あとで読む推奨"お気に入りサイトをまとめて
みました。:susi-paku website

自己アピール用FAQしてみる。

web屋さんのための自己アピール用FAQテンプレート*ホームページを作る人のネタ帳
面白いテンプレートを作成されていたので、これは丁度いいと思い沿って答えてみました。('A')b
１）あなたがメインとしているスキルはなんですか？

法学部卒の文系もできるホームページ制作スキル/あとは画像加工とかデザイン全般/
２）これまでweb制作を行って一番安い金額での受注はいくらですか？
お金をもらえた案件であれば、5000円
３）それはどんな規模で、何人で行いましたか？

1人で25ページ/CMS/ブログ/ロゴ作成/
全てのページで社長の最終ダメだし　→　ゼロからやり直し　

DTP関連の案件とかもあったので餌をチラつかせられて口契約で制作したのはいいが、全く発注
はしてくれないわ予算はないわとかで　のらりくらり、とっても大赤字だったけど楽しければい

いのです。('A')b
４）これまでの受注額で最高金額はいくらですか？

100万くらい（保守など含むと　+α）
５）それはどんな規模で、何人で行いましたか？

プレゼンからフローの設定/デザイン/マーケティング/制作まで全部１人
６）制作にあたり、チームでの仕事を請けたときに最大何人でしたか？そこから得られたものは

ありますか？

２人（外注使ったのなら２社）、得た事　勉強になることばっかり。色々

７）これまでの仕事で嬉しかったことはなんですか？

自分では満足のいく出来具合で『これは一発OKだわ』っと自信満々で提案したら叱咤された時。(
マゾではないです）

10万くらいで作ったホームページを他社の人が見て、これって制作費50万くらいですか？っと言
われた時。

８）これまでの仕事でやばかったことはなんですか？

http://d.hatena.ne.jp/shi3z/20101211/1292015284
http://toksato.blog17.fc2.com/blog-entry-188.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-46.html
http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-857.html


メールマガジンを始めたいというお客さんが安易にメールクライアントのBCCで数千人に送るつ
もりが間違えてTOで送ってしまい　クレームの嵐。なぜか自分のせいにされたこと。
ショッピングサイトで実際の価格よりも1/10の値段で公開してしまいそれが、注文されたこと。
（クライアント側からもらったエクセル資料の価格が間違っていた為、助かる。ほんと今後きを

つけようと思った。）

プレゼンへ行った客先の社長に『ちょっとパソコンの調子悪いんだよ！』っと、PC見せてもらっ
たらどこかのアダルトサイトのスパイウェアにやられてて　お気に入り開いたら　無料エロサイ

トばかりと　ニヤニヤしてたら復旧している最中に社長夫人に見らればれた事。

９）どういうところに仕事のやりがいを感じますか？

ホームページなんて誰が見るんだ！っという頑固一徹な職人さんがいる会社のサイトを制作して

数か月後、ホームページも店舗として認識してくれるようになった時

１０）客観的にみて自分はどう見られていると思いますか？

パソコン詳しい人が御用聞きに来たよ。パソコン詳しいんだよね、FAX壊れたんだけど直せる？
みたいな感じ。

１１）過去にどんな仕事をされていますか？

月月火水木金金と仕事してました。職種は内緒。

１２）過去の仕事は現在の仕事にいかせていますか？

十分生かせていると思われます。（人脈除く）

１３）これまでガツンと来た名言、格言はありますか？最大５つまでお答えください。

十人十色

専門バカになるなオタクになれ　（GIGAZINE）
社長の最大の敵は幸福感だ　

僕が社長になってはじめてわかったいくつかの大切なこと。または川上さんから学んだこと -
Keep Crazy;shi3zの日記
言われるうちが花、言われなくなったらおしまい。

嫌な事は後回し、目先の欲だけを追い求める　（ウシジマくん）

１４）あなたにとってweb制作とはなんですか？
営業から企画、制作、と何でも出来る事

１５）web制作をしていて、自分が楽しいなと思うポイントはどこですか？
イラストレータを起動してニヤニヤしているとき。

１６）制作時に気をつけてないとはまる罠はありますか？

ホームページが完成し、最終確認を行う際　社長よりも女性達の意思決定の方が強いのを忘れ作

り直しを命じられる時

１７）制作時にこれは欠かせないというものや、している行動はありますか？

気分転換に巡回用のネタサイト回ること。

１８）あなたのweb制作に欠かせないツールはなんですか？最大３つまで、ブラウザを除く。

http://d.hatena.ne.jp/shi3z/20101211/1292015284


イラストレータCS5　ドリームウィーバーCS5　フォトショップCS5　は必須すぎるのでこれも
除くとしたら

windows live writer
windows live mesh
skype
１９）あなたの自慢できるアピールポイントはなんですか？

察してください。('A')
２０）これからあなたが勉強するべき事は何だと思いますか？最大５つまで。

cs-cart のhook 、html5/css3、WEBマーケティング、

あまり面白い内容ではなくてすみません。('A')
どうぞ、これからもsusi-paku webをよろしくお願いします。



電力使用率を確認・比較し節電をしよう！計画停電のエリアやグループ分けツール等
まとめてみました。

keikakuchiiki

平日は計画停電により全くと言っていいほど仕事にならない 横浜県民の susi-paku です。(‘A’) 道
を挟んだ反対側の地域は電気が煌々と点灯されていたので、ネットカフェを覗いたら満室だった

りと考えている事は皆一緒なんだなぁ〜と感じております。そんな計画停電が実施されて１週間

が過ぎようとしておりまして、様々な便利サイトが作られておりますので紹介いたします。

【3/24　追記しました。】
現在の電気使用量をツイッターでリアルタイムに知らせてくれる節電さんを追加しました。

東京電力 電気使用率の確認や計画停電のグループ分けツールなどの詳細は下記からどーぞ

現在の電気使用率を確認して更なる節電を！

 【現在の東京電力の電気使用量】

2008_2

 

電力の使用状況グラフ（当社サービスエリア内）｜東京電力 

ヤフーでも電気使用状況を確認することができます。 
東京電力、東北電力管轄の地域の方へ 効果的な節電と停電の対処方法をご案内します 

計画停電がなくても大規模停電のおそれもありますから常に警戒とこまめに保存することが大事

ですね。 
電力使用率99% あわや大規模停電の怖れ : 毎日がアキバ - 秋葉原のネタを毎日お届け 

file:///tmp/puboo/35209/127977/81c25c8d8b59d37b5c24/18500/epub/OEBPS/image/C8F6A8F8-E92D-11E0-B9B1-A81B058D85C2_l.gif
http://www.tepco.co.jp.cache.yimg.jp/forecast/index-j.html
http://setsuden.yahoo.co.jp/
http://blog.livedoor.jp/pienasite-model/archives/50809814.html


pakisu000339

 
（3/22の電気使用率） 

1時間単位で電気使用率を確認することができます。オレンジの部分が計画停電が実施されている
時間だそうです。これって、計画停電実施している時間帯でも結構な使用率なのが驚きます。 

2008年の夏の電力消費はどの程度だったのか比較してみます。 

2008_2

 

6500万kw とか、このままの状態が継続された場合、とてもじゃなく広域のグループで停電が発生
する可能性がありますね。 

でんきの情報広場では電気使用量について書かれています。参考になりますね。('A') 
日本の電力消費 － 電気事業の現状 ｜ 電気事業連合会【でんきの情報広場】
現在の電気使用量をリアルタイムにつぶやいてくれる節電さんもあります。

節電さんTwitter

さて、こんな現状なわけで、夏にも計画停電が実施されると示唆されてます。 
Ceron.jp - 東電 夏の計画停電避けられず NHKニュース

26日から25グループにエリアが細分化されます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b2bc0d84c67_14E63/pakisu000339_4.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b2bc0d84c67_14E63/2008_2_2.jpg
http://www.fepc.or.jp/present/jigyou/japan/index.html
http://twitter.com/#!/setsudensan
http://ceron.jp/url/www3.nhk.or.jp/news/html/20110322/k10014838441000.html


pakisu000340

 

東京電力の計画停電、全5グループから全25グループに3月26日(土)から細分化予定で「予報マ
ーク」も導入 - GIGAZINE 

エリアが細分化されることによって、第三グループだけれども実施されなかったり されたりする
ような事もありそうですね。 

自分のグループがどこに所属しているか検索できるサイトやツールを作成している有志の方が更

新しやすいようなAPIなんかも期待したいですね。

計画停電エリアをマップで確認

pakisu000341

 

計画停電MAP - Rolling blackouts map 

色別でどこの地域がどのグループ分けになっているのか目視できます。文字列ではわかりずらい

隣町などを確認できるので、 このグループは停電しているけれど、あそこの場所は停電してい
ない！とかに利用できそうです。 

※ 節電しているグループは自粛してくださいという事なので停電していない地域に行って電気を

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b2bc0d84c67_14E63/pakisu000340_2.jpg
http://gigazine.net/news/20110322_tepco_25groups/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b2bc0d84c67_14E63/pakisu000341_2.jpg
http://teiden.sou-sou.net/


使用すると同じ事なので、実施している際は極力避けるようにしましょうね。('A') 

グーグル先生からも計画停電情報がまとめられてます。 
こっちのマップは見ずらいですが、常に最新データなので安心して確認できますね。 
東日本 計画停電情報

便利な計画停電地域検索システム

先日GIGAZINEさんでも紹介された、計画停電グループ地域検索に郵便番号検索も追加されて非
常に便利です。また、パソコンからもアクセスして検索することも可能です。 

Light Tabでも利用可能！GPSの位置情報から計画停電のグループ分けを確認できるWEBア
プリ:susi-paku website 

pakisu000343

 

計画停電グループGPS検索 

本当に便利ですね。細分化されても更新を頑張ってほしいですね。 

他にもいくつか紹介します。 

郵便番号から計画停電グループを検索できる「計画停電エリア検索」 - GIGAZINE 

pakisu000344

 

http://teidenjapan.appspot.com/
http://www.susi-paku.com/pakulight-tabgpsweb.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b2bc0d84c67_14E63/pakisu000343_2.jpg
http://ymzkmct.net/teiden/
http://gigazine.net/news/20110314_nyatta_teiden/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b2bc0d84c67_14E63/pakisu000344_2.jpg


計画停電のエリアを検索できる「停電エリア検索システム」 - GIGAZINE 

アンドロイドアプリの計画停電情報です。GPS対応になってます。（検索までちょっと時間がか
かりますね。） 
pakisu000345

 
計画停電情報 - Android Market 

とりあえず、以上でございます。何か情報がありましたら追加していきたいと思います。('A')

http://gigazine.net/news/20110314_userlocal_teiden/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b2bc0d84c67_14E63/pakisu000345_2.jpg
https://market.android.com/details?id=com.okolabo.android.teidennotify


ひよこちゃんが可愛い！フタつきのチキンラーメンどんぶりセットを買ってウマウマ
してみました。

ra-men

地元のコンビニ＠ローソンで、ペヤングのやきそばとチキンラーメンどんぶりセットが山積みに

されていたので買ってみました susi-paku です。ひよこちゃんが随分と可愛くなったわけで子供
・女性向けな商品となっております。

卵を乗っけて食べたレビューや詳細については下記からどーぞ

R0016018

 

震災でコンビニの商品が品薄状態にもかかわらず 売れ残ってたので買ってみました。まだ入手で
きるところは多そうです。('A') 

チキンラーメン&フタつきどんぶりセット｜製品情報｜日清食品 
今年の２月発売になっているんですね。 

R0016019

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/842bb0242e85_83DD/ra-men_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/842bb0242e85_83DD/R0016018.jpg
http://www.nissinfoods.co.jp/product/p_3326.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/842bb0242e85_83DD/R0016019.jpg


キャラクターも随分と可愛く（良い意味で今風）なりました。 
ちなみに当時のキャラクターはこんな感じね。 

 

ニュース詳細｜ニュースリリース｜会社情報｜日清食品 

R0016020

 

カロリーは375kcal 

R0016022

 

箱から取り出してみます。どんぶりセットとチキンラーメン一食分が入ってました。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/842bb0242e85_83DD/125958759423516308412_2.jpg
http://www.nissinfoods.co.jp/com/news/news_release.html?nid=752
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/842bb0242e85_83DD/R0016020.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/842bb0242e85_83DD/R0016022.jpg


R0016023

 

どんぶり可愛いですね。 

R0016024

 

たまごをきれいに固める（豆）知識という紙。 
この通り作ってみることにします。 

R0016025

 

あらかじめどんぶりを温めておくらしいので、その通り熱湯でどんぶりを温めた状態にチキンラ

ーメン入れてみます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/842bb0242e85_83DD/R0016023.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/842bb0242e85_83DD/R0016024.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/842bb0242e85_83DD/R0016025.jpg


R0016026

 

くぼんだ所に卵をパカッっと乗せます。 

R0016028

 

出来上がり。('A')b いただきますと。 

R0016029

 

完食！ ちなみにオークションでは700円で落札されてました。 
「チキンラーメン どんぶり」の検索結果 - Yahoo!オークション 
記念に買ってみてはいかがでしょうか。おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/842bb0242e85_83DD/R0016026.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/842bb0242e85_83DD/R0016028.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/842bb0242e85_83DD/R0016029.jpg
http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?tab_ex=commerce&ei=euc-jp&fr=auc-prop&rkf=1&sb=desc&desc=%a5%c1%a5%ad%a5%f3%a5%e9%a1%bc%a5%e1%a5%f3%a1%a1%a4%c9%a4%f3%a4%d6%a4%ea&auccat=0&acc=jp&f=0x12&alocale=0jp&mode=2


停電中や暇つぶしに 雑学・笑える・恐怖ネタまで&rdquo;あとで読む推奨&rdquo;お
気に入りサイトをまとめてみました。

iroirosita

Light Tabを購入してから、計画停電中はあとで読む機能が重宝するわけで、そんな利用をしてい
る人は自分だけではないはずだと勝手に思い込み、溜めて来た面白いサイトとか勉強になるサイ

トをコメント付で一気にまとめて紹介してみます。(‘A’)

susi-paku のコピペブログ多めのまとめは下記からどーぞ

おススメ雑学・ビジネスネタ

zatugaku

 

5秒でわかる世界で最も正確な性格テストは、意外と当たっている（マイスピ） - 才職兼美 -
livedoor ニュース 
これ系のサイトは面白いよね。 

「昼寝をすると頭脳の働きが向上」：研究結果 | WIRED VISION 
寝落ちも向上するのかなｗ 

【レポート】PCを長時間使用する人は要注意「VDT症候群」とは - チバビジョンフォーラム | ラ
イフ | マイコミジャーナル 
怖いですね。 

【見るの？】知らないほうが幸せな雑学【お勧めしません】 - NAVER まとめ 
まさに無知は罪と思うくらいいいネタですね 

http://www.susi-paku.com/paku7android22light-tab-1.html
http://news.livedoor.com/article/detail/4234955/
http://wiredvision.jp/news/201004/2010042719.html
http://journal.mycom.co.jp/articles/2010/06/24/cibavision/index.html
http://matome.naver.jp/odai/2127296072264718201


やる夫が900兆円の借金について学ぶようです 後編 働くモノニュース : 人生VIP職人ブログwww 
IMFに管理される日はいつごろになりますかね。 

らばQ:実は隠された裏の意味を持つ企業ロゴいろいろ 
やっぱりamazonのロゴが一番好きだなぁ。 

原価を知ったら驚いてしまう真実 
コンタクトレンズは作る機械が高いからねー。あと刃物も 

嘘を見破るには、巧妙な嘘つきの10の特徴を知ろう : ライフハッカー［日本版］ 
うんうん、これは知っとくといいですね。取引先の社長とかうそばっかり言ってる時あるよね。 

外国の超うらやましい制度スレ たま速報 
豊かな国ほど福祉が充実しているよね。 

家電量販より高く販売して、お客様から喜ばれるでんかのヤマグチ：中小企業と地域のブランデ

ィングで日本を元気に！：ITmedia オルタナティブ・ブログ 
徹底サポートって大事だよね。 

能力のない人へ - Chikirinの日記 
ゆとり社員に是非 

VIPPERな俺 : 社会人来てくれ。割と知られていない大人のマナーを教えてほしい 
これも知っておくといいね。 

仕事力に差がつく大人になってからの「勉強法」--10の心得 - ZDNet Japan 
年齢を重ねると勉強しなくなるんよね。昔の経験とかがつくからかね。 

誠 Biz.ID：個人事業主もサラリーマンも読める「税金の話」：源泉徴収票の見方、教えます (1/3) 
税金は知っておくと知らないのは全然違うよね。 

メール返信で困ったときに使えるフレーズいくつか - インターネットの備忘録 
顔が見えないやり取りって難しいよね。 

投資十八番 実践して分かった「時間管理」の効用 
遊ぶときは遊ぶ、仕事するときは・・は大事だね。 

害虫駆除専門家の俺がゴキの姿を見ない家にするアドバイスしてやろう。 : ２のまとめＲ 

http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-2765.html
http://labaq.com/archives/51484218.html
http://alfalfalfa.com/archives/395889.html
http://www.lifehacker.jp/2010/06/100601howtobealiar.html
http://tamasoku.blog35.fc2.com/blog-entry-890.html
http://blogs.itmedia.co.jp/brand_ing/2010/08/post-04b7.html
http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20100707
http://blog.livedoor.jp/news23vip/archives/2932241.html
http://japan.zdnet.com/sp/10things/20418775/
http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1002/16/news033.html
http://d.hatena.ne.jp/hase0831/20090727
http://stockkabusiki.blog90.fc2.com/blog-entry-1189.html
http://2r.ldblog.jp/archives/3278712.html


害虫駆除専門家の俺がゴキの姿を見ない家にするアドバイスしてやろう。 : ２のまとめＲ 
夏に向けて一読しときましょう。 

やる夫が〜ようです シリーズ まとめ - 紫色の夕暮れ 
以外と勉強になるやる夫シリーズのまとめ

笑える・バカなネタ

waraeru

 

好きなだけ「ポポポポ〜ン」するボタン 
ACのポポポポーン！中毒音源だね。 

VIPPERな俺 : 日本人にありがちなこと 
みんなもう飛び込みましたよ。ｗ 

あらゆる一人○○をしてきた「お独り様」な俺だが、一人海水浴だけはヤバい、マジヤバい。 |
ニュース２ちゃんねる 
１人海水浴はよくみかけそうだけどもｗ 

初めてのデートでボウリングのテクニックを披露したらフラれた:ハムスター速報 
ボウリングの人、この後どうしているのか気になりますｗおススメ 

ハロワの求人ひどすぎワロタｗｗｗｗｗｗｗｗｗ:ハムスター速報 
不況だし、原子炉清掃よりはましかと思った。 

パソコン超初心者が言った驚きの一言 ニュース速報BIP 
どれか一度は言った事がある or 聞かれた一言だね。 

死 ぬ と 思 っ た 瞬 間 ぶる速-VIP 
みんなギリギリに生きているんだね。 

おそば屋さんがホームページ始めたのはいい�... on Twitpic 
うんうん、ビルダーね。わかるよ。わかる・・ 

http://d.hatena.ne.jp/poporo8107/20080331/1206955439
http://azflash.net/az/fla/popopopon.htm
http://blog.livedoor.jp/news23vip/archives/2145347.html
http://news020.blog13.fc2.com/blog-entry-762.html
http://hamusoku.com/archives/3426810.html
http://hamusoku.com/archives/2877806.html
http://404nots.blog88.fc2.com/blog-entry-1153.html
http://burusoku-vip.com/archives/1328008.html
http://twitpic.com/1q7y2i


お前らが断ったイラストの仕事を晒すスレ - ゴールデンタイムズ 
戦国IXAとかのイラストでもpixivの人が多くて、現状なのかね。 

パ チ ン カ ス にありがちなこと : たん速 
計画停電中でも絶賛遊戯中だよね。 

一体何がしたいのかわからない。福岡のローカル歯科インプラント治療のCM:ザイーガ 
どーん。ｗ 

ヤーウェイ ‐ ニコニコ動画(原宿) 
何度見ても面白いわぁ。

怖い・恐怖ネタ

kyouhu

 

なにこれやばい！嵐に遭遇した豪華客船「パシフィック・サン」船内の様子:カラパイア 
何だかすごい事になっているね。沈没しないのかね。 

2chでリアルに起こった怖い話について語ろうぜ - ゴールデンタイムズ 
なまなましいなぁ。 

SIRENより怖いホラーゲームなんてあるの？ ぶる速-VIP 
最近のゲームは良くできているよね。 

「意味がわかると怖いコピペ」を解説するよ、その１ - Hinemosu 
読み入っちゃうよね。あとから来る怖さだね。 

「青いコンビニご飯、薬で柔らかくしたビーフ乗せ」を科学の力で作ってみた - GIGAZINE 
これ普通に食べてるとしたら恐怖だね。 

なんでもちゃんねる : 【閲覧注意】脳にくる危ない画像 - ライブドアブログ 

http://blog.livedoor.jp/goldennews/archives/51532065.html
http://tannsokuvip.blog54.fc2.com/blog-entry-2094.html
http://www.zaeega.com/archives/51180020.html#more
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2719405
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51763124.html
http://blog.livedoor.jp/goldennews/archives/51527289.html
http://burusoku-vip.com/archives/1314150.html
http://www.hide10.com/archives/13294
http://gigazine.net/news/20100405_exdiy2010_food/
http://blog.livedoor.jp/taison1224/archives/1377347.html


まさに脳にくるね。グロではないけど怖いね。 

無謀、危険、DQN、チンピラ。世の中に溢れる悪質ドライバーたちのドラレコ動画一覧。
:1000mg 
本当に怖すぎるね。 

事故 - 地球探検の旅 
Google earth で事故を紹介しています。 

大島てる - CAVEAT EMPTOR 
事故物件を紹介しているサイトだね。 

殺せばよかった 
怖い話だねぇ・・・よくできているけれども。 

グレートバリアリーフの深海で発見された奇妙な先史時代の深海生物（オーストラリア）:カラパ
イア 
こえぇえええ！未知の世界って素晴らしい。 
暇人＼(＾o＾)／速報 : 【深海ヤバイ】バックベアードそっくりなクラゲ - ライブドアブログ 

無理無理ｗ

ポストに変な手紙が入ってた:ハムスター速報 ２ろぐ 跡地 
これはかなりきついね・・・

色々勉強になるネタ

study

 

Amazonの倉庫で働いてるけど質問ある？ ニュース速報BIP 
セグウェイ使ってないんだ。 

http://1000mg.jp/archives/51574862.html
http://earthjp.net/jupiter/accident_1.html
http://www.oshimaland.co.jp/
http://anond.hatelabo.jp/20100620184624
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51742818.html
http://blog.livedoor.jp/himasoku123/archives/51524945.html#more
http://www.youtube.com/watch?v=ZmDhRvvs5Xw
http://urasoku.blog106.fc2.com/blog-entry-534.html
http://404nots.blog88.fc2.com/blog-entry-1150.html
http://careerzine.jp/article/detail/1281


27歳前後の「そろそろ転職しなくちゃ症候群」に注意 それでも転職するなら、経験者からタブー
を学べ（1/3）：IT＆ウェブ業界の転職をサポートする「CAREERzine」（キャリアジン） 
確かに、この近辺の年齢の人って転職多いよね。 

「何もしてないのに壊れた」の人たちにありがちな行動 - ユルス 
これはIT講習会のマニュアルに使えそうだ。 

組織で認められる社員になる５つの習慣 | nanapi[ナナピ] 
これ実行すると良い上司にもなれるね。 

Photoshop CS5の驚異の凄さ！ ぼっさんやガンダムが一瞬で消えた？ - ガジェット通信 
意外と知らない人多かったので 

「IE6はもういらない」——Web企業が撲滅キャンペーン - ITmedia News 
IE6は勘弁してください。 

これはすごい！Googleが実験的に公開しているサービス１０選*二十歳街道まっしぐら（FC2ブロ
グ時代） 
いくつか面白いのがあるね。 

国内の特定のホテルを少しでも安く予約する方法 | nanapi[ナナピ] 
知っておくと便利だね。 

「格安航空券」より安い!? 航空会社の"正規割引"激安購入法 - トレンド - 日経トレンディネット 
安い事に越したことはないね。 

不況で月給40万→10万、住宅ローン払えず売りに出すが不況で買い手がつかない カナ速 
今回の地震で新規購入を控える人増えるだろうなあぁ。 

個人がWebサービスを売却する時代？「けんすう」氏から聞く6つのサービスを売却した経緯 | リ
アルタイムウェブ.jp 
知り合いの会社が、楽天から売却の話が来て売らない→３か月後倒産してたな。ｗ 

堀江貴文インタビュー vol.3「堀江さんと孫さんとはどこが違うんですか?」 | 田原総一朗のニッポ
ン大改革 | 現代ビジネス [講談社] 
なかなか興味深いね。 

新しいことを始めようとするとケチつける人は世界中にいます - My Life After MIT Sloan 

http://d.hatena.ne.jp/yurusu/20090209/PC
http://nanapi.jp/2433/
http://getnews.jp/archives/59049?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0908/06/news031.html
http://tokuna.blog40.fc2.com/blog-entry-1985.html
http://nanapi.jp/3191/
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20100420/1031558/
http://kanasoku.blog82.fc2.com/blog-entry-13630.html
http://realtimeweb.jp/archives/371
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/1027
http://blog.goo.ne.jp/mit_sloan/e/490d429b10d6b93addd4c91ed94d69d1


新しいことを始めようとするとケチつける人は世界中にいます - My Life After MIT Sloan 
出る杭は打たれるよね。他人の不幸は蜜の味って感じかな。 

滅びを待つだけの会社...解散へのカウントダウン - Amazonの悪魔 
年功序列というか古き良きものもあるけれどね。 

相手に負担にならないメール返信の催促の仕方 | nanapi[ナナピ] 
実際エラーで届いてない時もあるもんね。 

真のプロフェッショナルとは--胸に刻むべき10の心得 - CNET Japan 
人様からお金をもらう事＝プロだからね。 

起業するなら絶対知っておきたい7つのこと - はてなこわい＞＜ 
右腕なんてすぐに見つからない。うん納得。ｗ 

個人ブログがつまらないと感じるのは、書き手の主語を大きくしているから、かな 
痛いところを的確に書かれています。 

私が人生の進路変更をした本当の理由 - My Life After MIT Sloan 
こういう体験談ってリアルで参考になりますね 

2011年の起業家たちへ：自ら起業した会社から追い出されない8つの方法 
ひぃ・・・常にプロジェクトを監視しよう

ウマウマ・飲食ネタ

umauma

 

黒烏龍茶を効果的に飲むには 〜特定保健用食品（トクホ）の表示 - 食の安全情報blog  
なるほど、ただ飲むだけじゃないのね。 

【2ch】ニュー速クオリティ:おいしいパスタを食べるなら 
カルボナーラうまそう。 

http://konozama.jp/amazon_devil/2010/03/post-103.html
http://nanapi.jp/1056/
http://japan.cnet.com/sp/businesslife/20419421/
http://d.hatena.ne.jp/taan/20100706/p1
http://ekken.blog1.fc2.com/blog-entry-1206.html
http://blog.goo.ne.jp/mit_sloan/e/594e5e57872c3f45ab6ac4fb2f2c9b65
http://jp.techcrunch.com/archives/20101231how-to-avoid-getting-fired-from-your-own-company/
http://d.hatena.ne.jp/ohira-y/20100810/1281412478
http://news4vip.livedoor.biz/archives/51548754.html


食べ物の雑学集 
卵と玉子って違うのか。 

進むマグロの水銀汚染 
マグロの水銀濃度高杉。食の安全ってどこまで・・・ 

おせち偽装のバードカフェって「グランチ」という看板だけ替えて跡地で新店として... - Yahoo!知
恵袋 
横浜なんだよね。これ・・・ 

っと言う感じで、暇つぶしに徘徊してみてくださいね。('A')ノ

http://www5.plala.or.jp/zatsugaku/food.html
http://www.nimd.go.jp/kenko/kiji/20080201_kumanichi.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1156170001


被災地での窃盗や詐欺などの犯罪が多発。危惧していた状況に警鐘ポスターを作成！
発生した犯罪もまとめてみました。

hanzaisya

連日、東北関東大震災について書かせてもらっておりますsusi-paku です。(‘A’) ネタ帳さんの決意
表明に心打たれている現状ではありますが、まだ自分ができる事はないかとブログ書いてます。

震災後すぐに書いた、天災よりも恐ろしいのは人間である！っと記事の通りに 被災地では犯罪が
多発してきました。

【3/20に追記しました。】
警鐘ポスターについて沢山のRTありがとうございます。  (‘A’) まだまだ、犯罪発生が多数報告さ
れております。１人でも多くの人に認識していただき犯罪の抑制・防止につながれと思い、引き

続きRTできる方はよろしくお願いいたします。
東日本大震災の情報センターさんからのRT

発生した犯罪のまとめにビートたけしの動画など数件を追加しました。

このポスターを作ったきっかけですが、義援金や支援に関するポスターなどは沢山の絵師によっ

て作成されているのですが、被災地で発生している犯罪への警鐘ポスターが見当たらないので、

作った感じです。(‘A’)多少刺激が強すぎるみたいなので、貼りだして使う方は場所を選んでくだ
さいね。

また、震災が発生してからおきた犯罪についてもまとめてみましたのでから下記からどうぞ。

被災地・計画停電地域での窃盗・強盗・略奪・強姦・暴力・詐欺

にご注意警戒してくださいポスター

http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-867.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-40.html
http://twitter.com/#!/touhokujishin/status/49107335221751808


hanzai

 

【PDF版はこちら】 
http://www.susi-paku.com/hanzaiyobou.pdf 

これは定期的に実施される計画停電中でも言える事なので、幅広い地域の人に活用してもらえれ

ば幸いと存じます。 （また、自分も共感したんで作ったよ！って方いましたら連絡ください。） 

ちなみに、このポスターを作ったきっかけは、被災地で貼られていたポスター 

b79935a1

 

を見て、『これって、避難所や震源地に近い被災地だけではなく、計画停電の地域や犯罪防止の

為など幅広い人が認識しなくてはいけないことじゃないのかな？』っと感じ作ってみたわけです

。もう他人事じゃないよね。('A') 

何度も言いますけど、天災による二次災害よりも 恐ろしいのは人間ですね。 

震災に便乗した犯罪に対して警視庁が啓発 
http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/210318060.html 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/34af1952deed_CE35/hanzai_2.jpg
http://www.susi-paku.com/hanzaiyobou.pdf
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/34af1952deed_CE35/b79935a1_2.jpg
http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/210318060.html


ちなみに横浜県のサイト 
横濱防犯まるごとネットワーク ◆不審者を見かけたら◆ 

ちなみに、私の田舎は福島県でありまして、津波の影響はないにしても、今回の地震では相当な

被害を受けております。先日、電話が通じたので従兄弟と話した際、 

『支援の為にやってきたのか、それとも泥棒なのか、市街地や農道を走る東京ナンバーなどの地

方ナンバー車を多数見かけるようになった』との事です。

さて、そんな人間が被災地で起こした犯罪をまとめてみました。

絶対に許せないですね。

衝撃的だった、被災地にてバールで金庫をこじ開けようとしている画像。 

e74e68b1

 

はやい治安回復が望まれますね。 

とれそく： ビートたけし「窃盗犯は撃ち殺せ。作業着着るなら現場行け。コンビニ回ってどうす
んだ。」 

表現は過激だけれども、せめて逮捕された人間は通常の窃盗罪よりも重罪にするとかにしてほし

いね。('A') 

Twitter / キール: うへぇ、水泥棒以外にも軽油やガソリン泥棒にも警戒せに ... 

http://www.city.yokohama.jp/me/shobo/bouhan/safety/info004.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/34af1952deed_CE35/e74e68b1_2.jpg
http://toresoku111.blog111.fc2.com/blog-entry-128.html
http://twitter.com/kir_imperial/status/47627868867543040


pakisu000331

 

被災地で活動している自衛隊のキールさんのつぶやき、ご苦労様です。('A') 

【mixi】定時制高生「食料とガソリン盗んできた。ラブホから財布GET！」空港でも盗み、車上
荒らしも : はちま起稿 
すぐに逮捕されることを願います。 

被災地で万引きや窃盗相次ぐ NHKニュース 
阪神大震災でも、スーパーの物品やレジなどの金品が強盗されていたのが放映されていましたが

、残念なことに今回の東北大震災の被災地でも発生したそうです。本当に腹が立ちます・・('A') 

停電の被災民家へ空き巣続発／Ｗｅｂ東奥・ニュース20110316094523 
阪神大震災でもこのような犯罪が多発したようです。 

asahi.com:被災地のATM壊し金盗もうとして逮捕-マイタウン岩手 
もう何やってんだ・・その力を災害援助に向けてほしいですね。  

VIPPERな俺 : 【動画】被災地ではのどかな略奪が横行 
トラックの運転手がガソリンを盗難しようとして逮捕されました。 

品薄ガソリン窃盗犯逮捕 - 社会ニュース : nikkansports.com 
こういうの勘弁してください。('A') みんなつらいんですからね・・・ 

asahi.com（朝日新聞社）：給油待ち２時間、順番めぐりナイフで脅した疑い 横浜 - 東日本大震災
中東みたいだなぁ・・・ 

東日本大震災 「ガソリン盗」続発 茨城県警、注意呼びかけ （産経新聞） - Yahoo!ニュース 
火事などの被害も出そうだし、本当に嫌ですね。 

ガソリン抜き取り続発、避難住民宅に空き巣も : 社会 : YOMIURI ONLINE（読売新聞） 
茨城の方でも空き巣が多発しているみたい。 
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http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_id=03000001103160003
http://blog.livedoor.jp/news23vip/archives/3609103.html
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20110316-749307.html
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103160495.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110318-00000000-san-l08
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110317-OYT1T00220.htm


■ 義援金詐欺も発生中

被災者支援装い貴金属詐取、大牟田の８４歳被害 : 最新ニュース特集 : 九州発 : YOMIURI
ONLINE（読売新聞） 
高齢者を狙った悪質な詐欺です。本当に気を付けてください。 

ヤフー名乗り義援金詐欺、電話やメール相次ぐ : 社会 : YOMIURI ONLINE（読売新聞） 
こういう便乗詐欺は嫌ですね。  

震災口実の詐欺容疑で32歳男を逮捕 - 社会ニュース : nikkansports.com 

日本への義援金を騙るフィッシング 
20110314_30717_pm

 
日本の義援金サイトを語る詐欺サイトが発見されました。個人情報・クレジットカード情報を

搾取 

フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan | ニュース | 緊急情報 | 日本赤十字社を騙
るフィッシング(2011/3/18)

 

今度は赤十字を名乗るフィッシング詐欺が発生したようです。 

【東日本大震災】地震に便乗した犯罪被害〜ガソリン泥棒、貴金属強盗、レジ強奪、略奪、被災

地の防犯状況 - NAVER まとめ
まとめ記事ですね。今回紹介したサイト以外の情報も多数掲載されています。 

窃盗事件 - Yahoo!ニュース 
窃盗に関する情報が掲載されています。 

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20110317-OYS1T00218.htm
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110317-OYT1T00282.htm
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20110318-749952.html
http://www.antiphishing.jp/news/alert/2011314.html
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http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/theft/


第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処
する 

天災は防げないですが、人が起こす犯罪は防げます。これで少しでも犯罪が減ることを祈るとと

もに、一日でも早い治安回復を願います。('A') 

▼ 震災関連書いた記事はこちら 

電力使用率を確認・比較し節電をしよう！計画停電のエリアやグループ分けツール等まとめてみ

ました。:susi-paku website
東北・関東大震災により中小・町工場の製造業に影響が出ています。横浜から今の現状を書いて

みます。:susi-paku website 

東北関東大震災を利用した詐欺やスパムが発生！停電中の犯罪や窃盗など注意喚起を含め書きま

した:susi-paku website 

横浜の輪番停電と停電中に気を付ける事。そして、自分たちができる節電方法や義援金につ

いて:susi-paku website 

横浜で被災。東北大地震で停電や断水するも混乱なく徒歩の帰宅など日本のモラルの高さを

実感:susi-paku website

http://www.susi-paku.com/pakupost-48.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-41.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-40.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-39.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-38.html


Light Tab のsimを使って無線ルーター化(ポータブルWi-Fi）、停電中でもノートパソ
コンでネット接続が可能

lighttabwifi

東北・関東大震災の影響で計画停電が実施されております。突然のシャットダウンで特定の時間

帯に電気の使用ができなくなるわけで、デスクトップはもちろんのこと、ルーターなどのネッ

トワーク機器も使れなくなります。

そんな状態時でも、Light tab の通信回線（b-mobile sim)を利用して ノートパソコンで仕事ができ
ないかと思ってやってみました。 (または、外出先でノート使ってプレゼンしたい時とかもつかえ
るよ。)

pakisu000327

 

【3/18日 Light Tab sim の利用料を修正・追記しました。】 
詳細の設定と使ってみた回線速度などの結果など下記からどーぞ。

Light tab でネット使い放題の b-mobile 通信回線を利用

Light Tab を購入すると無料の10日間使い放題のコースがついてますので、それを利用してインタ
ーネット接続ができます。 

自分は半年間の使い放題コースを契約しました。 

pakisu000314

  
仕様・価格 | b-mobileSIM U300 

・ １ヶ月契約（30日）で1日あたり99.3円（月2980円） 

http://www.bmobile.ne.jp/sim/index.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8376285c5c22_12396/pakisu000327_4.jpg
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http://www.bmobile.ne.jp/sim/detail.html


・ 半年契約（185日）で1日あたり80.5円（月2415円）14900円 
・ 新規8ヶ月契約(245日）で1日あたり64.9円（月1263円）15900円 
pasiks000388

 
新規でsimを購入して8ヶ月契約した場合の最安のコースです、 
詳しくはこちらの促販ページ チャージメニューからは選択できません。 
・ 一年契約（375日）で1日あたり79.4円（月2382円）29800円 

・1ヶ月契約で半年経過したら、18370円（差額：3470円） 新規で8ヶ月なら、24328円（差額
：12322円）1年なら37237円（差額：7437円） 
・半年契約で一年経過したら、30187円（差額：387円） 

８か月契約が月額1263円でネット接続し放題と超最安となってます。 
以上となってます。一年契約が365日ではなく375日になっている分、387円だけ安くなっている
わけです。('A') 

あくあさん指摘ありがとうございます。

計画停電中でも、ノートパソコンからネット接続

計画停電があると、無線ルーターもデスクトップも起動できなくなりまして、ネット接続の仕

事（メールとかグループウェアでの報告）が使用できなくなります。 

【通常時での利用】 
pakisu000315

 

【停電時になると】 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Light-TabWi-Fi_967C/pasiks000388_3.jpg
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http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8376285c5c22_12396/pakisu000315_2.jpg


pakisu000316

 

こうなると、バッテリー稼働のノートパソコンが活躍してくれます。('A') 

【停電してるからノート使おう】 
pakisu000318

 

ここから、Light tab の b-mobile 回線を利用してノートパソコンからネットができるように設定し
ます。 (今回の場合では、停電して使えなくなった無線ルーターの代替えになってくれます。） 

【Light Tab をポータブルWi-Fi化】  
pakisu000327

 

Light tab を無線ルーターのように利用できるわけです。

Light Tab の b-mobile 通信をWi-Fiにしてノートパソコンと繋
げる。

Light Tab の設定画面から、無線とネットワークを選びます。 （画面が暗いのは計画停電中だった
ので真っ暗の中でやってます） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8376285c5c22_12396/pakisu000316_2.jpg
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R0015985

 

デザリングとポータブルアクセスポイントを選択します。 

R0015986

 

ポータブルWi-Fi アクセスポイントにチェックを入れます。 

R0015988

 

ポータブルWi-Fi アクセスポイントの設定を選択すると、ネットワークSSIDとセキュリティを選
択することができます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8376285c5c22_12396/R0015985.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8376285c5c22_12396/R0015986.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8376285c5c22_12396/R0015988.jpg


R0015991

 

セキュリティがOPEN状態だと、だれでもアクセスできる状態です。（セキュリティを選択した
場合は WPA/WPA2 PSKを選択しパスワードを入力します。） 

左上に青いマークが表示されたら設定完了！('A') 

R0015989

 

早速、ノートパソコンで接続させてみます。 

R0015983
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pakisu000321

 

ノートの無線LANにて AndroidAPを検出できました。('A')

そんなAndroidAP の回線速度を計ってみます。

どのくらい速度が出るかテストしてみます。 

BNR スピードテスト（回線速度／通信速度 測定ページ）  

pasiks000387

 

推定転送速度、0.195Mbps でした。ちょっと遅いなぁっと感じるかなってところです。 

スピードテスト | USENの回線速度測定 

pakisu000325

 

USENの回線速度測定だと、0.294Mbps が出ました。 
こんなところですね。 

自分のサイトは画像多数なので開くの遅かったです（こりゃ作り変えないと感じました・・・） 
ファイル転送とかは結構厳しかったので、簡単な検索とかSKYPEとかそのあたりの利用なら十分

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8376285c5c22_12396/pakisu000321_2.jpg
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な使い勝手でした。ぜひ参考にしてくださいです。('A')ノ

日本通信 ZTE Light Tab V9+10日間無料SIM付き BM-LTBU300

日本通信 ZTE Light Tab V9用b-mobileSIM8ヶ月使い放題パッケージ BM-U300-8MLTB 
LIght tab 購入するなら、この２セットで月額新規8ヶ月契約(245日）で1日あたり64.9円（
月1263円）15900円 でインターネット使い放題で利用できます。オートチャージを利用すると割
高なので気を付けてくださいね。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004PC9O3S/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004Q891AC/susipaku-22/ref=nosim


自分の願いを投稿し、どれほどの人が共感・興味を持ってくれたかを知る事ができ
るサービス KANAEL

negai

あなたのやりたいこと、ほしいものを含めた願いを入力して、その願いがどのくらいの人が興味

を持ったかカウントしてくれるサービスとなってます。(‘A’) 今回の東北・関東大震災での願いが
多く投稿されており、メディアでは報道されていない願いに多くの人が共感しております。

そんなKANAELサービスの詳細と現状は下記からどーぞ
みんなの要望を応援するサイト | KANAEL
自分の願いを投稿することもでき、他の人が投稿した願いも確認することができます。 

現在、東北関東大震災での願い事が多く投稿され、考えさせられる願いが多数掲載されてい

ます。 

pakisu000306

 

http://マスコミの東電に対する口の聞き方をどうにかし.たいです.jp/  

http://早く明るい話題で日本を満たし.たいです.jp/  

http://停電を回避しようと節電を頑張ってる.東京電力管内の人たちみんなを褒め.たいです.jp/  

何だか、一人で主張しても、どうにもできないけれど多くの人数が共感することで、それなりの

エネルギーになるんだなぁっと感じました。 

http://kanael.net/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/200fb51df083_B69/pakisu000306_2.jpg
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http:/
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pakisu000307

 

自分が共感した願いをクリックすることでカウントされていきます。 

pakisu000308

 

その願いをツィートすることもできます。 

自分の願いも投稿することが可能です。 

pakisu000311

 

25文字以上を入力する際はピリオドが必要みたいです。 

pakisu000310
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pakisu000313

 

ドメインの種類は 
・ 感謝したいです。 
・ たいです。 
・ ほしい 
の３種類から選ぶことができます。先日、感謝したいですが追加されました。('A')b 

pakisu000312

 

作成ボタンを押すと、自分の願いを投稿することができます。 

http://被災地で略奪や盗難などの犯罪がなくなって.ほしい.jp/  

願いが多くある人も対応しているのでスパムにならない程度に利用してください。('A') 
特に、今回の震災に向けて自分の願いが届くように投稿してみてはいかがでしょうか。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/200fb51df083_B69/pakisu000313_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/200fb51df083_B69/pakisu000312_2.jpg
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Light Tabでも利用可能！GPSの位置情報から計画停電のグループ分けを確認でき
るWEBアプリ

keikakuteiden

東北関東大震災の影響で関東・東北地方で計画停電が実施されています。実施されるグループと

施行時間が日にちよって変更され、その告知が夜間時の為に確認することができずに出社して

しまったり うっかり、グループ内にいてエレベーターを利用してしまう事があるんじゃないでし
ょうか。

先日購入した Light Tab でいい告知アプリないかな？っと調べていたら、GPSを利用した計画停
電を調べられるWEBアプリがありましたので紹介致します。

【3/20 追記しました】
郵便番号検索と住所入力検索も追加されました。 

実際に使った感想と詳細について下記からどーぞ。

GPSから現在位置の計画停電状況を確認できるWebアプリ作りました « ymzkmct's blog
この惨劇を目の当たりにして自分にも何かできないかと、このWEBアプリを開発したそうです。
横浜県に住んでいる自分としては、計画停電の真っ只中にいるわけで非常にありがたいアプリ

となっております。 

pakisu000302

 

先日購入した Light tab （android2.2) からサイトにアクセスしてみます。 

http://www.susi-paku.com/paku7android22light-tab-1.html
http://blog.ymzkmct.net/2011/03/14/gps-teide/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1f5db4c4372d_AD6/pakisu000302_2.jpg


pakisu000303

 

計画停電グループ GPS検索というサイトが表示されるのでGPSで検索をクリック。 

GPSを有効にしてくださいとの表記が表示されるので設定します。 

R0015974

 

位置情報を有効にするという設定にチェックを入れます。自宅⇔職場が計画停電範囲であればア

クセスをクリアすると以前のデータがリセットされます。 

R0015967

 

再度サイトにアクセスすると、リクエストしています。っという画面が表示されるので位置情報

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1f5db4c4372d_AD6/pakisu000303_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1f5db4c4372d_AD6/R0015974.jpg
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を共有します。 

pakisu000304

 

というわけで 今いる場所をGPS検索してグループを確認してみました。('A') 素晴らしいですね。
今日のグループ分けが表示されています。 

自宅での計画停電は把握しているが、会社や出先（取引先）の場合、その現在地の住所がどこな

のかわからず 調べる事さえできない状態があります。その場合、ＧＰＳを利用してその場所がど
このグループに属しているか検索してくれるわけで、非常に重宝されるアプリとなってます。エ

レベーターなどに閉じ込められる危険性などの混乱は避けられそうですね。 

ＧＩＧＡＺＩＮＥさんでも紹介されている通り、東北地方での情報が検索できるシステムは少な

いのでそちらでも利用価値は高そうです。 
iPhoneやAndroidスマートフォンで利用可能、東京電力と東北電力の計画停電予定を一発検索でき
るサイト - GIGAZINE 

個人的には、明日のスケジュールも検索できれば非常にうれしいところです。（東電の発表が夜

間なので暫定でしかできないですが）朝の停電で確認が難しいので。 

是非、iPhoneからでも利用できるので計画停電の地域の人利用してみてください('A')b 

▼ 震災関連書いた記事はこちら 
東北・関東大震災により中小・町工場の製造業に影響が出ています。横浜から今の現状を書いて

みます。:susi-paku website 

東北関東大震災を利用した詐欺やスパムが発生！停電中の犯罪や窃盗など注意喚起を含め書きま

した:susi-paku website 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/1f5db4c4372d_AD6/pakisu000304_2.jpg
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横浜の輪番停電と停電中に気を付ける事。そして、自分たちができる節電方法や義援金につ

いて:susi-paku website 

横浜で被災。東北大地震で停電や断水するも混乱なく徒歩の帰宅など日本のモラルの高さを

実感:susi-paku website

http://www.susi-paku.com/pakupost-39.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-38.html


東北・関東大震災により中小・町工場の製造業に影響が出ています。横浜から今の現
状を書いてみます。

monodukuri

リアル仕事ではWEB屋やりながら、ものづくりもしているsusi-paku です。(‘A’) 横浜では中小・
町工場のものづくり製造業への影響が大きくなっております。少しでも今の現状をという事で頂

いた声などを書いてみたいと思います。

【19日に追記しました】 
すごい個人的な話ですが、今回の震災で、割引商品を購入したらその何％を義援金で寄付すると

いう商売が活発になっています。被災ビジネスとして結構批判されている件について追記しま

した。

 

大震災の影響で大手メーカー・製造業が操業停止

大手製造メーカーなどが地震の影響で操業停止の決定が発表されました。特に車関連、国産メ

ーカーは全く稼働していない現状です。 

pakisu000300

 

【計画停電】企業の生産活動ヘロヘロ... 計画停電、震災がダブルパンチに＋（1/2ページ） - MSN
産経ニュース 

上が停止されれば当然に１次下請け、２次下請けへの影響が大きくなります。

地震による中小・町工場の影響

まず、東北地方の発送ができないのはもとより、計画停電により工作機械等の稼働が出来ない事

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d3b374799b9e_13F0A/monodukuri_2.png
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、被災による受注キャンセルなどが相次いでいるようです。 

■ 東北への発送・仕入の影響 
pakisu000301

 
ヤマト運輸のホームページはここ 

横浜からの発送はもとより全国から東北地方への発送はできない状態であります。また、東北地

方からの仕入に頼っていた企業が操業できないとの事です。 

■ 計画停電による影響 
次に計画停電により、工作機械が稼働できないという状態だと聞きます。稼働→停電 停電が完了
してから稼働 →また停止 という作業により、従来の24時間生産体制は当然ながらストップ。プ
レス・マシニングの種類によっては稼働準備等に時間がかかる為に稼働準備中に停電してしまう

という事でまったく仕事にならない状態だそうです。 

■ 受注の減少と発注のキャンセル 
大手メーカーなどが操業停止になったことで、一部かもしれませんが発注が西日本へシフトして

いるとの事、発注事態がキャンセルになっているとのことを聞きました。関東地方では対応でき

ないと解釈されている場合もあるそうです。 

朝から仕事にならないので、国庫を飛び回っているとの事を聞くと胸が痛みます。 

横浜では震災の影響は軽微であっても機械のレベル出しや調整に時間がかかる場合があり、納期

が守れないであろうと 受注のキャンセルになってしまった事もあるそうです。 

【16日追記しました】 
（日刊工業新聞では、福島などのラインがストップした工場の加工を東京都大田区（計画停電に

影響がない）場所で引き受け加工が活発という記事を拝見しました。 ）

パソコンの仕事で今の現状を例えてみると。

パソコンで仕事の案件データをISDN回線で送信する。 
▽ 
時間がかかりすぎて、計画停電に引っかり不通 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d3b374799b9e_13F0A/pakisu000301_2.jpg
http://www.kuronekoyamato.co.jp/index.html


▽ 
納品できないので、持ってこい（車で）と言われる 
▽ 
ガソリン無いので車出せません。 
▽ 
仕事キャンセル食らう 
▽ 
その仕事がインフラに問題ない企業（西日本）が受注する。 
▽ 
仕事なくなる ← いまここ 

■ というわけでまとめ 

東日本は非常に厳しい状態ではありますが、頑張ってます。しかし、東日本だけでは十分対応で

きないので西日本の製造業・町工場にサポートしていただけたらと思います。 

それと、自粛モードでいつも通りの生活に戻りたいんですが、食糧は買占めされてるし ガソリン
はないし、計画停電の影響と節電による家電の使用は極力抑えてる現状です。 

生死に関わる被災者の皆様に比べたら、自動販売機にお金を入れれば飲み物が出るありがたい環

境で生活してはおりますが現況はこんな感じです。 

これを読んでくれた人へ、少しでも日本製の物を購入して消費するとかでもいいです。 

すごい個人的な話ですが、今回の震災で、割引商品を購入したらその何％を義援金で寄付すると

いう商売が活発になっています。被災ビジネスとして結構批判されているツィートを見ますが、

この震災で売り上げ減の企業は大半で、中小のような体力のない会社は倒産必死です。少しでも

企業の売上を上げ流通を活発にしなければならない時でもあり 出来るだけそのような販売を行っ
ている物を購入するようにしてほしいです。 

これからの日本のものづくりをももりあげられるよう応援してください。 
▼ 震災関連書いた記事はこちら 
Light Tabでも利用可能！GPSの位置情報から計画停電のグループ分けを確認できるWEBア
プリ:susi-paku website 

東北関東大震災を利用した詐欺やスパムが発生！停電中の犯罪や窃盗など注意喚起を含め書きま

http://www.susi-paku.com/pakulight-tabgpsweb.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-40.html


した:susi-paku website 

横浜の輪番停電と停電中に気を付ける事。そして、自分たちができる節電方法や義援金につ

いて:susi-paku website 

横浜で被災。東北大地震で停電や断水するも混乱なく徒歩の帰宅など日本のモラルの高さを

実感:susi-paku website

http://www.susi-paku.com/pakupost-39.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-38.html


東北関東大震災を利用した詐欺やスパムが発生！停電中の犯罪や窃盗など注意喚起を
含め書きました

sagi

震災直後から危惧していた詐欺や犯罪が発生してしまいました、モラルの日本として世界の見本

と海外メディアに評されていたわけで、非常に残念でしかたがない susi-paku です。(‘A’)

そんな詐欺や犯罪などに惑わされない、もしくは引っかからない対応・対策する為に書いてみま

した。義援金を募金する方は特に読んでほしい記事です。下記からどーぞ

【3/18更新しました。】
被災地・計画停電地域の犯罪について警鐘ポスターやまとめを書きました。

被災地での窃盗や詐欺などの犯罪が多発。危惧していた状況に警鐘ポスターを作成！発生した犯

罪もまとめてみました。:susi-paku website

今回発生した東北・関東大震災の詐欺・犯罪ニュース

■ とうとう発生し始めた被災地での窃盗事件 

被災地で万引きや窃盗相次ぐ NHKニュース 

阪神大震災でも、スーパーの物品やレジなどの金品が強盗されていたのが放映されていましたが

、残念なことに今回の東北大震災の被災地でも発生したそうです。本当に腹が立ちます・・('A') 

被災者支援装い貴金属詐取、大牟田の８４歳被害 : 最新ニュース特集 : 九州発 : YOMIURI
ONLINE（読売新聞） 
高齢者を狙った悪質な詐欺です。本当に気を付けてください。 

asahi.com:被災地のATM壊し金盗もうとして逮捕-マイタウン岩手 
もう何やってんだ・・その力を災害援助に向けてほしいですね。 

ヤフー名乗り義援金詐欺、電話やメール相次ぐ : 社会 : YOMIURI ONLINE（読売新聞） 
こういう便乗詐欺は嫌ですね。 

http://www.susi-paku.com/pakupost-38.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-43.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110314/k10014667871000.html
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20110317-OYS1T00218.htm
http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_id=03000001103160003
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110317-OYT1T00282.htm


被災地では略奪が横行しているようです。 

VIPPERな俺 : 【動画】被災地ではのどかな略奪が横行 

トラックの運転手がガソリンを盗難しようとして逮捕されました。 
品薄ガソリン窃盗犯逮捕 - 社会ニュース : nikkansports.com 
こういうの勘弁してください。('A') みんなつらいんですからね・・・ 

asahi.com（朝日新聞社）：給油待ち２時間、順番めぐりナイフで脅した疑い 横浜 - 東日本大震災
中東みたいだなぁ・・・ 

■ 義援金詐欺のフィッシングが発生！ 

日本への義援金を騙るフィッシング 

20110314_30717_pm

 

日本の義援金サイトを語る詐欺サイトが発見されました。個人情報・クレジットカード情報を搾

取

ツイッターのデマや便乗によるスパムメール等の情報

■ ツイッターによる悪質なデマ情報のRT 

【超拡散希望！】ONE PIECEの作者尾田栄一郎さんが15億円寄付はデマです！今すぐRT停止し
て下さい : watch@2チャンネル 

自分も釣られたデマ情報ですね。これならまだ許せますけど、○○に火災とか、救援とかそのよ

うな拡散希望が発生したら許せないですね。 

中には不謹慎なデマもありますので注意が必要ですね。 
ドワンゴ社員、「地震で倒壊して潰されている。痛い、誰か助けてくれ。」と不謹慎デマ

http://blog.livedoor.jp/news23vip/archives/3609103.html
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20110316-749307.html
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103160495.html
http://www.antiphishing.jp/news/alert/2011314.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/02ae7a0cbcf5_14F61/20110314_30717_pm_2.png
http://watch2ch.2chblog.jp/archives/3602138.html
http://2ch.cloudnote.jp/matome/1129


[cloudnote] 

■ 東北地方太平洋沖地震にともなう、スパムメールやSEO攻撃に注意（ScanNetSecurity編集部
）｜ScanNetSecurity 

【日本赤十字社】寄付・献血・ボランティア｜不審なメールにご注意ください！ 

スパムメールの注意喚起がされていますね。

未然に予防する為の知識を持つ事が大事。

今回の震災で支援したい人が無知で被る二次災害的な事案が発生しないように知識を有するのは

大事だと思います。 

■ その短縮URLはクリックしても平気なのか？ 

ツイッターの短縮URLは、詐欺の義援サイトもしくはフィッシングではないか、確かなリンク先
なのか調べるようにする。 

Untiny では短縮URLをサイトに入力するだけで、リンク先の短縮前のURLが表示されます。 

pakisu000297

 

pakisu000296

 

gred｜安全なサイトはgreen、危険なサイトはredでお知らせ。  では短縮URLを入力すると、画像
付きでリンク先のURLを表示してくれます。これは便利ですね。 

pakisu000298

 

■ 義援金を振り込む時は公式サイトを参照すること

公式サイト外に書いてある "義援金はこちら"などを参考にして振込等を行わないようにする。 

http://scan.netsecurity.ne.jp/archives/51954243.html
http://www.jrc.or.jp/oshirase/l3/Vcms3_00001134.html
http://untiny.me/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/02ae7a0cbcf5_14F61/pakisu000297_2.jpg
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http://www.gred.jp/
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これはリアルな話なんですが、従姉妹が公式サイト外の震災情報サイトに記載されている口座番

号を見ながら義援金を振込して、そのサイトに記載されていた口座番号が間違って掲載されてい

たため振込が行えなかったとの連絡がありました。 

「おいおい」これって、あたかも義援金の詐欺口座作って振込する輩が発生したらとんでもない

と実感してます。 

震災に関する情報サイトが乱立されていますので、絶対に公式サイトからの情報を目視して確認

しましょう。 

■ 停電や被災地などで警察の目が届かないことを利用した犯罪
に気を付けましょう。

天災による二次災害よりも人間が一番怖いとのことです。先日の記事にも書きましたが、停電中

を利用して略奪や強盗・強姦が少なからず発生したそうなので、一人一人のモラルと声かけが大

事になりそうです。 

今後は、輪番停電（計画停電）が行われます。 
横浜の輪番停電と停電中に気を付ける事。そして、自分たちができる節電方法や義援金につ

いて:susi-paku website 

携帯電話の 0 や ＃ の長押しで大音量のブザーがなるというのは一部の機種だけですので気を付け
てくださいね。 

出来る事なら、お年寄りや女性の方の一人歩きはしないようにですね。

多くの義援金募集サイトが乱立されております。どこに寄付れば

いいのだろうか。

pakisu000299

 

個人的な話ですが、とあるクーポンサイトやペニオクサイトで、募金を落札したら その落札した
金額の倍を運営側が募金するという 表面上では運営すごいと思われるサービスがはじまってます

http://www.susi-paku.com/pakupost-39.html
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。既に利用者であれば問題ないですが、利用したことの無いユーザーが募金しようとする場合、

会員登録に必要な個人情報やクレジットカードなどを入力しなければなりません。募金後も会員

機能は生き続けるわけですから、被災を利用したマーケティングとしか見れないわけです。('A')
既会員のみに募金を促し、会員ではないユーザーに対しては、直接赤十字に飛べたり 他の募金で
きるサイトのリンクを貼るべきだと自分は考えます。口コミで広がるだろうけれどね。 

なので、信用できる義援金では皇室が関わっている日本赤十字社が最も信用できるようです。 

【日本赤十字社】寄付・献血・ボランティア｜東北関東大震災義援金を受け付けます 

あとは個人的にですが、新潟地震での活躍が評価されている。JENも被災地に向かってますので
支援したいと思います。 

JEN - 特定非営利活動法人 ジェン 

振込手数料なども勿体ないと思う人はセブンイレブンなどの各種コンビニエンスストアでも義援

金の募金が始まってます。

食糧や生活必需品・ガソリンなどが売り切れ続出、伴う便乗値上

げに注意

本日 横浜県のファミリーマートの状態です。 

R0015957 R0015956 R0015961 R0015955

 

カップ麺・水・食料品・ATMは40分待ちという状態でございました。ちなみにガソリンはどこも
売り切れです。 

そんな物がなくなっている現状で、便乗値上げを狙っている輩が存在します。コメントにも賛否

両論あって考えさせられますが、、ダフ屋と一緒だとおもいます。くれぐれも気を付けてくださ

いね。 

痛いニュース(ﾉ∀`) : アキバのKozakai社長「地震で首都機能麻痺。便乗値上げのチャンスで
すお」 - ライブドアブログ

http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html
http://www.jen-npo.org/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/02ae7a0cbcf5_14F61/R0015957.jpg
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http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1605627.html


個人的なまとめ

というわけで長くなってしまい申し訳ないです。リアルでは東北地震関連の会社告知を書いたり

、客先が震源地に近い被災地で行方不明だったりという現状です。 

日本株式もストップ安、各種イベントとかも中止とか多く、これも二次災害だと感じており

ます。 

ネタ帳さんも記事を書いていた一文 

普通に生活している人を批判したり、いがみあったりしないでください 

被災地ではない地域のツイッターユーザーにお願いしたい5つの事*ホームページを作る人のネタ
帳 

これは本当に共感します。人間、十人十色ですから、今回の震災で支援できることが1あれば 10
できる人もいます。1しかしてないからとか批判している人多い気がしますけど、それは決してい
い行動ではない気がします。 

というわけで、死者が増えていくごとに胸が痛くなっている現状、少しでも行方不明者が死者に

ならないことを祈ります。 

東北・関東大震災の前の記事はこちら。 

横浜の輪番停電と停電中に気を付ける事。そして、自分たちができる節電方法や義援金につ

いて:susi-paku website 

横浜で被災。東北大地震で停電や断水するも混乱なく徒歩の帰宅など日本のモラルの高さを

実感:susi-paku website

http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-866.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-39.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-38.html


横浜の輪番停電と停電中に気を付ける事。そして、自分たちができる節電方法や義援
金について

rinban

東北地震の影響により、関東地方ならびにその周辺の地域に輪番停電（計画停電）を実施するこ

とが発表されました。【横浜も対象のグループに入ってます】 

▽ 神奈川県の輪番停電について
（東電）http://www.tepco.co.jp/images/kanagawa.pdf

▽ 横浜市の停電（グループごと）について
横浜市 地震に伴う停電について（横浜市）

各グループが曜日ごとに変更となってます。 

停電地域検索システムが開発・紹介されてます。

非常に便利なので、自宅や職場などに活用下さい。

「停電エリア検索システム」 - GIGAZINE
停電エリア時間検索(東京電力エリア)

■ 停電の際は下記を気を付けて下さい。
停電中は信号機も止まるそうです。極力車などを利用しないようにしましょう。

マンションのエレベーターやオートロックされる室内など閉じ込められないように気を付けてく

ださい。

輪番停電で断水の恐れがあるそうです。（うちの家も水道がとまりました。＠横浜県） 

横浜の停電情報は下記より参照いただけます。

TEPCO : 横浜停電情報

明日からの仕事の影響が懸念される為、わかるだけの情報は共有できればと思っております。近

http://www.tepco.co.jp/images/kanagawa.pdf
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/0311zishin/teiden.html
http://gigazine.net/news/20110314_userlocal_teiden/
http://machi.userlocal.jp/teiden/
http://teideninfo.tepco.co.jp/html/14000000000.html#%E3%82%84


郊の停電情報についてわかり次第、Light Tab にてUPしていこうと思います。

また、自分たちができる節電や義援金についてツイッターなどの情報を得たことについて、自分

なりに書いておきます。うちのサイトにアクセスされた方、ちょっとでも自分たちにができるこ

とがあれば実行してください。

できる限り、協力できることをやってみたいと思います。停電中に気を付けることや義援金につ

いては下記から。

【追記：記事書きました。】

東北関東大震災を利用した詐欺やスパムが発生！停電中の犯罪や窃盗など注意喚起を含め書きま

した:susi-paku website

停電中に気を付ける事。

・ 明かりについて 
ツイッターで色々な情報が出ているのですが、明かりを灯す為にろうそくや火を利用した物は使

用しないようにする事だそうです。余震の危険性もあり、できる限り発電できるライトなどを利

用した方がいいとのこと。 

・ 電源について 
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ドライヤーなどスイッチを入れたまま停電が行われた場合、ブレーカーを下げていないと通電さ

れたときにショートしたり、突然電源が入り火災の危険があったりします。 
極力電源タップから抜いた方がいいみたいです。 

節電方法についてはヤフーから特設サイトがあります。東京電力、東北電力管轄の地域の方へ 効
果的な節電方法をご案内します 

・通信について

ＮＴＴ東日本によりますと、交換機の施設は停電になっても自家発電でするほか、移動電源車で

電源を確保するということです。

・家庭など固定の加入電話は、コンセントからの電気の供給を受けるタイプの電話器の場合でも

一般的には、停電の場合も通常の通話は可能だということです。ただ、留守番電話やファックス

機能は使えなくなります。いわゆる黒電話などコンセントから電源の供給を受けないタイプの電

http://www.susi-paku.com/pakupost-40.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f2d90b5fd9e2_12820/pakisu000289_2.jpg
http://setsuden.yahoo.co.jp/


話も使えます。しかし、ＩＰ電話と呼ばれるタイプのサービスに加入している場合は家庭に置か

れた接続機器への電源供給が止まれば使えなくなります。

・ＡＤＳＬや光ファイバー回線のインターネットも家庭に置かれた接続機器への電源供給が止ま

れば使えなくなるので、注意が必要です。 

・ 犯罪に特に注意する。 
先日の記事にも書きました、天災による二次災害よりも人間が一番怖いとのことです。停電中を

利用して略奪や強盗・強姦が少なからず発生したそうなので、一人一人のモラルと声かけが大事

になりそうです。 

出来る事なら、お年寄りや女性の方の一人歩きはしないようにですね。

自分たちができることは、確かな企業へ義援金を！

東北地震の義援金募集がはじまっています。 

被災地支援活動 | 企業情報 | NTTドコモ 

インターネット募金「緊急災害募金」 - Yahoo!ボランティア 

JEN - 特定非営利活動法人 ジェン 

それと今後発生すると思われますが、フィッシングサイトへの誘導も考えられます。 
フィッシング (詐欺) - Wikipedia 

くれぐれもチェーンメールなどのURLはクリックせず、また、サイトを開いた場合必ずURLを確
認する（それだけでも十分ではないけれど）またクレジットカードにて支払する場合は、自分が

利用している会社からの引き落としのみを利用するように。 

また、クーポン・ペニオクサイトなどが義援金を落札できるようなシステムを作っているようで

すが、これらは会員登録を行わなければ義援できないシステムになってます。一概には言えませ

んが、被災でお金儲けしようとするサイトは極力利用せず、できるだけ最寄りのセブンイレブン

などに直接募金を行いましょう。

また、義援金の行方とかもあります。詐欺などに気を付けかつ、きちんと被災者の元へ行くか精

査するのも支援する側の役目だと思います。('A') 

風見鶏：阪神・淡路大震災〜義援金はどうなった? 

http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/csr/social/charity/index.html
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
http://www.jen-npo.org/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0_%28%E8%A9%90%E6%AC%BA%29
http://kobe.kazamidori.net/scrap/shinsai2.htm


もし、義援金をおくるならJEN 
JEN - 特定非営利活動法人 ジェン 

市内のガソリンスタンドはほとんどが売り切れです。くれぐれもパニックにならないように！ 

自分ができる事を確かめて正確な情報で行動していきましょう。 

前の記事について 
東北関東大震災を利用した詐欺やスパムが発生！停電中の犯罪や窃盗など注意喚起を含め書きま

した:susi-paku website 

横浜で被災。東北大地震で停電や断水するも混乱なく徒歩の帰宅など日本のモラルの高さを

実感:susi-paku website

http://www.jen-npo.org/
http://www.susi-paku.com/pakupost-40.html
http://www.susi-paku.com/pakupost-38.html


横浜で被災。東北大地震で停電や断水するも混乱なく徒歩の帰宅など日本のモラルの
高さを実感

touhoku

【追記3/13：23時】
横浜の輪番停電と停電中に気を付ける事。そして、自分たちができる節電方法や義援金につ

いて:susi-paku website 

3月11日に発生した東北大地震により、電話やらメールにて心配して頂きありがとうございます。
(‘A’)社内がカオスになりましたがケガもなく無事でございます。 横浜県では震度５弱だったそ
うで、影響により停電と断水が発生しました（12日現在復旧）

深刻な被害を受けている地域の方々含み、その遺族へお見舞い申し上げます。

今後も余震や津波の発生など二次災害の危険性もあり予断を許さない状態です。また震災募金詐

欺なども発生しているそうなので、本当に心が痛いです。空売りして儲かったとか連絡あったけ

れど、どうかと思うわけです。

【追記3/12：17時】
横浜・停電で検索される人が多いので一応、掲載しておきます。 
横浜の停電情報は下記より参照いただけます。 
TEPCO : 横浜停電情報

ネット・ツイッター節電への呼びかけが始ってます。 
節電徹底へ「ヤシマ作戦」 - ITmedia News

横浜県で被災した時の状況とか思った事を書いておきます。

震災時の状況について

震災時は事務所内にいまして、蛍光灯が外れるは外から悲鳴が聞こえるはカオスでございました

。自分はメダカの水槽が大変なことになっていたので、持ちながら待機していた状況でした。('A')
立てない状態でした。 

http://www.susi-paku.com/pakupost-39.html
http://news.google.co.jp/news/more?pz=1&cf=all&ned=jp&ncl=dDAEUy8ShDQTR7MGKUiWH7JNSNxlM&topic=h
http://teideninfo.tepco.co.jp/html/14000000000.html#%E3%82%84
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1103/12/news017.html


その後は停電・断水・外はサイレン・東京方面から（千葉？）黒煙が目視できました。 

当然、サーバーは落ちる。電話繋がらない。トイレ流ない。UPS電源は30分しか持たないという
状態でした。

信号は消え、コンビニには食料と水を買う行列

こうなると当然治安が不安になるわけですね。 

天災による二次災害よりも人間が一番怖いという記事を読んだことがあり まず高齢者の人は外に
出ない方がいいと告知して自分が食料とか水を買出しに行ったわけですが。コンビニは既に

行列。 
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きちんと列を作り商品を買いに並んでいた光景。震源地に近い場所ではどのような状態だったの

かわかりかねますが、こういう所の日本のモラルの高さを感じるわけです。 

阪神大震災では、略奪や強盗・強姦が少なからず発生したそうなので、一人一人のモラルと声か

けが大事になりそうですね。 

阪神大震災でも強盗略奪はあったのか？。 - 防災 ・災害 - 教えて！goo 

交通では、停電により信号が消えて警察官による手信号が行われていました。すべての交通機関

が麻痺したそうで、バイクですら身動きが取れない状態でした。 

また、自分が住んでいる地域は停電しているにも関わらず 真っ暗闇の中を走行する東横線が印象
的でした。 

情報が欲しい → ツイッターで情報収集

停電もあり、自分がどのような状態に置かれているのか、また今後はどのような対策が施行され

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c0f273faf0b5_B1D9/pakisu000273_2.jpg
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1767214.html


るのかというのが全く見えない状態でした。 

ツイッターでは、【拡散希望タグ】で臨時収容所の施設や受け入れ所などが広くRTされており、 

また、GIGAZINEやネタ帳さんなどの人気情報サイトなどが緊急で東北大地震関連の記事を書いて
くれたおかげで、ある程度の情報収集が出来たことはすごく助かりました。 

「東北地方太平洋沖地震」はマグニチュード8.8で国内最大規模の地震と気象庁発表 - GIGAZINE 

「東北地方太平洋沖地震」の様子を撮影したムービーいろいろ - GIGAZINE 

東北地方太平洋沖地震に関する情報いろいろ*二十歳街道まっしぐら 

エンジニアは今できることは被災に関してのウェブサービスを作ることとかツィーとされてたり

、ネタ帳さんの私に出来る事を考えたら書くことしかみつからなかった・・。といのは文頭の

通り、影響力があるブロガーの人による記事というのは大事だと感じました。('A') 

自分もそういう意味で記事を書いているのはあります。 

宮城県付近避難場所、東京都付近避難場所、各種携帯用伝言板、伝言ダイヤルまとめ*ホームペー
ジを作る人のネタ帳 

また、こんな深刻な状態にも関わらず、不謹慎なツィーとをしたTSUTAYAは炎上騒ぎは言葉を
無くしました・・・・ 

pakisu000274

 

TSUTAYA大炎上「テレビは地震ばかりでつまらないあなた 来店お待ちしてます」 - ロケッ
トニュース24（β） 

今回の甚大被害がほぼ津波だったというのを知ったのはYOUTUBEからの動画でした。 

http://gigazine.net/news/20110311_pacific_coast_of_tohoku_earthquake/
http://gigazine.net/news/20110311_earthquake_movie/
http://20kaido.com/archives/2645879.html
http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-865.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c0f273faf0b5_B1D9/pakisu000274_2.jpg
http://rocketnews24.com/?p=79913


今後の対策とこれからについて

既に義援金詐欺やオレオレ詐欺が発生しているので、くれぐれも注意してください。 

今後の予震によるライフライン断裂に備えることが大事だと思われます。 

新潟では今回の地震とは関係のない断層で発生した件もありますので予断は禁物ですね。 
新潟で震度６弱、雪崩が国道覆う MBSニュース - MBS毎日放送の動画ニュースサイト - 

また、東京電力からは、福島の原発の影響で電力が確保出来ておらず断続的な停電が実施される

とのこと。 

東京電力ホームページ - エネルギーの最適サービスを通じてゆたかで快適な環境の実現に貢献し
ます - 

○ ３月11日より断続的に発生している、東北地方太平洋沖地震に伴い、設備が大きな被害を受け
たことにより、今後の電気の供給力が不足する恐れがあります。 
○ お客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、不要な照明や電気機器のご使用を控えていただく
など、節電へのご協力をお願いいたします。 
○ なお、切れた電線などには絶対に触らないようにしてください。 

それと、新耐震設計法というのが昭和56年から施行され築20年前の建物に住んでいる人は部屋の
中にいるよりも外に出た方が安全とのことがメディアで放映されていました。 
現行 新耐震設計法 

今回のような地震規模の余震が続く可能性があることから一度自分の家の確認をしてもよいと思

いました。('A') 

というわけで、実家が福島県にありまして、これから被害の確認をしてきます。もし家族や知人

と連絡がとれなくなっている方がいたらGOOGLEが提供しているサービス利用も検討してみてく
ださい。 

http://japan.person-finder.appspot.com/?lang=ja 

http://www.mbs.jp/news/jnn_4671697_zen.shtml
http://www.tepco.co.jp/index-j.html
http://www.megaegg.ne.jp/~total/data/sintaisin.html
http://japan.person-finder.appspot.com/?lang=ja


というわけで、今日は節電するようにアナログで仕事したいと思います。('A') 

ネットでは電力不足による停電の恐れがあることから節電への呼びかけが始ってます。 

節電徹底へ「ヤシマ作戦」賛同者がTwitterで広がる - ITmedia News 
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http://nerv.evangelion.ne.jp/ 

今回の震災で深刻な被害を被った方々へ精神的にきついかとは思いますが、ポジティブに乗り切

っていきましょう。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1103/12/news017.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c0f273faf0b5_B1D9/pakisu000275_4.jpg
http://nerv.evangelion.ne.jp/


CS-CART 日本語版v2.1.4-jp-1のアップデート！日本語バージョン確認機能追加など

cscart214

2011/3/10 にCS-CART日本語版の最新バージョンがリリースされましたので導入してみました。
前回の大幅アップデート（2.1.3）から約１か月ぶりの更新となっており、日本語版バージョン確
認機能などが追加されてます。(‘A’)

主にバグ修正が多い今回のアップデートの詳細は下記からどーぞ

【CS-Cart】 ネットショップを始めるなら、このショッピングカート！
今回のアップデート内容について、追加された項目が2つあったので詳細について書いてみます。

[+] 言語のステータスに「非表示」を追加

言語設定ページにおいて、非表示のステータスを変更できるようになっています。 
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以前は２か所しか選択できなかったのが、 
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非表示を選択することができます。 

[+] CS-Cart日本語版のバージョン確認機能を追加

http://www.cs-cart.jp/archives/2809
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/fc1665243d79_9AA2/pasiks000383.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/fc1665243d79_9AA2/pasiks000382.jpg


[+] CS-Cart日本語版のバージョン確認機能を追加

CS-CARTが入っているサイトURLの末尾に 
index.php?version 
っと入力すれば、現在のバージョンが表示されるようになります。 
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以前は、本体のバージョンが表示されるようになっていたみたいですが 
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今回から、日本語版の表記がされるようになってます。 
ちなみに、誰でも上記のversionを入力すれば そのCS-CARTがどのバージョンが導入されている
のか閲覧することが出来る仕様です。 

※ @pierrefrogman さん教えてくれてありがとうございます。('A')b 

これって、今更だけどもMTだとインストール後は使用しているVERが第三者からは基本的に閲覧
できなくなるわけで（多分セキュリティの関係で）見えなくする設定とかあるのかしら。('A')
セキュリティホール発見 → 古いバージョンみつけたみたいな。 
考えすぎかもしれないけどね。 

今回の更新情報一覧（転載）

大事そうなやつだけ色づけしてます。（個人的な主観） 

------------------------------------------- 
【凡例】 
[+] - 追加 
[*] - 改善 
[!] - バグ修正 
------------------------------------------- 
[+] 言語のステータスに「非表示」を追加 
[+] CS-Cart日本語版のバージョン確認機能を追加 
[*] 「ギフト登録」アドオン : カスタムフィールドの追加用ポップアップの表示スタイルを変更 
[*] 「SEO」アドオン : 「SEOルール」ページの表記を変更 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/fc1665243d79_9AA2/pasiks000379.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/fc1665243d79_9AA2/pasiks000378.jpg
http://twitter.com/#!/pierrefrogman


[*] 「fn_gather_additional_products_data」関数にフックポイントを追加 
[*] 検索条件の保存ロジックを改善 
[*] データベースバックアップ時にCS-Cart標準のテーブルのみデフォルトで選択状態にする仕様
に変更 
[*] ftp_connect関数が使用できない環境ではインストールを許可しない仕様に変更 
[!] 「SEO」アドオン : 一部のURLで「ページが見つかりません」ページではなくトップページが
表示されるバグを修正 
[!] 「SEO」アドオン : 「検索オプション」ブロックの「もっと見る」リンクのURLがサーチエン
ジンフレンドリーなものに変換されないバグを修正 
[!] 「ギフト登録」アドオン : 入力必須フィールドが空であってもイベントを新規登録できるバグ
を修正 
[!] 「ギフト登録」アドオン : イベントの検索結果にカスタムイベントフィールドが設定されたイ
ベントがヒットした場合にPHPの警告メッセージが表示されるバグを修正 
[!] 「ギフト登録」アドオン : プライベートイベント作成時に送信されるeメールの内容を修正 
[!] 「ギフト登録」アドオン : ユーザー作成イベントを管理者が作成するとタイプ別のイベント検
索が正常に動作しないバグを修正 
[!] 「ギフト登録」アドオン : バリエーション付きのカスタムイベントフィールドを削除すると
エラーメッセージが表示されるバグを修正 
[!] 「ギフト登録」アドオン : 複数のイベントに同一商品が登録されている場合、1つのイベントで
商品を削除するとすべてのイベントから削除されるバグを修正 
[!] 「注目商品ブロック」アドオン : SEOアドオンが有効な状態で、フィル名に"&amp;"が含まれる
商品画像を登録すると当該ファイルが二重アップロードされるバグを修正 
[!] 「注目商品ブロック」アドオン : 商品画像にFlashファイルが使用できないバグを修正 
[!] 「Googleサイトマップ」アドオン : サイトマップの初回生成時にPHPのnoticeエラーが表示さ
れるバグを修正 
[!] 「Googleサイトマップ」アドオン : サーバーとの接続に失敗した場合にサイトマップが正しく
生成されない場合があるバグを修正 
[!] 「クイックサーチ」アドオン : "Brickwork" スキンにおいて検索結果ドロップダウンが正しく表
示されないバグを修正 
[!] 「クイックサーチ」アドオン : 型番による検索が正しく動作しないバグを修正 
[!] 「カスタム商品」アドオン : オプションのコンビネーション毎に画像が設定されていてもオプシ
ョン選択時にメイン画像が変更されないバグを修正 
[!] 「アフィリエイト」アドオン : 支払い状況の変更時のサーバー負荷が増大し処理が継続できなく
なる場合があるバグを修正 
[!] 「添付ファイル」アドオン : 商品情報編集ページで添付ファイルのステータスを変更できないバ
グを修正 
[!] 「統計データ」アドオン : GeoIPライブラリで使用するIPアドレスのフォーマットが誤っていた
バグを修正 



バグを修正 
[!] 注文管理 : 注文編集時に注文に含まれるすべての商品を削除して別の商品を追加すると新規注
文として登録されるバグを修正 
[!] 注文管理 : 注文商品の編集ページにおいて商品価格が正しく表示されない場合があるバグを修正
[!] 注文管理 : 同時購入が必要な商品が設定されている商品をカートに追加できないバグを修正 
[!] HTMLブロックキャッシュ : ギフト登録のイベント情報が正しくキャッシュされないバグを修正
[!] HTMLブロックキャッシュ : 「お客様の声」のランダム表示ブロックが正しくキャッシュされな
いバグを修正 
[!] 商品の追加情報 : クエスチョンマークを囲むブラケットが表示されないバグを修正 
[!] 商品フィルタ : カテゴリーが無効化されてもフィルター内の商品数が更新されないバグを修正 
[!] 商品オプション : IE8において画像がキャッシュされるとオプション毎に登録された画像が正し
く切り替わらないバグを修正 
[!] アップグレードセンター : 管理者がアップグレードパッケージを手動で削除すると削除したバ
ージョン以降のパッケージも自動で削除されるバグを修正 
[!] Paypal : 商品名にHTMLタグが含まれる場合、決済手続きが拒否されるバグを修正 
[!] "Green web" スキンにおけるグリッド表示で商品サムネイルのマージンが正しく設定されない
バグを修正 
[!] 購入手続きにおいてカレンダーコントロールが正常に動作しないバグを修正 
[!] 商品情報のインポートで「Taxes」フィールドに0がセットされたレコードがあるとすべての商
品の税額が0でインポートされるバグを修正 
[!] フォームビルダーにおいてテキストが255文字でカットされるバグを修正 
[!] 無料商品がカート内容ポップアップから削除できるバグを修正 
[!] 最後に見た商品 / 最近見た商品 が正しく表示されない場合があるバグを修正 
[!] 数量が割引が設定されていない商品が価格による検索にヒットしないバグを修正 
[!] 無効にしたアドオンのテンプレートファイルがオーバーライドされるバグを修正 
[!] 内容が空のブロックが表示されるバグを修正 
[!] 商品画像にFlashファイルが使用できないバグを修正 
[!] 管理者用パネルの商品一覧ページにおける詳細検索で、商品フィルタ「サプライヤー」が正し
く表示されないバグを修正 
[!] 在庫数以上の個数をカートに追加できる場合があるバグを修正 
[!] 「サプライヤー毎に商品の配送方法を表示」がチェックされていない場合、サプライヤー取扱
商品の送料が正しく計算されないバグを修正 
[!] カテゴリーにキャンペーンが割り当てられている場合、商品検索結果に適用されるキャンペー
ンの内容が反映されないバグを修正 
[!] フックポイント「get_additional_product_data」に誤ったパラメータが渡されるバグを修正 
[!] セッションが切れた後にユーザー名が表示されないバグを修正 
[!] ブロックの登録・編集時に表示形式「グリッド2」が表示されないバグを修正 
[!] 注文詳細ページに1つのクーポンしか表示されないバグを修正 



[!] "exec" と "system" 関数が無効化されている場合に「アップグレード」ページにPHPのnotices
エラーが表示される場合があるバグを修正 
[!] 一部のページでページネーションが正しく動作しないバグを修正 
[!] 商品のコピー時に商品画像がコピーされないバグを修正 
（これ仕様だと思ってた。('A')） 
[!] インストール時に会員登録のタイムスタンプが更新されないバグを修正 
[!] 商品編集ページの「キャンセル」ボタンをクリックした際に誤ったページに遷移する場合があ
るバグを修正 
[!] 1ページチェックアウトにおいてメルマガの購読有無選択エリアが表示されない場合があるバグ
を修正 
-------------------------------------------



Baidu IME 正式版リリース！WEB制作に使えるSS機能などレビューを含み使ってみま
した。【動画あり】

baido03

先日も紹介したスクリーンショット機能が秀逸なBaidu IME が正式版になりました。あれから色
々と活用しているので記事にしてみましたよ。(‘A’)

WEB制作をやっている方で、こういうディスカッション方法っていいんじゃないのかな？っと思
い自分なりの活用動画をUPしてみました。参考にしてくださいな。

３月１１日追記 
SS機能にショーットカット機能が追加されてます

Baidu IME （正式版）の詳細やレビューについては下記からどーぞ
Baidu IME - 日本語入力 -

Baidu IME 正式版を導入してみる。

Baidu IME 文字入力システムが、2011.3.8にバージョン2.0.0.1となりましたよ。 

pakisu000267

 

というわけで、さっそく公式から導入してみます。 

http://twitpic.com/484htb
http://ime.baidu.jp/type/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Baido-type-WEBSS_857F/pakisu000267_2.jpg


pakisu000264

 

pakisu000265

 

この辺りは今まで通りですね。 

pakisu000266

 
前回、必要なディスク領域が71.4MBだったのに対して、正式版は49.4MBっとだいぶ小さくなっ
ています。 

っというわけで、さっそく前回変換できなかった まかんこうさっぽうを入れてみます。 

pakisu000268

 

・・・っく ('A') 

スクリーンショット機能を使って、そのままフォトショップで加

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Baido-type-WEBSS_857F/pakisu000264_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Baido-type-WEBSS_857F/pakisu000265_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Baido-type-WEBSS_857F/pakisu000266_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Baido-type-WEBSS_857F/pakisu000268_2.jpg


工してみる。これは本当に便利だよ。

Baidu IME といったらスクリーンショット機能ですね。前回の記事（IME"Baidu Type）では紹介
しなかったダブルクリックしてコピーするという機能を使いそのままフォトショップで加工する

方法を紹介します。（動画） 

BAIDO IME スクリーンショット機能

動画の通り、スクリーンショットの範囲を選択したらダブルクリックをすることによって 一回一
回保存しなくとも、範囲をコピーすることができるのです。 

pakisu000270

 

そのまま、フォトショップなどの画像加工ソフトを起動してコピーをすればOK。 
イラストレータなどでも使える為 作業効率があがりますね。('A')b 
pasiks000372

 

WEB制作のディスカッションやカンファレンスに超便利！メモ
を残しながら行なえるスクリーンショット機能

スクリーンショットを撮りながら、ここをこうして欲しいなどのカンファレンスを行えるという

使い方です。オフラインでもSKYPEの画面共有機能でリアルタイムに使えて、そのまま保存でき
るという一石二鳥な使い方です。 

WEB制作に使える機能

http://www.susi-paku.com/pakubaidoimebaido-type.html
http://www.youtube.com/watch?v=lFoQmVPKaSU
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Baido-type-WEBSS_857F/pakisu000270_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Baido-type-WEBSS_857F/pasiks000372.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=WJF0bA84UYg


動画の通り、WEBサイトを見て直接書き込みしながら変更点を追記できるわけです。 

pasiks000373

 

ほんと便利だわぁ ('A') 打ち合わせがスムーズになり議事録として記録できるので最高！是非参考
に活用してみてくださいね。 

YOUTUBEだと小さくて見えない人は下記からダウンロードできるようにしてます。 
http://www.susi-paku.com/websiteseisaku.wmv 

Baidu IME へこれ改善してほしい + 追加してほしい 機能の要望

改善要望を送るとキャンペーンでオリジナルマグが当たるそうです。

pasiks000374

 
WE WANT YOU！ おためし隊☆大募集 急募！ 

っというわけで、これ欲しいので。特に秀逸な機能を改善してほしい（追加してほしい）為、要

望をまとめてみました。 

【要望その1】 
スクリーンショット機能の削除ボタンをデフォルト画面に追加してほしい。キャンセルボタンと

の見分けがわかりづらくキャンセル押しちゃう人多いんじゃないかと・・・ 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Baido-type-WEBSS_857F/pasiks000373.jpg
http://www.susi-paku.com/websiteseisaku.wmv
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Baido-type-WEBSS_857F/pasiks000374.jpg
http://ime.baidu.jp/type/otameshi/


pakisu000272

 

パネルには削除ボタンが表示されてないので、書き込みした後消す方法ってどうやるのか知らな

い人いるんじゃないかなと・・・ んで、右の×ボタンを押すとスクリーンショット自体が終了
しちゃうんですよね。 

んで、削除する方法は右クリックしないと出ない為、この辺のUIを変更した方がいいと思われ。 

【要望その2】 
矢印を配置するツールに、双方向矢印も追加してほしい。 ⇔ こんなの。ついでに言うと矢印の種
類もあればいいなぁっと思われ 

【要望その3】 
塗りつぶしツールがほしい。四角やら丸を書いた時に背景色とかぶらないように塗りつぶしがで

きれば見やすくなりますよね。('A') 

【要望その4】 
直線や真円を書くときに イラストレータなどでも使う SHIFT 押しながらドラッグすると描けるよ
うなる機能。 

【要望その5】 
スクリーンショット機能で文字を入力する際、変換した後 １回１回ENTERキーで決定しないと
、変換した文字が消えてしまう仕様をなんとかしてほしい。 

となりの客はよく柿食う

1. 

変換ボタンを押したあと、エンターで確定させないと書けないって面倒だよね。これ改善し

てほしいなぁーっと 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Baido-type-WEBSS_857F/pakisu000272_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=MJ4SSMURJnA


【要望番外】 
まかんこうさっぽう を変換 魔貫光殺砲 にて変換できるようにしてください。 

っというわけで以上でございます。スクリーンショット機能のみ使えるソフトとしてリリー

スされないか心から願います。おしまい。 

追記 
Baidu type のツイッターアカウントがなくなっているんですが・・・ 
pasiks000375

 
http://twitter.com/baidutype 

公式のIDが変更されてます。 
Baidu IME こちらから Baidu type から Baidu IMEになったんですね。('A')

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Baido-type-WEBSS_857F/pasiks000375.jpg
http://twitter.com/baidutype
http://twitter.com/#!/baiduime


体験入店券を利用して川崎にあるCOSTCO（コストコ）に行って品ぞろえとか価格を
見てきました。

costoko

『量もの買うなら！』 とか 『安いし美味しい』 から行ってみな！っと言われ続けて先日初めて川
崎にある COSTCO（コストコ）へ行ってきましたsusi-paku です(‘A’)

店舗・価格の詳細や個人的な感想については下記からどーぞ

コストコ Japan Home
実家の折り込みチラシに COSTCOへ会員費用払わなくても一日だけ体験で入店できるチケット
が入ってました。 

R0015862

 

1DAY SHOPPING PASS 配布中。 （よくやってるみたいですね。） 

http://www.costco.co.jp/index.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a31c679c4bd_887A/R0015862.jpg


R0015868

 

商品を購入する場合、ゲストであるため +5％ の費用が上乗せになるとのこと。('A')アー 

R0015867

 

ちなみに ゴールドスターメンバー（＠個人）だと 年会費4,200円の費用がかかりますです。月
額350円の計算になりますね。 

R0015869

 

入会すると5000円の商品券がもらえるそうです。それなら入会費なしにしてくれればいい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a31c679c4bd_887A/R0015868.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a31c679c4bd_887A/R0015867.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a31c679c4bd_887A/R0015869.jpg


のに・・・っと思うわけです。うまい商売ですな。 

大きな地図で見る

んで、場所はここですね。川崎大使方面なのでわかりやすいですね。 

川崎店の詳細はここ 
倉庫店所在地 - 川崎 

pasiks000371

 

日曜日の正午の状態。 交差点から店舗まで駐車場待ちの渋滞、これはひどい。バイクは渋滞関係
ないので、こういう時いいですな。('A') 

R0015876

 

駐輪場は小さ目ですね。んま、基本的にビッグサイズなものばかり販売しているので車がメイン

になっているんでしょうね。 

http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&q=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C+%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82+%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%8C%BA+++%E6%B1%A0%E4%B8%8A%E6%96%B0%E7%94%BA3-1-4&ie=UTF8&hq=&hnear=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%8C%BA%E6%B1%A0%E4%B8%8A%E6%96%B0%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94&gl=jp&brcurrent=3,0x601866d58e9f8ccf:0xc1d2aaf0f7cb16,0,0x601866d59453ccff:0x850092461d0666ef&ll=35.522302,139.732393&spn=0.02445,0.036478&z=14&iwloc=A&source=embed
http://www.costco.co.jp/whs_863.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a31c679c4bd_887A/pasiks000371.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a31c679c4bd_887A/R0015876.jpg


R0015878

 

入口はこんな感じ。カートがでっかいですね。 

R0015881

 

ゲストカウンターにて チケットをもらいます。 

R0015883

 

店内の写真ですが、基本的に禁止らしいので載せられないのが残念。違うサイトで店内写真が紹

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a31c679c4bd_887A/R0015878.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a31c679c4bd_887A/R0015881.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a31c679c4bd_887A/R0015883.jpg


介されているサイトがあったのでリンク貼っときます。 

コストコ 川崎の店内画像 

R0015897

 

んで、結局買ったのは 有名な ディナーロールとダウニー黒、ロールケーキを買ってみました。 

R0015900

 

ディナーロール美味しいんだけど、グラニュー糖入っているんですよね。色々美味しそうな物が

沢山売ってましたけど、オリジナル商品に限っては原材料を気にして買った方がいいと思いま

した。 

とりあえずの感想としては 

・大家族や法人で量が必要な場合は安いかも （全体的にあまり安くなかった） 
・誕生日ケーキはすごく体に悪そうだったけれど、子供があのサイズもらったらうれしいだろ

うなぁーと思いました。 

http://www.dannychoo.com/post/ja/26024/%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B3+%E5%B7%9D%E5%B4%8E.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a31c679c4bd_887A/R0015897.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a31c679c4bd_887A/R0015900.jpg


・単身などの場合は、賞味期限もあるので近くのスーパーの方がいい 
・洗剤とか生活必需品は需要からか、結構安い金額でした。 
・ホットドックがうまそー ('A') でも、ＩＫＥＡの方がチープで好き。 

こんなところでした。入会は様子見でございます。おしまい。



twitter 世界で最初のＩＤは？始めてからの期間や何人目に登録された等を調べるサイ
トを使ってみた。

twitteritukara

自分のtwitter ＩＤが取得されてからどのくらいの期間が経過したか等を調べるサイトがあった
ので、世界で最も古いtwitterアカウントなどもついでに調べてみました。

今じゃ有名な著名人なんかのアカウントも調べられるので、リサーチするにはいいツールだと思

われますよ。

使い方やもっとも古いＩＤをリサーチした詳細は下記からどーぞ

いつからTwitter？ | 深夜二次

まずは自分のアカウントを調べてみる。

pasiks000356

 

その名の通り、いつからtwitter をやっているか 名前そのまんまのサイトになってますね。('A') と
いうわけでさっそく自分のアカウントを検索してみます。 

http://midnight2d.as.zmx.jp/itsukara/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386cd917927b_9521/pasiks000356.jpg


pasiks000357

 

susi-paku の結果いつからTwitter？ | 深夜二次 

もう７００日でもうすぐ３年目になるのですね。これまでにつぶやいた合計発言数も発言される

ので、どの程度利用されているのかわかりますね。 

非公開のアカウントも調べられる。あら便利

pasiks000358

 

ツイートを非公開にしているユーザーもユーザー名を入れることによって どのくらいつぶやいて
いるのか調べられます。 

これもあくまで目安ですけど、リサーチするにはいいかもですね。 

特定のＩＤの人と比較することが出来る機能 （ベータ）

pasiks000359

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386cd917927b_9521/pasiks000357.jpg
http://midnight2d.as.zmx.jp/itsukara/?user2=%40Hysteric_Barbie&user=susipaku
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386cd917927b_9521/pasiks000358.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386cd917927b_9521/pasiks000359.jpg


デフォルトではＳＢの孫さんが入力されているので、自分の分析と比較することができます。 

pasiks000360

 

おお、自分の方が孫さんより早く twitter 始めているのね。これはなかなか面白いなぁ。 

ちなみにおかしいくらいフォロー数がいらっしゃる レディーガガ様は 

pasiks000361

 

2008/3 からtwitter を初められています。 

ってことは世界で１人目にtwitter を始めたユーザーは誰なのか
調べたくなりますね。誰だろうか。

っという疑問がでるわけですね。興味がわくのでさっそく調べてみました。 

twitter という名称だけに、これを第三者に登録されていたらダメだろうっという事で 
@twitter を調べてみました。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386cd917927b_9521/pasiks000360.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386cd917927b_9521/pasiks000361.jpg


pasiks000362

 

あらら、783,214人目になってますね。 

ってことは twitter 創設者の方々が当然世界で数番目の登録者になるはず。 
Twitter - Wikipedia 
ジャック・ドーシー 
エヴァン・ウィリアムズ 
ビズ・ストーン 

上記、３人のtwitter アカウントを調べてみます。 

pasiks000365
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http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%93%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3&action=edit&redlink=1
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386cd917927b_9521/pasiks000365.jpg


pasiks000364

 

pasiks000363

 

Jack Dorsey (twitter id : jack） が12人目の登録者になってます。この前に11人もいるのか・・・
('A') 

ってことでこの前のアカウントを調べてみたんですが、全然検索されないので 2chのソースとか
調べてみたら。下記がツイッターでjackがつぶやいたもっとも古いつぶやきだそうです。（履歴
で残っている） 

pasiks000366

 

Twitter / Jack Dorsey: just setting up my twttr 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386cd917927b_9521/pasiks000364.jpg
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お！twttr というアカウントの事を言っていますね。 
Odeo、Twttrを発表 

もしかしたら このアカウントが最も古いのではないかと思い検索。 

pasiks000367

 

あら、存在しないと表示されますね。('A') 

pasiks000354

 

まさかと思い ＩＤを登録してみようと 試みたら登録できませんでした。 
もしかしたら このアカウントが世界で一番目のtwitter ＩＤかもしれませんね。（でも あと11人い
るはずなので、それがわかる人いたら教えてください。) 

っとまぁ、今じゃ お問い合わせフォームよりも利用頻度が高いtwitter のリサーチとして活用でき
るといいですね。おしまい

http://jp.techcrunch.com/archives/is-twttr-interesting/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386cd917927b_9521/pasiks000367.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386cd917927b_9521/pasiks000354.jpg


Light tab レビュー 持ち運びや緩衝用のケース選びとeneloopを利用して充電できる
か使ってみたよ。その3

lighttab2

販売したばかりでという事もあるのですが、今後も爆発的な販売数を記録しないかぎり専用ケー

スなどが販売されないであろうと GALAXY Tab の寸法とほぼ同じだということで量販店にてケー
スを選定してきました susi-paku です。(‘A’)

他にも eneloop で充電/使用できるかどうかのテストもやってみました。
詳細は下記からどーぞ。

GALAXY Tab と Light tab の寸法を確認する。

丸裸の状態で持ち歩くのも、アレなので何か良いケースがないか家電量販店に足を運んでみま

した。('A') 

まず、Light tab 専用ケースが販売されているわけがないので、GALAXY Tab の寸法を比較してみ
ます。 

【GALAXY Tab】 
約121×191×12.1mm 
SWVGA（1024×600） 

【Light Tab】 
110mm(W)x192mm(H)x12.6mm(D) 
800×480ピクセルWVGA 

解像度が大きく違う割には横幅以外はほとんど一緒の寸法になってます。

GALAXY TAB の専用ケースに Light tab を選んでみる。



GALAXY TAB専用ケースというのは色々売られていまして、手帳タイプやらチャック付の緩衝ケ
ースなど、 

っというわけで、まずは自分が買ったケースはこれ。 

R0015902

 

▼ こういった手帳型のレザーケースもいいなーっとは思っていたんですが、 
【楽天市場】レザー調GALAXY-Tabケースカバー手帳タイプ（ブラック）/背面にはスタンドを
装備！ 

背面のカメラ位置が GALAXYと異なるため カメラが写りませんｗ 

pasiks000353

 

これは致命的でした。GALAXYよりも 横幅が10mm小さいので ガバガバなので 無理して合わせよ
うとすれば合うんですが そこまでするならケースから外して使った方が楽です。ｗ 

それで買ったのが この保護ケースですね。 
GALAXY Tab専用キャリングケース | バッファローコクヨサプライ 

結構厚いし、しっかり保護してくれているし価格が1000円ちょっとなのでコスパも良いです。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Light-tab-_93B4/R0015902.jpg
http://item.rakuten.co.jp/wilmart/wm-469/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Light-tab-_93B4/pasiks000353.jpg
http://buffalo-kokuyo.jp/products/phone/case2/docomo/bstpg02cm/


R0015915

 

裏地はこんな感じ。 

R0015918

 

PSPのソフトと比較。 

R0015919

 

Light tab を自前のポーターに入れてみます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Light-tab-_93B4/R0015915.jpg
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R0015920

 

うんうん、まじでプレゼンするときとか持ち運びが楽ですね。 

R0015904

 

一応エレコムの小さめケースも買ってみましたがガバガバで頼りない感じでした。 
他にもこれと似た保護ケースが売っていたんですが、 
GALAXY Tab専用ネオプレインケース | バッファローコクヨサプライ 

こういったケースって取り出しするときにスルスルって抜けちゃうことが多々あるんですよね。

＠電車とかね。なのでもし検討されている方いたら気を付けた方がいいと思います。参考にして

くださいな。('A') 

あとは、Light tab にはストラップを取り付ける箇所がない為 ケースにペンなどを取り付けられる
場所があると便利だと思いました。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Light-tab-_93B4/R0015920.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Light-tab-_93B4/R0015904.jpg
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R0015903

 

PRADAフォンについてたペンをケースに取り付けてみました。 

外出時などで電源がなくなった時にeneloopを利用して充電・使
用できるかテスト

携帯の充電などで有名な高容量バッテリーこと eneloop KBC-L2Aにて利用できるかテストしてみ
ましたよ。 

SANYO USB出力付きリチウムイオンバッテリー (専用高容量リチウムイオン電池使用) KBC-
L2AS

これホントすごいですよ。カーナビとかちょっとした携帯充電するのも満タンで2.3回使えます。 

Light tab には専用のUSBが付属しているので、これにeneloopを取り付けてみます。 

R0015906
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R0015909

 

こんな感じですね。 

R0015908

 

ばっちりバッテリー電源に切り替わりました。('A')b 
問題なくeneloopを利用してバッテリーチャージも行えましたので、外出時にはセットで持ち運び
ができれば電源不足に困らなくなりそうですよ。うんうん 

っというわけで、light tab レビューその3でした。

日本通信 ZTE Light Tab V9+10日間無料SIM付き BM-LTBU300

日本通信 ZTE Light Tab V9用b-mobileSIM8ヶ月使い放題パッケージ BM-U300-8MLTB 
LIght tab 購入するなら、この２セットで月額新規8ヶ月契約(245日）で1日あたり64.9円（
月1263円）15900円 でインターネット使い放題で利用できます。オートチャージを利用すると割
高なので気を付けてくださいね。

前回のレビューはこちら 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Light-tab-_93B4/R0015909.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Light-tab-_93B4/R0015908.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004PC9O3S/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004Q891AC/susipaku-22/ref=nosim


日本通信から販売された7インチのAndroid2.2タブレットLight Tab を買って使ってみました。そ
の1:susi-paku website 

Light tab レビュー 携帯のsimカードをセットして電話をかけたり、skypeなどのアプリを使ってみ
ました。その2:susi-paku website

http://www.susi-paku.com/paku7android22light-tab-1.html
http://www.susi-paku.com/pakulight-tab-simskype2.html


Light tab レビュー 携帯のsimカードをセットして電話をかけたり、skypeなどのアプ
リを使ってみました。その2

lighttab

せっかく携帯でパケホーダイダブルを契約しているのだから、携帯のＳＩＭカードをはずして

Light tab にて使ってみようとやってみた susi-paku (‘A’) です。他にもSKYPEやtwitter クライアン
トも導入してみました。

詳細については下記からどーぞ

Light Tab はSIMロックフリーという事で、自分が持っている携帯のSIMカードを利用させてもら
うとやってみました。

R0015821

はい、未だにＰＲＡＤＡフォン使ってます。('A')
Android 3.0 になったら本気だします。ｗ

携帯のSIMカードを外して、Light Tabに取り付けてみる。

R0015824

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4cee6357fa54_AAD6/R0015821.jpg
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どうして、こうもSIMカードってはずしずらいのでしょうかね。B-CASと一緒な仕様ですね。

R0015827

というわけで、左がデフォルトで付属している simカードです。ちなみに10日間使いたい放題（
手続き必要）となってます。

右が携帯についているsimカードさん。('A')これをLight TABに挿入するわけです。

pakisu000257

差し込んだら、起動してみるとNTT DOCOMOと表示されました。これでOKですね。

pakisu000258

設定状態を確認してみます。携帯で使っていた番号が表示されていますね。('A')b

SIMカードを移設した状態で Light tab に電話をかけてみる。

さて、この状態であれば電話かかってきたらどうなるか・・・っというわけで、もう一台違う携

帯電話から自分の携帯に電話してみます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4cee6357fa54_AAD6/R0015827.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4cee6357fa54_AAD6/pakisu000257_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4cee6357fa54_AAD6/pakisu000258_2.jpg


pakisu000259

見えづらいかもしれませんが、こんな感じ。

このタブレット持って電話したらすごいなｗ。音声の方ですが非常にクリアでした。普通の電話

と同じレベルでした('A')

というわけで、別回線を契約しなくても携帯のSIMを利用すれば問題なく利用できるので費用が払
えない人にとっては重宝しそうです。

Light Tabで ネット環境とかはどうなの？

日本通信が提供している、b-mobile 回線を利用したインターネット回線について、アスキーさん
がレビューしていましたので、動画貼っておきます。

b-moble の使い放題コースは激安でお得なんですが、ハードな利用には頼りない気がしますね。
速度がね・・・

アスキーさんの所ではベンチマークとかの測定もされています。Light tab ではCPUが公表されて
いないので参考になりますね。個人的にもバージョン2.3は厳しいかもですね。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/036/36215/

【各回線ごとの比較】

んで、下記が日本通信が発表している比較表ですね。

http://www.bmobile.ne.jp/sim_t/compare.html

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4cee6357fa54_AAD6/pakisu000259_2.jpg
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/036/36215/
http://www.bmobile.ne.jp/sim_t/compare.html


pakisu000260

パケホーダイダブルって実は結構するんですよね。ｗ 自分の使い方は基本的に社内もしくは自宅
でWIFI使ってネットして、オフラインでは議事録取ったりプレゼンに使ったりするくらいだから
あまり気にしないけれどね。

【追記：3/30】

携帯で利用している　docomoのSIMカードを利用すると電話はかけられますが、ネットはAPNの
設定を行わないと使えません。上記はB-MOBILEの

日本通信 ZTE Light Tab V9用b-mobileSIM8ヶ月使い放題パッケージ BM-U300-8MLTB 
を利用しているので、もしも割高のAPN設定をされる場合は、この辺の記事【覚書】docomo定額
通信の料金やAPN｜Androidスマートフォンで遊ぼうを参照してください。IRIUSさん　ご指摘あ
りがとうございます。('A')

ちなみにWIFIであれば問題ないくらいスムーズに再生されるしストレスもゼロですね。お布団の
中で快適ネットサーフィンができるダメ人間になれますよ。('A')

SKYPEとかTweet Deck などのAndoid アプリを導入してみる。

Android マーケットにて無料アプリを導入してみます。っというかそのうちWEB制作者が必須っ
ぽいアプリもまとめてみようかな。

pakisu000262
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反射して綺麗に撮影できなくてすみません・・・

pakisu000261

SKYPEさんですね。先日、ギャラクシーSにも対応して反響がありましたAndroid バージョンで
すね。

基本的にはPC版とはあまり変わりませんが、チャットの画面が対話方式になっていたりとインタ
ーフェイスは素敵です。('A')b

ファイルの送受信や画面の共有機能はできない仕様です。

pakisu000263

twitter クライアントで必須な Tweet Deck も無料で導入できちゃいます。('A')

やっぱり、リストとかの表示は秀逸ですね。

http://www.susi-paku.com/pakutwittertweetdeck1.html

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4cee6357fa54_AAD6/pakisu000261_2.jpg
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R0015843

Note Everythng も必須ですね。これでペーパーレスに議事録が取れるわけです。

あとは、dropbox とか導入していくわけですが、本体容量が100MBくらいしかないので、こまめ
にSDカードに保存が大事ですね。

それと、保存用のmicrosd ですが、Class 10（転送速度）を選ぶようにしましょうね。従来
のClass4 とか 2だと本当に遅くてイライラするので。('A')
 

【16GB】 メーカー問わず microSDHCカード class10 (簡易包装品) SD変換アダプター付 S3-
MSDHC16GBC10-BLK 

というわけで、４万以下でサクサク快適に動作するので、社内カンファとかに導入したりするの

も良さげですね。

 

日本通信 ZTE Light Tab V9+10日間無料SIM付き BM-LTBU300
 

日本通信 ZTE Light Tab V9用b-mobileSIM8ヶ月使い放題パッケージ BM-U300-8MLTB 
LIght tab 購入するなら、この２セットで月額新規8ヶ月契約(245日）で1日あたり64.9円（
月1263円）15900円 でインターネット使い放題で利用できます。オートチャージを利用すると割
高なので気を付けてくださいね。

持ち運びなどの次のレビュー記事はこちら 
Light tab レビュー 持ち運びや緩衝用のケース選びとeneloopを利用して充電できるか使ってみ
たよ。その3:susi-paku website
 
前のレビュー記事はこちら 
日本通信から販売された7インチのAndroid2.2タブレットLight Tab を買って使ってみました。そ
の1:susi-paku website

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4cee6357fa54_AAD6/R0015843.jpg
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日本通信から販売された7インチのAndroid2.2タブレットLight Tab を買って使ってみ
ました。その1

lightab

先日GIGAZINEさんが取りあげた 2年縛り＆SIMロック無しのAndroidタブレット「Light Tab」
登場、「日本で一番安い」価格に – という記事を読んで 価格が４万円を切るという経済的にやさ
しく販売されたので、さっそく購入してみた susi-paku (‘A’) です。
（※ 使ったレビューで連続記事になると思われます）

届いた状態と付属品やら使ったレビューについては下記からどーぞ。

Light Tab | スマートタブレットでスマートライフを始めよう。
というわけで、今朝方日本通信さんから届きました。Light Tabです。 

pasiks000348

 

もっと大きいイメージがありましたがそこまで大きくなかったです。 

http://gigazine.net/news/20110225_bmobile_light_tab/
http://www.bmobile.ne.jp/light_tab/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80b7370fc4c2_9341/pasiks000348.jpg


pasiks000349

 

10日間使い放題の b-mobile SIM が付属してます。 
b-mobile SIM についてはこちらから 
b-mobileSIM U300 | SIMフリー時代のsimpleなデータ通信、誕生。 

１年間定額で29800円（月額2483）で定額通信は外出するのが多い人にはいいサービスですね。
('A') 

pasiks000350

 

b-mobile SIMの中身はこんな感じ 

R0015784

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80b7370fc4c2_9341/pasiks000349.jpg
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NTT docomo foma って書いてます。ぺりぺりはがせます。 

R0015786

 

初回接続日から10日間 データ通信が使い放題で利用できるそうです。 
開通するには電話にて別途連絡が必要みたいです。 

R0015787

 

さて、箱を開けてみます。中身はこんな感じ。 
ACアダプタにPC⇔TAB のUSBケーブル。イヤホンが付属してます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80b7370fc4c2_9341/R0015786.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80b7370fc4c2_9341/R0015787.jpg


R0015789

 

大きさですが、PSPのケースと同じくらいの大きさですね。 
サイズは 110mm(W)x192mm(H) となってます。 

R0015790

 

コミックスと比較すると 横幅がちょっと小さいくらいですが、ほぼコミックスよりも一回り小さ
いイメージがあります。小さくていいですねー。 

R0015794
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薄さはこんな感じ。公式サイズでは 12.6mm(D) となってます。 
それと気になる重量ですが、390g になってます。どのくらいの重さかというと 

ニンテンドーDSが275g （LITEが218ｇ） 
ipad は680g(3Gモデルで730g） 
GALAXY TAB が382ｇ でほぼこれと同じ重さですね。 

R0015796

 

側面には電源ボタンと音量調節のボタンがあります。 

R0015797

 

全面パネルの操作ボタンは３つになってます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80b7370fc4c2_9341/R0015796.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80b7370fc4c2_9341/R0015797.jpg


R0015800

 

イヤホンマイクヘッドセット らいいです。線が細いので心配ですね。無線にはしたいところで
すね。 

R0015801

 

んで、こちらが取扱い説明書。micro SD は（別途購入）の取り付け方などが掲載あれてます。 

pasiks000352

 

中身はこんな感じです。初回起動の時はきちっと この赤いフィルムをはがさないと起動しないの

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80b7370fc4c2_9341/R0015800.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80b7370fc4c2_9341/R0015801.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80b7370fc4c2_9341/pasiks000352.jpg


で気をつけましょう。('A') 

R0015812

 

というわけでさっそく起動('A')ノ おお綺麗ですね。 

R0015813

 

ちなみに UNLOCK の解除方法書いてなかったので、解除の仕方はこう 

R0015816

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80b7370fc4c2_9341/R0015812.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80b7370fc4c2_9341/R0015813.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80b7370fc4c2_9341/R0015816.jpg


左から右に滑らす感じで ロック解除になります。('A') 

というわけで、とりあえず 開封〜起動までをレビューしてみました。 
次は起動からぬるぬる動かしてみたいと思います。 

何かこんなことやってほしいとか希望あればトライしてみますのでご要望はツイッターsusi-paku
(susipaku) on Twitter もしくはメールまで連絡してください。('A')

日本通信 ZTE Light Tab V9+10日間無料SIM付き BM-LTBU300

日本通信 ZTE Light Tab V9用b-mobileSIM8ヶ月使い放題パッケージ BM-U300-8MLTB 
LIght tab 購入するなら、この２セットで月額新規8ヶ月契約(245日）で1日あたり64.9円（
月1263円）15900円 でインターネット使い放題で利用できます。オートチャージを利用すると割
高なので気を付けてくださいね。

次のレビュー記事を追加しました。 
Light tab レビュー 携帯のsimカードをセットして電話をかけたり、skypeなどのアプリを使ってみ
ました。その2:susi-paku website 

持ち運びなどの記事はこちら

Light tab レビュー 持ち運びや緩衝用のケース選びとeneloopを利用して充電できるか使ってみ
たよ。その3:susi-paku website

http://twitter.com/susipaku
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004PC9O3S/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004Q891AC/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/pakulight-tab-simskype2.html
http://www.susi-paku.com/pakulight-tab-eneloop3.html


WEB制作やプレゼンのアクセントに使える、ロゴ・アイコンを検索してくれるサイト6
つを比較してみました。

icon

アイコンやロゴなど、フォトショップやイラレのベクターを利用するのも手ですが、簡易的に使

いたいロゴやアイコンを探すときに便利なのが各種アイコンを検索することができるサイトなん

ですね。(‘A’) そんなアイコンの検索エンジンを結果ごとに６つ程紹介比較してみます。

詳細や検索結果リンクについては下記からどーぞ

susi-paku のお気に入りサイトをご紹介。('A')

アイコンを探すのに便利なサイトを紹介しているサイトは沢山ありますが、目的のアイコンが出

力されなかったり、ほとんど出力されなかったり 404だったりとガッカリするときも多々あり
ます。というわけで、特定の言葉でどれくらい出力されるかというのをやってみます。 

今回使ってみる言葉は 下記の４種類 

User

 
・ business 

 
・ next 

twitter_01

 
・ twitter 



Globe2

 
・ network 

上記でどれほど出力されるかリンクごとに紹介してきます。【2011/3/3現在】 

ICON FINDER

iconfinder

 

Icon Search Engine | Iconfinder 

【検索結果】

・ business 67個 
・ next 131個 
・ twitter 415個 
・ network 370個 

【コメントと評価】 
扱っているアイコンが豊富で、新しいのもすぐに追加され表示サイズも選べます。 
評価：★★★ 

Mr.Icons

mricon

 

http://www.iconfinder.com/


Mr. Icons - Icon Search Engine, Free Icons 

【検索結果】

・ business 26個 
・ next 189個 
・ twitter 122個 
・ network 431個 

【コメントと評価】 
上記で紹介したIconfinder とは違うアイコンが表示されるのが多く相互利用すると便利ですね。 
評価：★★☆ 

iconlet

iconnet

 

free icons search engine - iconlet 

【検索結果】

・ business 20個 
・ next 219個 
・ twitter 77個 
・ network 806個 

【コメントと評価】 
10×10 など小さ目のアイコンを使いたいときに便利です。検索結果も豊富ですね。 
評価：★★☆ 

FIND ICONS

http://www.iconfinder.com/
http://www.mricons.com/
http://www.iconfinder.com/
http://www.iconlet.com/


findicon

 

Icon Search Engine - Download 304,109 Free Icons, PNG Icons, Web Icons 

【検索結果】

・ business 37個 
・ next 409個 
・ twitter 341個 
・ network 562個 

【コメントと評価】 
最近出力される結果が多くなったとクマのマスコットが魅力的なサイトです。カラー検索や日本

語表記（検索は英語のみ）なので海外アレルギーの人も安心ですね。 
評価：★★★ 

Very Icon

veryicon

 

Very Icon, Free Icons, PNG ICO Icons,Vista Icons Search AND Download 

【検索結果】

・ business 256個 
・ next 15個 
・ twitter 52個 
・ network 320個 

http://www.iconfinder.com/
http://findicons.com/
http://veryicon.com/


【コメントと評価】 
検索結果が他と違うので、サブ的に利用するのがよさげ 他のサイトで検索したら出てこない言葉
でも出てきたりします。かわいいアイコンが多い気がしますね。('A') 
評価：★★☆ 

icons pedia

iconspedia

 

PNG Icons & Icon Packs Download | IconsPedia - Free Icons 

【検索結果】

・ business 19個 
・ next 12個 
・ twitter 210個 
・ network 120個 

【コメントと評価】 
クールなサイトデザインのサイトです。ここの出力されるアイコンは結構クオリティが高いクー

ルな物が多いので、統一感出すときとか使えますね。 
評価：★★☆ 

というわけで以上でございます。ぜひ制作などに役立ててみてくださいね。('A')

http://www.iconspedia.com/


インストール不要でマウスの動作やタイピング入力を記録できる簡易なマクロソフト
Tinytask が面白い！

tinytask

マウスとキーボードの操作を記録して、その記録通り 動かすことができるソフト Tinytask を使っ
てみました。(‘A’) かなり軽量ソフトでして、インストールも不要でだれでも簡単にマクロを組み
込めるわけですね。っというわけで、タイピングマニアなどで使ってみたりと操作してみました

ので、参考にしてください。【動画あり】

詳しい使い方と動作レビューについては下記からどーぞ。

vTask Studio Automation and QA Software
とりあえずどんなことができるかっていうと、こんな感じ。 
（メルトの出だし部分の文章のタイピングを記録して ファイルにしてみた） 

っとまぁ、なかなか面白いソフトっとなってます。 

pasiks000326

 

公式サイトから Tinytask をダウンロードしてきます。 
なぜか、exe ファイルと実行形式になっているので、導入しているセキュリティソフトによって
ははじかれる可能性もありますね。ｗ 
vTask Studio - Support 

http://www.vtaskstudio.com/index.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ae420ad5d6fb_11AE2/pasiks000326.jpg
http://www.vtaskstudio.com/support.php


pasiks000324

 

実行すると上記のようなウィンドウが表示されます。 
pasiks000337

 

画面の操作方法はこんな感じです。 
マウスでウィンドウの操作をおこなう場合はクリックする場所から開始されちゃうので、極力下

記図のようにキーボード操作を利用してマクロ開始をした方がいいですね。 

pasiks000338

 

Ctrl + shift + alt + R を押すと自動的に記録開始です。('A') 

とりあえず、マウスの動作をコピーしてみましょうかね。 
クリックも右クリックもファイルの操作もドラッグもすべてコピーされますよ。 
ブラウザゲームとかのマクロに利用できるんじゃないの？これｗ 

さて、お次はタイピング入力のマクロを 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ae420ad5d6fb_11AE2/pasiks000324.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ae420ad5d6fb_11AE2/pasiks000337.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ae420ad5d6fb_11AE2/pasiks000338.jpg


上記のやり方の場合、１個のマクロが上書きしていくようになってしまうので 複数のマクロを実
行形式にしてみます。 

pasiks000339

 

これによって、マクロの実行ファイルがコピーされます。 
ちなみにこの実行ファイルなんですが、ほかのＰＣで起動しても同じようにマクロを打ってくれ

ます。 これはすごいなぁー('A') 

この間記事を書いたこれみたいですね。 
これは名作！「PCでなんかすげーことしてるなー」っと思わせるソフトが公開されたので使って
みました:susi-paku website 

というわけで、タイピングの速度ＵＰもオプションで選択できるのでタイピングマニアのメルト

で実行できるかやってみます。 
TYPINGMANIA 

pasiks000333

 

とりあえず出だしだけのファイルを完成させてっと 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ae420ad5d6fb_11AE2/pasiks000339.jpg
http://www.susi-paku.com/pakupc.html
http://www.sightseekerstudio.com/typingmania/contents/odyssey.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ae420ad5d6fb_11AE2/pasiks000333.jpg


pasiks000335

 

いざトライ。（動画が小さいのでＹＯＵＴＵＢＥのサイトはここ） 

すごい！ｗ ここまでうまくいくと気持ちいもんですね。これでマクロを使った俺すげーができる
わけですな。('A') まったく人間として失格ですな。 

っというわけで、意外と色々な楽しみ方ができる Tinytask 使って遊んでみてはいかがですか？お
しまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ae420ad5d6fb_11AE2/pasiks000335.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=wcbfd5EsXKg


FLASHゲーム 信号を切り替えて事故なく交通整理させる Traffic command 2 をプレ
イしてみました。

himatubushi

シムシティやＡ列車のようなＢＧＭが素敵な 暇つぶしに遊べるTraffic command の2がザイーガさ
んから紹介されていたのでやってみました。全１０ステージの構成となっておりますので、ぜひ

高得点を狙ってみてください。(‘A’)

ゲームの動画と詳細については下記からどーぞ

Traffic Command 2 - misc games at Bgames.com - free games
pakisu000241

 

町の交通安全のために信号機を使って 交通整理してあげましょう。 
前作もプレイしたことがあるのでわくわく ('A') 
pakisu000246

 

http://www.zaeega.com/archives/51205673.html
http://www.bgames.com/funny-games/Traffic-Command-2.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e0eaea3484b8_8232/pakisu000241_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e0eaea3484b8_8232/pakisu000246_2.jpg


ステージは全部で10種類となってます。オートセーブ機能がついているので、途中であきらめて
も試合は終了しないようになってます。まぁ、ステージ数も多くないので暇つぶしにはもってこ

い仕様です。 

pakisu000243

 

優先道路や故障車に注視しながら信号を操作させます。 

とりあえず １ステージの動画。運試しですべて青信号ってのもありですな。ｗ 

ちなみに、交通渋滞させてもゲームオーバーになります。 
pakisu000245

 

pakisu000244

 
故障車はヘリを出動させる必要があります。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e0eaea3484b8_8232/pakisu000243_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e0eaea3484b8_8232/pakisu000245_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e0eaea3484b8_8232/pakisu000244_2.jpg


故障車はヘリを出動させる必要があります。 

２ステージから難易度があがります。('A') 

こちらがステージ８ 複雑に入り乱れてきますね。 

多分、一番難しかったステージ9 クリアには運が必要な気がしますｗ 

pakisu000247

 

クリアすると総合得点が表示されます。('A')目安がわかりませんが、重大事故多発だった自分より
上だったら、きっと高得点だと思われますｗ 
是非 暇つぶしにプレイしてみてください。おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e0eaea3484b8_8232/pakisu000247_2.jpg


うんめー！辛そうラー油を超える逸品。桃屋の角切りのりごま辣油味を食べてレビュ
ーしてみました。

ra-yu

辛そうで辛くない少し辛いラー油で大ブレーク中の桃屋から発売されている角切りのり-ごま辣
油味- を買ってレビューしてみました。これは久々の逸品ですよ！(‘A’)

ＣＭや美味しさの詳細などは下記からどーぞ

商品詳細：角切りのり ごま辣油味｜桃屋
昨年大ブレークした 辛そうで辛くない少し辛いラー油で食べるラー油ブームを作った 桃屋さんか
ら地味に発売された江戸むらさきシリーズの角切りのりごま辣油味を買って食べてみました。 

R0015724

 

実は２本目 

http://www.momoya.co.jp/products/detail/kakugiri_goma.php
http://www.momoya.co.jp/products/detail/rayu_sukoshikarai.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/86ef45d2b7e4_15136/R0015724.jpg


R0015726

 

他にも甘辛かつお醤油味というのもあります。 
商品詳細：角切りのり 甘辛かつお醤油味｜桃屋

ＣＭ見ると 桃屋の技術すごいって感じますね。辛そうラー油のフライドオニオン/ガーリックって
他社が真似できないくらいすごい製法らしいですしね。('A') 

この角切りのりって、昆布とか海藻を入れているのではなく、あくまでも海苔一枚を1ｃｍ程に刻
んだ状態で入っているからすごいと感じるわけです。ふつうぐちゃぐちゃになるよね。 

R0015727

 

ほかほかごはん。お茶漬け、おむすび 何でも合いますね。豆腐にも乗っけてみても美味しかった
です。('A') 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/86ef45d2b7e4_15136/R0015726.jpg
http://www.momoya.co.jp/products/detail/kakugiri_amakara.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/86ef45d2b7e4_15136/R0015727.jpg


R0015729

 

辛そうラー油のカロリーが10ｇに対して65kcalに対して、角切りのりは10ｇに対して30kcalと半
分以下になってますから 気にせずウマウマできますね。('A') 

R0015730

 

特許「バラ煮」製法で海苔本来の風味と形状を残した。って書いてますね。やっぱりすごいよ

桃屋。('A') 
これは人気出たからといって他社は真似できそうにないかもしれないですね。 

特許第3878022号って書いてますね。 
味付け黒海苔の製造 - 株式会社桃屋 

なんだかすごいですね。わからないけど 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/86ef45d2b7e4_15136/R0015729.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/86ef45d2b7e4_15136/R0015730.jpg
http://www.patentjp.com/10/A/A102242/DA10001.html


pakisu000237

 

R0015738

 

ご飯に乗っけて食べてみます。うんめー('A') 

ごま油の香ばしさとピリからの味がご飯とマッチして最高ですよ。確かに辛そうラー油は発売時

衝撃的で今なお売り切れ店舗が続出しているわけですが、個人的には角切り海苔の方がお気に入

りでございますよ。 

是非、店舗でみかけたら騙されたと思って買って、うんめーっと叫んでみてくださいな。おし

まい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/86ef45d2b7e4_15136/pakisu000237_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/86ef45d2b7e4_15136/R0015738.jpg


不二家６０周年記念、あのミルキーが炭酸飲料で発売されたので飲んでみました。

hujiya

これ、絶対にＧＩＧＡＺＩＮＥで飲食レビューされてるであろうと思っていた不二家６０周年記

念のミルキークリームソーダを買って飲んでみました。(‘A’)

2月27日にＧＩＧＡＺＩＮＥさんがレビュー記事書いてます。 
練乳の甘みがたっぷりな不二家「ミルキークリームソーダ」試飲レビュー – GIGAZINE

飲んでみた感想とカロリーとかの詳細は下記からどーぞ

ミルキークリームソーダ（410ml PET）| お菓子・ドリンク | 不二家
pakisu000233

 

ミルキーといえば、、ハイチュウ/ハイソフト/ぷっちょとかのカテゴリに入る国民的な知名度のお
菓子ですね。 

ソフトキャンディーのような食感で 幼少期の頃は治療した歯の詰め物が何度ミルキーに包まれ抜
けてしまったことかという記憶があるわけです。 

そんなミルキーを製造している 不二家が60周年になったことを記念に炭酸飲料として発売しまし
たのが ミルキークリームソーダです。 

http://gigazine.net/news/20110227_milky_creamsoda/
http://www.fujiya-peko.co.jp/sweets/item/21270.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/139050f4125e_8C19/pakisu000233_2.jpg


R0015711

 

カルピスに近くて アンバサのような味をしているんじゃないかと、妄想・・・ 

R0015716

 

ミルキーというわけで、原料もきになりますね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/139050f4125e_8C19/R0015711.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/139050f4125e_8C19/R0015716.jpg


R0015713

 

こちらがミルキークリームソーダのカロリー表 
100ml に対して49kcal ですね。容量が410mlあるので、一本で200kcal強ある計算ですね。('A') 
ゼロカロリーという詐欺まがいな商法が流行っているので負けずに高カロリー路線で頑張っても

らいたいですね。 

R0015719

 

グラスにそそいでみましたよ。 
しゅわしゅわ まろやかというフレーズ通り、しゅわしゅわしてます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/139050f4125e_8C19/R0015713.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/139050f4125e_8C19/R0015719.jpg


R0015723

 

さて、味の方ですが カルピスよりまろやかで、すっごい甘かったです。ミルキーと言われればミ
ルキーですが、これって炭酸にする意味あるのかなぁ？っとちょっとだけ疑問な飲み物になって

います。 

思い切って ネクター（桃）のように甘さと こぼした時のベタつきが半端ない飲物に特化してもい
いんじゃないかと思う感じです。 

限定販売品みたいなので、みかけたらネタに買ってみてはいかがでしょうかね。('A')おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/139050f4125e_8C19/R0015723.jpg


CS-CART 支払い方法拡張アドオンが無料に！代引き設定など価格に応じた手数料を設
定してみました。

daibiki

先日、代引き手数料について書かせていただいた CS-CART 購入価格ごとに手数料が変動する代
金引換の設定方法についてまとめてみました。 のとおり、拡張アドオンを入れない状態（本体
のみ）では代金引換などの小計ごとに変動する手数料の設定が行えなかったのですが、公式か

ら支払い方法拡張アドオンが無料になったという報告を受けましてこの度導入してみました。(‘A’
)

というわけで、導入やインターフェイスの詳細ついては下記からどーぞ

アドオン :: 支払方法拡張設定 - CS-Cartマーケット - CS-Cart本体、アドオン、デザインテンプレ
ートなどの販売

アドオンをダウンロードして設定してみる。

pasiks000300

 

CS-CART 本体のみの購入の場合は代引き手数料が一律金額しか設定できなかったのですが、
今回 支払い方法拡張設定のアドオンが無料になりまして 価格に応じた手数料を算出することがで
きました。 

というわけでさっそくアドオンをダウンロードして 設定してみます。

http://www.susi-paku.com/pakucs-cart-5.html
http://store.cs-cart.jp/advancedpayment.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000300.jpg


pasiks000301

 

pasiks000302

 

展開されたファイルはこちら。 

pasiks000314

 

インストール方法は下記のやり方だそうです。 

■インストール

STEP01. 
解凍したパッケージ内の 
skins/YOUR_CUSTOMER_SKIN 
の「YOUR_CUSTOMER_SKIN」を利用中のスキン名に変更してください。
※ 管理者用パネルのスキンで「basic」以外を指定している場合はパッケージ内の 
   skins/basic 
を 
skins/利用中の管理者用パネルスキン名 
に変更してください。

STEP02. 
パッケージ内のすべてのファイル（"はじめにお読み下さい.txt"、"変更履歴.txt" は除く）をサーバ
ーにアップロードしてください。

STEP03. 
管理者用パネルにログインし、 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000301.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000302.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000314.jpg


一般設定 → アドオン →  支払方法拡張設定 
をインストールしてください。

 

通常利用であれば、そのままＦＴＰに上書きアップロードしちゃえば導入できるってことですね

。うんうん 

アップロードしたら、さっそくログインしてみましょう。 

pasiks000315

 

アドオンに支払い方法拡張設定が追加されているので インストール後編集をしてみます。 

pasiks000304

 

支払い方法に拡張できる項目をチェックできますね。 
購入金額に送料を含めるという設定については後述で説明します。（小計+送料＝合計金額 で手
数料が決まること） 

代金引換の支払い方法を設定してみる。

一般設定 → 支払い方法 を選択し、手数料変動させたい項目を編集します。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000315.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000304.jpg


pasiks000317

 

代引きの設定を行うので、代金引換払いを編集 

pasiks000312

 

下にスクロールすると、購入金額に応じた手数料という項目が表示されます。 

一応ヤマト宅急便の代金引換手数料を参考に貼っておきます。 
ヤマトフィナンシャル株式会社 

pasiks000318

 

【代金引換手数料】 
代金引換額に応じて1件あたり下記のサービス手数料を申し受けます。
代金引換額 
サービス手数料（税込み）

1万円未満 
315円（本体価格300円、消費税等15円）
1万円以上〜3万円未満 
420円（本体価格400円、消費税等20円）
3万円以上〜10万円未満 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000317.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000312.jpg
http://www.yamatofinancial.jp/service/co_3.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000318.jpg


630円（本体価格600円、消費税等30円）
10万円以上〜30万円まで 
1,050円（本体価格1,000円、消費税等50円）
＊なお、運賃、銀行振込手数料、収入印紙代等は、サービス料金に含まれておりません。 

上記の設定を行う場合、入力項目には 
9999:315,29999:420,99999:630,99999999:1050, 
っと入力すると代金引換の手数料設定が行えます。 

ダミー商品で代引き手数料の設定ができているかテストしてみる

。

さっそく導入したアドオンが機能しているかテストしてみます。 

pasiks000306

 

上記のような商品を追加してみました。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000306.jpg


pasiks000310

 

【検証1】１万円未満の商品テスト 
9999円の商品を購入した場合 当然手数料は315円になる。 
pasiks000307

 

【検証2】１万円の商品テスト 
10000円の商品を購入した場合 手数料は420円になる。 

pasiks000308

 

【検証3】29000円の商品テスト 
３万円未満なので手数料は420円になる。 
pasiks000309

 

【検証4】50万円の商品テスト 
10万円以上なので手数料は1050になるはず。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000310.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000307.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000308.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000309.jpg


pasiks000313

 

ということで、価格に応じた手数料が設定されました。この辺はCS-CART優秀だなぁーっと感じ
るわけです。 

購入金額に送料を含める って何？送料込の金額にできるよ。

これはリアル商売の話なんですが、提示金額に対してクライアント（ユーザー）へ代金引換にて

請求するわけで、商品価格が9999円の場合なら315円の手数料（１万円未満だから）いいんです
けども 商品金額9999円+送料100円 とかになると、合計金額が10999円になりまして、実質宅急
便からの請求は420円になるんですね。 

上記をふまえると、商品価格+送料 の合計金額に応じて手数料を計算させるというのが 購入金額
に送料を含めるというチェック項目なんですね。 

pasiks000316

 

実際にテストしてみた結果はこちら。 
商品金額9999円 + 送料の合計金額 １万円以上になっているので420円という手数料が請求されて
いますね。 

自分も無知な頃、とあるショッピングカートでも違和感を感じたことがありましたね。（知ら

なかったから） 商品金額が１万円未満なのに ４２０円かかっている！('A')とかですね。 この設定
を行う場合は、きちっと説明ページが必要になりそうですね。 

というわけで、無料化してくれたフロッグマンオフィスさんに感謝です。ありがとうございま

した。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000313.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9b7069a8cdf8_8EC4/pasiks000316.jpg


1日４箱ヘビースモーカーだった自分がタバコをやめて３年半、禁煙と今になって思い
返す事などまとめ

tabako

今から３年半前は一日４箱、常にカートンでの購入、値上がりする前に５０カートンを購入して

いた 超ヘビースモーカーの susi-paku です。(‘A’) もうね、タバコを吸っている時間よりも咥えて
いる時間の方が長かったんじゃないかと思うくらい依存していた頃のお話と、禁煙から得た体験

談やリンクなどをまとめてみました。

煙草をやめたい人ややめてからの現状などの詳細は下記からどーぞ

どうしてタバコを吸い始めたのか、どのくらい吸ってたのか、い

くら費やしたのか・・・

kento

 

タバコを吸い始めた動機 
仕事の休憩時間やリフレッシュタイムにタバコを吸うという行為が大人の時間ではないかと感

じる → 自分も吸おう。「カッコイイ」 

どのくらい吸っていたのか 
最大は1日4箱 1箱20本 ×4箱 なので 一日にして80本吸っている事になります。たばこに火をつけ
てから吸い終わるまで5分間として、80本だと400分（6時間超）はモクモク状態なわけです。 

いくら費やしたのか 
一カ月30日間と計算した場合 当時1箱300円としたら 一日の消費量が4箱なので1200円×30日間で
月に36000円という費用がかかっているわけです。 



DSCF1007

 
【タバコ値上がり前に買った50カートン】 

3年半前に禁煙しているので、その間喫煙していたとしたら 1年で43万2千円のタバコ代がか
かり。3年だと129万6千円の費用が煙に消えていくわけです。 
値上がりした現在は410円なので、一日の費用が1200円→1640円となり、1か月吸っていた
ら49200円となる計算です。('A')コエー 

この辺の計算については、ネタ帳さんがタバコ特集を組んでいるので参考に 
あの時、何気なく吸い始めた一本のタバコの値段が900万だと知ったとき*ホームページを作る人
のネタ帳 

その1本はローン契約とかうまい表現だなと思います。完済＝禁煙という表現でいいのでしょうね
。ｗ 

んま、今は本気でやめてよかったと思うわけです。 

タバコをやめてから感じる違和感と生活への影響

raita-

 

タバコの煙を手ではたく行為をすると逆ギレされる脅威 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f74a3d3e3dc5_8CE4/DSCF1007_4.jpg
http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-466.html


喫煙している時は気づかなかった煙を手ではたく行為、喫煙者は煙に慣れているので平気だと思

うんですが、非喫煙者にとって煙は非常に迷惑そのものなんですね。煙がなくても臭いもダメな

感じになっている（現在）ので、分煙されていない飲食店で物を食べながら流れてくる煙を手で

はたく行為（お前煙迷惑なんだよ）っという表現に思えるらしく 「ケンカ売ってんのか？」 っと
逆切れされる脅威。いくら美味しいお店でも行こうと思わなくなるね。しょうがないとは思うけ

れど、なんか違和感を感じるよね。 

40過ぎの人間がポイ捨てする様 
上場企業の管理職の人とご飯をごちそうしてもらいに座敷へ案内されたとき、靴下に穴が空いて

いたのを目視した際に感じる 「あぁ、奥さんにこういった所見てもらえてないんだなぁ、」 「カ
ッコイイ事言っといて穴はないわぁ・・・」と思うのと一緒で、年齢を過ぎた人間が携帯灰皿持

たずにタバコのポイ捨てする様を見ると人間的にどうよ・・・っと感じるようになります。園児

の前でポイ捨てされたタバコを拾ったこともあります。20代とかは若気でポイ捨て率が高く 「若
いから仕方がない」 っと諦めつくんですが、大人の見本として生きている年代が行為を行うと残
念で仕方なくなりますね。 

タバコのにおいに敏感になる 
禁煙のはずのタクシーからタバコ臭いがすると待っている間吸っていたなぁ っと感じたり。ちょ
っと会話しただけでも口臭がタバコ臭いのがよくわかるようになります。コンビニでアルバイト

している女子高生の「ありがとうございました」という声と同時にタバコ臭かったので、喫煙し

ている人は気を付けた方がいいと思うくらいです。 

食べ物の味が劇的に変わる。 
部屋のヤニ汚れがなくなり大掃除が楽になる。 
ご飯と水の味が劇的に変わります。なので食べすぎる → うまい 

タバコ川柳でうまいやつがありましたね。 
禁煙で はじめてわかる 妻の味 

これホントですね。ご飯がおいしく感じ、うま味というのが理解できるようになります。なので

、タバコを吸っている料理人とかを見ると 味自慢とか言っているのを疑いたくなりますね。 

なんで、そこまで吸っててタバコやめたの？やめれたの？



tabakoyameru

 
禁煙できる人 できない人、する人 しない人、色々な環境が禁煙へ導く人もいれば例え周囲の人間
が協力的でも隠れて喫煙する輩もいるくらい禁煙って難しいんだと思います。 

禁煙するために 周囲の協力や禁煙パッチを買ったりと方法はたくさんあるとは思うんですけど、
生活の一部と化している行為をすぐにやめるのって結構きついと思うんです。 

禁煙して月日が経った今は、 たばこを吸わない人 として認識されはじめているわけですけど、喫
煙時を知っている人と会うと 必ず 「どうやってやめたの？」って聞かれるんですよね。どうやっ
てやめたのっというか どうしてやめれないの？っと問いたいわけです。('A') 

たばこをやめた理由 
吸うんじゃなくて咥えていることが多くなっていると認識したこと。 
当初休憩中のみだったのが 仕事中、自宅でも喫煙するようになっていた事。 
吸っていたのが他人に迷惑をかけていると感じたこと。 
お金もったいないと感じたこと 

たばこをやめれた事 
ニコチンパッチも本数を減らすのも 周りの環境が協力的になったこと（分煙室や周囲の禁煙に対
しての理解）もやってないです。次の日からやめました。('A') 

個人的なリアルな話ですが、喫煙者に禁煙させるために周りの人が泣いて頼もうが、喫煙者の体

が病でやばい状況であろうが吸う人は絶対に吸います（隠れてでも）本人の意思以外変えられる

ことはできないんですね。 
なので、薬つかったりとかそういうのって口実やきっかけ作り程度と思います。 

さて、自分の禁煙一週間は食事の後、寝起き、休憩中や喫煙者の煙で喫煙したくなりますが、乗

り越えればＯＫ。 口さびしくなるのでパイポとか飴とか食べたくなるらしいのであえて食べなく
するのでＯＫ。あと本数減らしながら禁煙するという方法もあるらしいですが、個人的に喫煙時

と全く変わらないのでＮＧ 

たばこの値上がりで喫煙者事態の数は減ってなくて販売数のみ減少している 
タバコを値上げしても喫煙者は減らない!? « クーリエ・ジャポンの現場から（編集部ブログ） 

http://courrier.jp/blog/?p=4763


本当にタバコから断てるかどうかがキーだと思いますね。なので、禁煙→無理 禁煙→無理って人
は麻薬だったら当然再犯するんだろうなと思ってしまいます。 

というわけで、禁煙したければ禁煙したいとその日から吸わなくするだけでいいんですよ。簡単

ですね。ｗ ('A') 

ネタ帳さんからの記事 
1日50本くらいタバコを吸っていた人がタバコをやめると色んな変化が襲ってくる*ホームページ
を作る人のネタ帳 

GIGAZINEさんの記事 
海外のタバコのパッケージに印刷されている恐ろしい喫煙警告画像 - GIGAZINE

まとめとして、喫煙していた時のメリットとデメリットを分けて

みます。

喫煙したメリット 
タバコ吸っている姿が カッコイイ っと自己陶酔できる 
休憩中やタバコタイムと称する時間を有する事ができる。 
イライラした時に鎮静させる（効果はない） 

喫煙したデメリット 
一日１箱の場合月額12300円というローンを組みメリットを得る 
分煙室で窮屈な生活を強いられる 
タバコのにおいが取れなくなる。口臭がくさくなる。 
部屋がヤニで汚れる 
肺がんのリスクがあがる、健康上悪い 

禁煙したメリット 
ご飯美味しくなる 
お小遣いが増える。 
息が臭くなくなる 健康になる。 

っとまぁ、こんな感じ。タバコ吸っている人参考にしてくださいな ('A')

http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-726.html
http://gigazine.net/news/20081003_tobacco_paccage/


無料で容量無制限のファイル同期ができる Windows Live mesh の設定と活用方法を
紹介

livemesh

dropboxや、Sugarsyncなどのファイル同期ソフトが便利だと騒がれていますが、マイクロソフト
が提供している windows live sync がパワーアップした windows live mesh のサービスが秀逸すぎ
て何でみなさん利用しないの？っと思うくらいな為 自分が設定・活用している環境を含めて紹介
してみたいと思います。(‘A’)

windows live mesh の設定とできることについては下記からどーぞ

ファイル同期って何？メリットあんの？

  
複数台ＰＣを管理している場合や社内のデータ共有などを行う際にファイル同期ができると非常

に便利です。 

mesh2

 

今までは 自宅のＰＣで作成したデータを 他のＰＣで開きたいときはＵＳＢなどの記録媒体を利用
してデータの移行などを行っていました。ファイルを更新するごとにお互いのＰＣにデータを

コピーしたりする必要があるため、最新ファイルと旧ファイルが混合してしまったり、頻繁に

コピーしたりするのが手間だったりと大変でございました。 

ファイル同期のソフトをインストールする事により 指定したフォルダにファイルを入れ込めば、
自動的にほかのＰＣとそのフォルダを同期（共有）することが可能になります。ファイルを更新

するごとに常に最新のファイルが同期されるので、新旧ファイルの確認を行わなくてすむのも重

宝します。 

http://www.dropbox.com/
http://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sugarsync.com%2F&ei=Q19kTadWz5dxssjJ3AU&usg=AFQjCNGPN0uaa6aqq2R-sJqxvIV446BZVA&sig2=3O7OW-cozKJtSxpkT1FYmw
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e9e8cd34da52_9097/mesh2_2.jpg


dropbox や sugarsync などのファイル同期ソフト

sugar

 

代表的なファイル同期ソフトとしては 
【Dropbox】 
Dropbox - Online backup, file sync, and sharing made easy. 

【Sugarsync】 
File Sync & Online Backup - Access and File Sharing from Any Device - SugarSync 

上記ソフトが有名ですね。無料利用の範囲でファイル同期を行えるわけです。当然、超える容量

の利用などを行う場合は、別途費用が発生します。('A') 

pasiks000287

  

無料で利用できて容量無制限にファイル同期をしたい！

dropbox や sugarsync 、skydrive やＦＴＰなどは基本的にそのサーバーやサービスに利用制限（
容量など）が施されています。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e9e8cd34da52_9097/sugar_2.jpg
https://www.dropbox.com/
https://www.sugarsync.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e9e8cd34da52_9097/pasiks000287.jpg


sync

 

こうなると、大きなファイルは当然としてファイル数が非常に膨大なデータなどを同期するとき

弊害がでてしまい。同期できるファイルと同期しないファイルと分別してしまいます。 

また、当然のことながら dropbox がサービスとして提供しているファイルの復元機能なども利用
できたら利用したいわけで、それも含めて検討したいというのが本音です。もちろん無料の範

囲で ('A') 

windows live mesh では容量無制限でファイル同期ができま
すよ。

pasiks000289

 

Windows Live Mesh 2011 
上記ＵＲＬからソフトをダウンロードしていただき設定を行います。 

pasiks000290

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e9e8cd34da52_9097/sync_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e9e8cd34da52_9097/pasiks000289.jpg
http://explore.live.com/windows-live-mesh?os=other&wa=wsignin1.0
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e9e8cd34da52_9097/pasiks000290.jpg


特定のフォルダを指定して、そのフォルダに入れるファイルが自動的にファイル同期してくれ

ます。 

んで、このLive Mesh は管理（中央）サーバーが存在しない為、容量は実質無制限に利用できる
という点です。(skydrive は5ＧＢの容量がありますが） 

pasiks000291

 

要するに、dropbox はファイルの同期が dropboxのサーバー経由で行う為、容量制限がされている
んですね。 

pasiks000292

 

当然に、skydrive をサーバーとしてファイル同期もできますが、それはskydrive の容量制限があ
るので実質無制限にはなりません。

pasiks000293

 

Live mesh を利用して 常時起動ＰＣを用意したら これは実質容量無制限じゃないかと考えたわけ
です。 
※ 常時起動ＰＣを用意しなくても live mesh でファイル同期は行えますが、その場合ＰＣが相互
で起動していない場合、ファイルの同期がうまく行えず 結局同期が完了するまでＰＣを起動して

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e9e8cd34da52_9097/pasiks000291.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e9e8cd34da52_9097/pasiks000292.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e9e8cd34da52_9097/pasiks000293.jpg


いなければならないという弊害が発生するので、上記のような常時起動ＰＣを入れておくことで

回避できるというわけです。('A') 

pasiks000295

 

同期したいパソコンに live mesh をインストールして、同期したいフォルダを選定するだけでＯＫ
。これで容量無制限でかつ 無料でファイル同期が行えるわけです。また、ノートパソコンなど
には 必要なデータのみ（たとえば音楽データはいらない）などのフォルダごとに同期する設定を
行えるので便利なんですね。 

問題としては、常時ＰＣを１台用意しなくちゃならなくなるわけですが、今は超静音の低電力モ

デルなどは自作できますからね。 

dropbox なども併用して利用してみる。Gladine も併用してＦ
ＴＰも活用！

pasiks000296

 

live mesh で同期しているフォルダに dropbox がファイル同期を指定しているフォルダを同期する
ことによって、 live mesh で同期してかつ dropbox でも同期する設定が行えます。dropbox は容量

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e9e8cd34da52_9097/pasiks000295.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e9e8cd34da52_9097/pasiks000296.jpg


制限があるのですが、ファイルバックアップ機能がついていたりと信頼できる利用が可能になっ

ています。 
pasiks000297

 
GLADINET - Cloud Storage Access Platform & Solutions 

上記はＷＥＢストレージソフトを一括して管理することができるソフトになっています。Live
mesh を利用しなくても このソフト単体でかなりのファイル同期が可能となっています。 

このソフトを利用すると ＦＴＰサーバーとの同期も行えたりします。自鯖にてホームページを管
理していたり、ファイルサーバーを運営している人は直接フォルダにファイルを入れ込むだけで

更新されるというのもまた便利ではないでしょうかね。 

是非 参考にしてみてくださいな。('A')

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e9e8cd34da52_9097/pasiks000297.jpg
http://www.gladinet.com/


インストール不要で無料の遠隔操作ソフト、iphoneやAndroidからも利用可の
TeamViewer を使ってみた。

enkakusousa

ＰＣを遠隔操作するのって、遠隔操作される側の設定が結構面倒なんですよね。インストールや

らポート解放とかクライアント側がやらなくちゃならない事が多く、操作する前に疲労してしま

う→遠隔操作あきらめるという事になります。んで、Team Viwer であればソフト不要で簡単に遠
隔操作がでちゃうので、先日紹介したLogMeInでPC遠隔操作！よりも敷居が低くおすすめなので
紹介します。(‘A’)

設定とか利用方法については下記からどうぞ

TeamViewer - ネット経由のパソコン遠隔操作（リモートコントロール）ソフト
pasiks000270

 

個人利用にかぎり無料にて利用することができます。これはうれしいですね。 

pasiks000282

 

さっそく公式サイトからソフトをダウンロードしてみます。 

http://www.susi-paku.com/pakulogmeinpc.html
http://www.teamviewer.com/ja/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/pasiks000270.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/pasiks000282.jpg


pasiks000271

 

ファイルは実行形式なので、そのままダブルクリックすると 
● インストール 
● 実行 
上記の二つの項目が表示されます。 

インストールを選ぶと、使っているパソコンにソフトをインストールしますが、ソフトをイン

ストールすることなく遠隔操作をされる場合は実行を選択します。 

pasiks000283

 

こんな感じだね。遠隔操作される側はインストールしなくても ソフトを実行するだけでＯＫなん
です。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/pasiks000271.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/pasiks000283.jpg


enkaku2

 

実行すると、使用中のＩＤとパスワードというのが表示されます。（遠隔操作側ね） 
このＩＤとパスワードを 遠隔操作する側に連絡します。（電話でもメールでも） 

こんどは遠隔操作する側の方です。こちらもインストール不要です。（便利ですね） 

WS000000

 

セッションの作成という項目にパートナＩＤを入力する項目がありますので、先ほど遠隔操作さ

れる側で表示された ＩＤ を入力します。（上記画像参照） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/enkaku2_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/WS000000.jpg


WS000001

 

パスワードの入力項目が表示されます。これも 先ほど遠隔操作される側に表示された内容を入力
してください。('A') 

WS000003

 

商用以外の用途でのみ使用できますという注釈が表示されます。ＯＫ 

WS000002

 

すると新規ウィンドウが表示され 遠隔操作される側の画面が表示されます！楽ちんですね。ちょ
っとした操作など、非常に便利。 

Team Viewr をインストールしてみる。

さて、インストールした場合は、ユーザー単位で管理することが出来る為、毎度発行されるＩＤ

の入力が不要になります。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/WS000001.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/WS000003.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/WS000002.jpg


pasiks000274

 

商用以外であれば無料で利用できますね。 

pasiks000275

 

規約について 

pasiks000276

 

インストールの種類の選択ですね。セキュリティ的には起動毎にパスワードを発行するのがいい

でしょうが、常にサブＰＣなどを遠隔操作する場合などパスワードが毎回変更されていると手間

がかかってしまうので、個人的には はい を選んだ方がいいと思います。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/pasiks000274.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/pasiks000275.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/pasiks000276.jpg


pasiks000277

 

無人アクセスのセットアップの項目が表示されます。 

pasiks000278

 

アクセスパスワードの入力になります。ここに入力した項目を遠隔操作のグループに登録するこ

とで、ソフトが起動している間 いつでもこのパソコンにアクセスすることができます。作ってお
いて損はないですね。Logmein と設定は変わらないですね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/pasiks000277.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/pasiks000278.jpg


pasiks000279

 

アカウントを１つ持っているだけでもＯＫです。 

WS000005

 

セットアップが完了したら、マイパートナーという項目に先ほど入力したユーザー名とパスワー

ドをセットすることで 遠隔操作を行えるリストを表示することができます。このリストからユ
ーザーを選択して遠隔操作（リモートコントロール）を行うことが可能です。 

個人的にはソフトのインストールになると LogMeInでPC遠隔操作！とあまり変わらなく、
FireFoxアドオンでブラウザ上からアクセスできる分 TeamViewer よりは使い勝手がいいように感
じます。 

LogMeIn レスキュー が秀逸すぎてこれが無料になれば一人勝ちな気がします。 
ヘルプデスク業務に最適なリモート サポート ソフトウェア - LogMeIn 

っというわけで、TeamViewerはソフトのインストールが不要でかつ、ＷＯＬ(wake up lan）機能
も付いていますし、iPhone、iPod touch、iPad、Android からもアクセスできるので、ぜひ使って
みるべきソフトですね。おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/pasiks000279.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0b4ececa2611_8B19/WS000005.jpg
http://www.susi-paku.com/pakulogmeinpc.html
https://secure.logmeinrescue.com/JP/


自分の色相感覚をチェックできるデザイナーさん必須の Munsell Hue Test をやってみ
ました。

munsell02

４本のグラデーションを綺麗に並び替えるという 至って簡単なテストで自分の色相間隔がどれだ
け優れているか確認することができるサイトを紹介します。高得点をたたき出して「自分ってデ

ザインの仕事してもいいんだ」とか「ＷＥＢデザイナー名乗っていいんだ」と勘違いすることが

できますよ。(‘A’)

また、グラデーションの各色が非常に微妙な為、出力されるモニターの質によっては散々な結果

になる可能性があります。

使ってみた詳細と結果については下記からどーぞ

Munsell Hue Test
マンセル色相についてはこんな感じ 
マンセル・カラー・システム - Wikipedia 

これを綺麗に並び替える感じですね。('A') 

pakisu000230

 

サイトを開くと こんな感じに色ごとのブロックが表示され、最左と最右の色に合わせてグラデ
ーションを構築するわけです。 

ちょっとイラストレーターで正解作ってみました。('A') 

http://www.colormunki.com/game/huetest_kiosk
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8ffe8593c04e_EE1/pakisu000230_2.jpg


munsell

 

まぁ、こんな感じ。 

とりあえず、やってみました。('A') 
Munsell Hue Test
pakisu000228

 

完成したら、score test をクリック。結構度胸がいりますね。 

pakisu000227

 

結果はこのように表示されます。 
スコアーが低ければ低いほど 高得点だそうでございます。自分はスコアー ４ でした。('A') 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8ffe8593c04e_EE1/munsell_2.jpg
http://www.colormunki.com/game/huetest_kiosk
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8ffe8593c04e_EE1/pakisu000228_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8ffe8593c04e_EE1/pakisu000227_2.jpg


 

このあたりが不正解だったらしいです。茶色の部分ですかい、まったく難しいですな。('A') 

っというわけで、このように色相感覚をチェックすることができますよ。前述したとおり、出力

されるモニターの質によってほとんど同じ色に見えるので、そのあたりのチェック用としてもい

いかもしれないですね。おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/8ffe8593c04e_EE1/pakisu000229_2.jpg


これは名作！「PCでなんかすげーことしてるなー」っと思わせるソフトが公開された
ので使ってみました

warai

後期高齢者向けのIT講習会とかで速めにタイピングをしてみると「おぉーっ！」という声が聞こ
えてきて、「俺すごくね」っと勘違いできるわけで、そんな自己満足（陶酔）から第三者に地獄

のミサワ的に言う”ッターン”が出来るソフトが公開されたので紹介を兼ねて使ってみました。(‘A’)

ソフトの詳細と使用動画はこちら。

ニコニコ動画に面白いソフトが公開されたので、ネタ的に見てみたら あまりの秀逸っぷりに噴き
だしたsusi-pakuです。 

ＰＣでなんかスゲーことしてるなーと思わせるソフト作ってみた ‐ ニコニコ動画(原宿) 

【ニコニコ動画】ＰＣでなんかスゲーことしてるなーと思わせるソフト作ってみた

作者さん(とまりぎさん）のコメントいわく、涼宮ハルヒ 第11話で長門のタイピングがすごい事
になっている所からヒントを得て制作したみたいです。 

キーボードを適当打ちするごとに 増殖していくウィンドウは、なかなかカオスな仕様です。キ
ーボードを打ちながらニヤニヤしてきます。('A') 

ta-n

 

というわけで、ダウンロード先はここ 
http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/206623 

http://www.susi-paku.com/ta-n.gif
http://www.nicovideo.jp/watch/sm13629378
http://www.nicovideo.jp/watch/sm13629378
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/325bd5013402_847C/ta-n_4.gif
http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/206623


パスワードは「dentaku」 

保管用：http://www.susi-paku.com/dentaku.zip 
※自己責任でどうぞ、 

pakisu000213

 

ソフトをダウンロードして解凍すると 

pakisu000215
 

スーパー電卓という実行ファイルとメモが入ってます。 

pakisu000214

 

ウィンドウが19以上増えると自動的に古いウィンドウが消えていきます。スペースキーを押して
も反応しない時は仕様みたいです。ｗ 

インストール不要なので、さっそく実行ファイル起動 

http://www.susi-paku.com/dentaku.zip
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/325bd5013402_847C/pakisu000213_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/325bd5013402_847C/pakisu000215_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/325bd5013402_847C/pakisu000214_2.jpg


pakisu000216

 

ノートン先生に検知されますｗ 気にしない（仕様） 

pakisu000217

 

計算する項目を入力して 計算開始をクリック 

pakisu000221

 

タイピングするごとにウィンドウが増えていきます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/325bd5013402_847C/pakisu000216_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/325bd5013402_847C/pakisu000217_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/325bd5013402_847C/pakisu000221_2.jpg


pakisu000219

 

その末に、計算結果が表示されるという仕様です。 
素晴らしすぎて 噴きだした秀逸ソフトです。 

撮影してみた動画。 
PCでなんかすげーことしているソフト

ちなみにソフト起動している間もほかの事ができるので、ダミーソフトとして利用しても面白

そう。（スペース押すと終わっちゃうので、特定のキーを押すと終了とかに仕様変更できれば、

文章打ちながら バックグラウンドでこのソフトが起動する） 

みたいな使い方もできるんじゃないかと思ってみました。('A')おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/325bd5013402_847C/pakisu000219_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=7DXu0qL5_oQ


なっちゃんに付いてくるおまけ食玩のレアキャラ（パンダマン）をゲットしました。

pandaman

サントリーから絶賛発売中のなっちゃんを買ったら、ワンピースとトリコキャラのおまけ（食玩

）がついてくるキャンペーンにレアキャラが存在するようなので、先日のけいおんキャンペーン

に懲りずに買いに行ってきた susi-paku です。(‘A’)

レアキャラの詳細とレビューは下記からどーぞ。

キャンペーン なっちゃん！ サントリー
2/15日からコンビニ各店で販売開始されております こちらのキャンペーンですが今回は人気キャ
ラクターのみを集めた感じの仕様となっております。ｗ 
というわけで、近場のセブンイレブンに行ってきました。 
R0015535

 

袋の中身が見れる仕様なので一発でレアがわかります。個人的には袋の中身が見えなくても触感

でわかるやつって ガサゴソ探す輩が多いから 中身見れた方がうれしいですね。('A')チョコエッグ
は別だけどね。 

今回は、チョッパーとパンダマン(PANDA）とミホークをゲット。 

http://www.susi-paku.com/pakudevilrobots16.html
http://www.suntory.co.jp/softdrink/natchan/campaign/index.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/867f9b0fe4c0_87FA/R0015535.jpg


R0015537

 

R0015543

 

袋を開けたら トリコとワンピースの映画告知が同封されてました。ワンピースはストロングワー
ルドを超えられるか楽しみですね。 

R0015545

 

こちらがレアキャラ パンダマン 
「 ワンピース読んでいるけれど、こんなキャラクター知らないよ」 
というモグリな方は こちらに詳しく書かれてます。 
ワンピースのもうひとつの楽しみ方。隠れパンダマン情報

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/867f9b0fe4c0_87FA/R0015537.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/867f9b0fe4c0_87FA/R0015543.jpg
http://www.onepiece-movie.com/home.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/867f9b0fe4c0_87FA/R0015545.jpg
http://jyouhouya3.net/2009/08/post_193.html


R0015552

 

なかなか いじらしくかわいいですね。パンダマソ 

R0015547

 

チョッパー いまいち可愛くないですね。('A') 

R0015548

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/867f9b0fe4c0_87FA/R0015552.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/867f9b0fe4c0_87FA/R0015547.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/867f9b0fe4c0_87FA/R0015548.jpg


R0015549

 

ミホークは良くできてました。横から見ると何とも言えないですな。('A') 
なっちゃんのオレンジはなかなか 美味しいのでおまけ程度にもうれしいキャンペーンですね。お
しまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/867f9b0fe4c0_87FA/R0015549.jpg


CS-CART　携帯用アドオンベータ版リリース！モバイルユーザー必見の機能と表示を
テストしてみました。

mobile

先日アップデートされました。CS-CART 日本語版v2.1.3-jpに引き続き携帯用アドオンのベータ版
の無料配布が開始されましたよ。(‘A’) 期間限定でベータ版をインストールすることができます
んで、導入してみたいと考えている人は是非検討してみましょう。

携帯アドオンの使い勝手、キャリアごとの表示などをテストしてみましたので下記からどーぞ。

携帯アドオン – 【CS-Cart】 ネットショップを始めるなら、このショッピングカート！

携帯アドオンという名の通り、これをいれるとモバイルコンテンツ（どのキャリアにも）対応し

た表示になります。 
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左がアドオンなしの際にモバイルからアクセスした画面、右が携帯用アドオンを導入した際の表

示画面になります。 

2011年３月に公式バージョンがリリースされるらしいので、それまでベータにてテスト導入がで
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きます。（価格は29800円） 
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CS-CART マーケットにてダウンロード可能となっています。 

pasiks000256

  

さて、気になるキャリアごとの表示と対応状態ですが、 
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docomo,au,sbに対応しています。 
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CS-Cart.モバイル用デモサイトに携帯からアクセスすると そのキャリアに対応したWEBサイト
が（CS-CART）が表示してくれます。 

こういったモバイルコンテンツの表示確認に便利なFirefoxの携帯サイトビュー用アドオンが重宝
します.。FireMobileSimulator.org すごい便利ですね('A') 

 

携帯からはこんな感じで表示されます。 

 
プラダフォンこと L852i の設定でアクセス 
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先日、公式ツイッターでのやり取りで現在ベータ版では、docomoとソフトバンクがutf-8、au
はShift_jisで表示する仕様になっています。正式版リリース時にはすべてShift_jisに統一するかも
しれません。 
との事です。WEB屋としてはここが本当にネックなんですよね。shift_jisの文字化けとかモウイヤ
('A') ってなりますよ本当に。 

個人的には、せっかくの多言語に対応しているCS-CARTなのだから、shift_jis統一にならずにutf-
8表示になってほしいですね。（国内キャリア対応だからいいのかな） 

日本語アドオンの管理者インターフェイスについて 
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【携帯用アドオンの管理者用ログイン】

ユーザー名：demo@cs-cart.jp 
パスワード：password 
http://cs-cart.jp/mobile_demo/pnmqdhjb.php 
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モバイル対応のアドオンにはアイコンが付与されていますね。 
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かんたんログインのチェック項目がありますね。これは使う人は便利な機能ですね。あとは、ベ

ースのカラーやパン屑リストのカラーを指定できるようになってます。この辺りはぜひ yukiさん
にカラーピッカーを追加してもらえればすごい便利ですね 

操作感はこんな感じです。このカラーなどを指定できるアドオンはPCバージョンでも追加してほ
しいですね。（PCだとhtmlブロックで追加しちゃうけども） 

というわけで、CS-CARTで販売する商材が携帯向けコンテンツを多く含むクライアントにとって
はうれしいアドオンとなっております。 

ちなみに、携帯アドオンの導入においてバグ報告、その他のフィードバックを行うと携帯アドオ

ンを優待価格で購入できるクーポンを発行してくれるそうです。('A')おしまい
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CS-CART 日本語版v2.1.3-jpのアップデート！表示スピードの高速化やスキン追加など

skin

2011/2/15 の午後よりCS-CARTの日本語版最新バージョンがアップデートされます。前回の大
幅アップデートが2010年の12月6日でしたから、約２ヵ月ぶりのアップデートになります。

っというか、CS-CARTの販売から１年が経過したんですね！(‘A’)ノ公式に一周年おめでとうとい
う表記がないのがちょっと残念です。無償アップデートの期間が続く限り頑張って記事書いてみ

たいとおもいます。

2/16 foodスキンとjewlryスキンのインターフェイスをUP 

今回のアップデートの詳細と大事っぽいところをマークしてみました下記からどーぞ。

【CS-Cart】 ネットショップを始めるなら、このショッピングカート！

それでは、今回の更新で大事な部分とかを色づけとコメントしてみます。 
【 】はコメントです。 

***＜更新情報ここから＞***************************
【凡例】 
[+] - 追加 
[*] - 改善 
[!] - バグ修正 
------------------------------------------- 
[+] 「Jewelry」スキンを追加 
Jewlyスキンのインターフェイスを撮影してみました。 

[+] 「Food」スキンを追加 
foodスキンのインターフェイスを撮影してみました。参考にどうぞ、 

http://www.cs-cart.jp/archives/2744


[+] サプライヤーに関する管理者権限の設定機能を追加 
[+] メールテンプレートに関する管理者権限の設定機能を追加 
[+] 言語変数置換に関する管理者権限の設定機能を追加 
[+] 送料設定に関する管理者権限の設定機能を追加
【送料設定の管理者権限ってなんだろう。】 
[+] 支払方法「Amazon Checkout」を追加 
[+] 支払方法「DIRECTebanking.com」を追加 
[+] 支払方法「Payment21」を追加 
[+] 支払方法「PayTrace」を追加 
[+] 送料計算時に注文商品を配送ボックス単位に分割する機能を追加 
（一部の配送業者向けのみ。日本国内向け配送方法は非対応） 
[+] 送料問い合わせのマルチスレッド化に対応 
[+] 言語変数置換に関する管理者権限の設定機能を追加 
[+] 配送方法の個別設定機能を追加 
[*] 支払方法「PayPal Pro」に関する説明文を修正ｓ 
[*] 配送方法「Fedex」 : Fedex Web Services API v9に対応するよう修正 
[*] 配送方法「FedEx」： 住所タイプ（住所またはオフィス・商業施設）を指定可能に 
[*] 配送方法「UPS」 : 個別に設定した送料を適用可能に 
[*] 配送方法「USPS」 : APIを「version 3」から「version 4」に更新 
[*] 配送方法「DHL」 : 複数パッケージの配送に対応 
[*] 「クイックサーチ」アドオン : 日本語に対応 
[*] 「クイックサーチ」アドオン : 検索結果のキャッシュ機能を改善 
[*] 「クイックサーチ」アドオン : 「SEO」アドオン利用時に検索結果のリンクを変換 
[*] 「Googleサイトマップ」アドオン : 言語毎のリンク生成に対応 
[*] 「Googleサイトマップ」アドオン : 50,000以上のリンク生成に対応 
[*] 「ギフト券」アドオン : 「商品の削除」ボタンを追加 
[*] 「カスタム商品」アドオン : カスタム商品をカートに追加した際に構成商品の表示 
[*] アップグレードセンター : アップグレードのロールバック機能を改善 
[*] アップグレードセンター : アップグレード経過のログ機能を追加 
[*] アップグレードセンター : アップグレード時に発生した問題についてcs-cart.comに自動送信す
る機能を追加 
[*] アップグレードセンター : mysqldumpによるバックアップを可能に 
【アップグレードでエラー起きることが結構あるので、どのように改善されるか楽しみ】 
[*] メッセージボックス : デザインを改善 
[*] メッセージボックス : 「お知らせ」や「エラー」「警告」などメッセージの種類毎の動作を
改善 
[*] メッセージボックス : 商品、カテゴリー、ページなどを更新した際にメッセージを表示 
[*] 関数「fn_get_filter_range_name」にフックポイントを追加 



[*] 関数「fn_get_filter_range_name」にフックポイントを追加 
[*] 関数「fn_send_mail」を修正 
[*] フックポイント「get_orders_totals」を追加 
[*] HTMLブロックのキャッシュ機能を改善 
[*] オプション別在庫管理ページに「ポジション」フィールドを追加 
[*] 管理者用パネルの注文詳細ページにおける前後の注文へのリンクを修正 
[*] サイズの大きなダウンロード商品に対する処理を改善 
[*] グローバルオプションを商品に割り当てる際に表示される商品一覧の並び順に「ポジション
」フィールドの値を反映 
[*] 商品情報の取得ロジックを修正しDBへのクエリ数を削減 
[*] データベース構造の変更を確認できるツールを追加 
[*] 「product_global_option_links」テーブルに「product_id」フィールドによるインデックスを
追加 
[*] サプライヤーへの注文通知メールの返信先に注文担当部署のEメールアドレスを追加 
[*] 購入手続きページがAjaxにより更新された場合に入力フィールドがクリアされる場合があるバ
グを修正 
【これバグだったの・・・】 
[*] 商品フィルタ「サプライヤー」を修正 
[*] ファイルの変更内容を確認するためのツールを追加 
[*] 商品の追加情報が削除される操作の実施前に警告メッセージを表示 
[*] ダウンロード商品： ダウンロードが中断された場合に再開可能に 
【リジューム機能が追加になると便利ですね。】 
[*] 管理者用パネルにおいて商品への添付ファイルのソート順をドラッグアンドドロップで変更可
能に 
[*] 「ライブモード」でショップを運営している場合にPHPおよびMySQLのエラーを非表示化 
[!] 「アクセス制御」アドオン : アドオンを無効化する際に生じたデータの変更がキャッシュされな
いバグを修正 
[!] 「アフィリエイト」アドオン : クッキー有効期限が正しく認識されないバグを修正 
[!] 「アフィリエイト」アドオン : 画像バナーで生成されるHTMLに画像への相対パスが含まれるバ
グを修正 
[!] 「アフィリエイト」アドオン : テキストバナークリック時のリダイレクトが正しく動作しないバ
グを修正 
[!] 「アフィリエイト」アドオン : HTMLメールのテンプレートファイル位置を変更 
[!] 「カスタム商品」アドオン : ショップフロントにおいて、カスタム商品の構成商品に設定され
た「価格ゼロ商品の取り扱い」が正しく処理されないバグを修正 
[!] 「カスタム商品」アドオン : カスタム商品の構成商品として追加した商品を編集すると数量が1
にリセットされる場合があるバグを修正 
[!] 「カスタム商品」アドオン : カテゴリーや商品単位での割引が適用されている場合にカスタム商



品の価格が正常に表示されないバグを修正 
[!] 「カスタム商品」アドオン : 管理者用パネルで商品構成を更新するとベース商品に設定された商
品オプション画像情報が削除されるバグを修正 
[!] 「ポイント」アドオン : オプション毎に価格変動がある商品のポイント数が正しく計算されない
バグを修正 
[!] 「ポイント」アドオン : ポイントによる購入が許可されていない商品についてポイント数が正し
く計算されないバグを修正 
[!] 「ポイント」アドオン : PHPの"notice"メッセージが表示される場合があるバグを修正 
[!] 「ポイント」アドオン : ロシア語のページタイトルの短縮処理が正しく実行されないバグを修正
[!] 「SEO」アドオン : 各言語で共通のURLを使用し、カテゴリー識別用URLが2文字の場合にペー
ジが表示されないバグを修正 
[!] 「SEO」アドオン : SEOアドオンが有効化されている状態でカテゴリーの一括変更を行うと不
要なPHPの"notice"メッセージが表示されるバグを修正 
[!] 「SEO」アドオン : 存在しないURLが指定された場合に「ページが見つかりません」ページで
はなくトップページにリダイレクトされるバグを修正 
[!] 「SEO」アドオン : URLに大文字を指定すると使用中の言語に対するURLが正しく生成されな
いバグを修正 
[!] 「定期支払い」アドオン : 定期支払い一覧に「初回支払い金額」が常に表示されるバグを修正 
[!] 「定期支払い」アドオン : 新規追加された定期支払を編集すると商品数量が1にリセットされる
バグを修正 
[!] 「定期支払い」アドオン : ページネーションの設定が反映されないバグを修正 
[!] 「返品管理」アドオン : ページネーションの設定が反映されないバグを修正 
[!] 「ほしい物リスト」アドオン : 複数オプションのコンビネーションが設定された商品について商
品サムネイルが表示されないバグを修正 
[!] 「フォームビルダー」アドオン : 管理者用パネルにおいて既存フィールドの種類を変更した際に
正しく表示されないバグを修正 
[!] 「フォームビルダー」アドオン : 作成したページにおいて、都道府県リストを1つしか表示でき
ないバグを修正 
[!] 「統計データ」アドオン : 有効期限が1年間のクッキーが正しく処理されないバグを修正 
[!] HTMLブロックキャッシュ : 表示内容に「プレーン」が指定されたカテゴリーブロックが正し
くキャッシュされないバグを修正 
[!] HTMLブロックキャッシュ : 表示内容に「手動」が指定された商品ブロックが複数登録された場
合に正しくキャッシュされないバグを修正 
[!] HTMLブロックキャッシュ : アフィリエイト用リンクが含まれるブロックが正しくキャッシュさ
れないバグを修正 
[!] キャンペーン : 特典情報が正しく保存されない場合があるバグを修正 
[!] キャンペーン : 支払方法を条件にしたキャンペーンにおいて配送方法が正常に更新されないバグ
を修正 



を修正 
[!] キャンペーン : クーポンコードの自動生成が正常に動作しない場合があるバグを修正 
[!] キャンペーン : 複数のオプションを持つ商品を条件にしたキャンペーンが適用された場合、その
商品と同じ組み合わせのオプションを持つ商品についてオプションの内容を変更できないバグを

修正 
[!] キャンペーン : 割引クーポンが設定されていなくても購入手続きページにクーポンコードの入力
欄が表示されるバグを修正 
[!] キャンペーン : 2つ以上のキャンペーンが存在する場合に条件「お客様あたり1回限り」が正常
に動作しないバグを修正 
[!] ブロック : ブロックを所属するグループの外側に移動できないバグを修正 
[!] ブロック : 表示形式「Side box first item」「サムネイル小」「商品グリッド」において型番が表
示されないバグを修正 
[!] RSSフィードブロック : 表示内容がキャッシュされるバグを修正 
[!] RSSフィードブロック : 不正なフォーマットのRSSフィードを受信するとPHPの"warning"メ
ッセージが表示されるバグを修正 
[!] 注文編集機能 : 商品の在庫数がゼロの場合に正常に動作しないバグを修正 
[!] 注文編集機能 : 税額の算出基準が「注文小計」の場合にステップ3における税金の再計算機能が
正しく動作しないバグを修正 
[!] 商品フィルタ : 価格帯によるフィルタ使用時に価格が整数値に変換されるバグを修正 
[!] 注文編集機能 : 正規表現が正しく動作していなかったバグを修正 
[!] 「sport」スキンにおける矢印ボタンを修正 
[!] 「Basic」スキンにおける左カラムのアラインメントを修正 
[!] 「Default Orange」スキンにおけるパン屑リストのスタイルを修正 
[!] 支払方法「Authorize.Net」 : 処理の重複により注文が失敗する場合があるバグを修正 
[!] 配送方法「CRE Secure」 : 正常な注文が失敗扱いとなる場合があるバグを修正 
[!] 注文編集機能 : 配送料金が千単位の区切りなしで表示されるバグを修正 
[!] 1ページチェックアウト : ステップ4からステップ2に2回以上戻ると都道府県リストの値がデフ
ォルト値にリセットされるバグを修正 
[!] 「jCarousel」ライブラリ: ファイル名に英数字以外を使用したファイルの取り扱いに関するバ
グを修正 
[!] ユーザーの追加時に文字列「?:」がテーブルのプリフィックスに変換されるバグを修正 
[!] 権限が制限された管理者が注文一覧にアクセスした場合に「アクション」ドロップダウンリス
トが正しく表示されないバグを修正 
[!] デモモードにおいて複数回スキンを切り替えるとURLのパラメータが正しく生成されなくなる
バグを修正 
[!] メッセージボックスに商品数量を表示する際のアラインメントを修正 
[!] アップグレード用パッケージのすべてのファイルにパーミッション「777」が付与されるバグを
修正 



[!] 「新着情報」ブロック内のリンクが正しく表示されないバグを修正 
[!] すべての注文のステータスが「処理待ち」に変更可能なバグを修正 
[!] 「カテゴリー一括登録」が正常に動作しないバグを修正 
[!] カテゴリーの変更内容がXMLサイトマップに反映されないバグを修正 
[!] 請求先および配送先情報に含まれる電話番号がエクスポートできないバグを修正 
[!] 「統計情報を削除」リンクをクリックしても「cscart_stat_search_engines」内のレコードが削
除されないバグを修正 
[!] デフォルト以外のローカリゼーション利用時にもデフォルトのローカリゼーション向けに設定
された言語および通貨が適用されるバグを修正 
[!] 管理者用パネルにおいて英語以外の言語を使用している場合にカテゴリー一覧ページのボタン
が正しく表示されないバグを修正 
[!] IE7において「ショップをオープンする」リンクが正しく表示されないバグを修正 
[!] 表示内容が多い場合の1ページチェックアウトの表示を修正 
[!] 商品に関するメッセージボックスの表示を修正 
[!] 商品一覧の表示内容を修正 
[!] 注文情報をエクスポートする際に空のタブが表示されるバグを修正 
[!] CURLラッパーがHTTP GETリクエストに対応していないバグを修正 
[!] 商品のメインカテゴリーが無効化された場合に商品詳細ページにPHPのNoticeエラーが表示さ
れるバグを修正 
[!] 大量の配送情報が存在する場合に管理者用パネルにおいて配送情報一覧の表示に時間がかかる
バグを修正 
[!] 商品の一括アップデート時に各商品のメインカテゴリー情報が失われる場合があるバグを修正 
[!] 注文情報の閲覧権限のない管理者でもダッシュボードの「最新の注文」欄から注文情報を確認
できるバグを修正 
[!] 注文手続きのステップ1に入力必須フィールドが存在しステップ2には存在しない状況で、ステ
ップ1の入力必須フィールドが未入力でもステップ３まで遷移できるバグを修正 
[!] バナー一覧を編集・保存してもバナーのローカリゼーション情報が保存されないバグを修正 
[!] 定期支払い機能を使用した注文の場合に必要ポイント数が表示されないバグを修正 
[!] 注文情報を編集して保存ボタンをクリックした際に決済代行業者からの戻り値が保存されない
場合があるバグを修正 
[!] Javascriptの圧縮を有効化した場合に管理画面のタブが動作しなくなるバグを修正 
[!] 言語：ロシア語の言語パックを修正 
[!] 会員情報を編集した際に送信されるHTMLメールにユーザーグループの情報が記載されないバグ
を修正. 
[!] インストールが完了していないアップデートファイルについても、既存ファイルが独自の変更
を加えていたことを示すメッセージが表示されるバグを修正 
[!] 「カートの内容」ページでオプションファイルに関する画像のプレビュー機能が正しく動作し
ないバグを修正 



ないバグを修正 
[!] アンケート結果一覧にページネーションが適用されていなかったバグを修正 
[!] 「同時購入必須商品」アドオン： 商品詳細ページにおいて同時購入必須商品のオプションを選
択できないバグを修正 
[!] 商品の管理権限がない管理者に対して商品一覧の検索ボタンが表示されないバグを修正 
[!] 拡張型セレクトボックスを使用する商品の追加情報を持つ商品ページが検索エンジンにインデ
ックスされない場合があるバグを修正 
[!] 商品フィルタを表示するブロック内のリンクがインデックスされるバグを修正 
[!] 新着情報ページなどにおいて検索を実行するとカスタム商品の画像が正常に表示されない場合
があるバグを修正 
[!] オプションの指定方法が「上から順に指定」の商品について、不要な「在庫切れ」表示が行わ
れる場合があるバグを修正 
[!] 配送管理：配送方法が常にデフォルト言語で表示されるバグを修正 
[!] 一部のSQLファイルがインポートできないバグを修正 
[!] 一部のチェックボックスにデフォルト値が設定されないバグを修正 
[!] 一部のEメールが誤った"From"フィールド付きで送信されるバグを修正 
[!] お客様コメントが正しく表示されない場合があるバグを修正 
[!] 「保存して閉じる」ボタンをクリックした後に表示内容が正しくソートされないバグを修正 
[!] 注文ステータスの説明文にカンマが入力されているとステータス変更用リストが正しく動作し
ないバグを修正 
[!] サプライヤーに関する一部の言語変数が不足していたバグを修正 
[!] 税額の算出基準が「注文小計」の場合に、カートの内容が「価格ゼロ商品」のみになるよう編
集すると税額が正しく再計算されないバグを修正 
[!] ユーザーグループに「すべて」を指定すると値が正しく保存されない場合があるバグを修正 
[!] マイナス在庫を許可している状態では在庫管理を行わない商品に対して「在庫有り」「カート
に追加」が表示されないバグを修正 
[!] データベースのダンプ処理でNULL値を持つレコードが正しく保存されない場合があるバグを
修正 
[!] IE7で商品価格が正しく表示されない場合があるバグを修正 
[!] IEでトップメニューのステータス変更セレクトボックスが正しく表示されないバグを修正 
[!] 商品が再注文されるとカスタム商品に設定されたファイルへのパスが誤って設定されるバグを
修正 
[!] カテゴリー一覧のスタイルを修正 
[!] 定数「MAX_FILES_IN_DIR」の値がアップグレードの度に1000にリセットされるバグを修正 
[!] IEとChromeにおいて商品オプションを変更すると「ログインして価格を表示」が二重表示され
るバグを修正 
[!] 関数「fn_set_notifications」において古いバージョンからアップグレードした場合の互換性保持
を追加 



[!] IPv4アドレスを誤った方法でGeoIPライブラリに送信していたためアクセス元の国名が正しく
検知できないバグを修正. 
[!] 管理者用パネルにおける「Configurable: 'NO'」をキーワードに商品検索を行うと正しく動作し
ないバグを修正 
[!] 異なるオプションを持つ２つの商品がカートに存在し、オプションの内容を同一にした場合に
数量が正しく変更されないバグを修正 
[!] ショップ管理者が無効化された商品をプレビュー機能を使って閲覧し、商品オプションを変更
するとエラーメッセージが表示されるバグを修正 
[!] 「ユーザーにクレジットカート情報の登録を許可する」を有効化した場合、会員情報の編集ペ
ージでの指定内容に関わらず常にカード情報を保存するバグを修正 
[!] 言語の新規追加が他のデータベーステーブルに影響を与えるバグを修正 
[!] 「マイアカウント」ブロックの内容が検索エンジンにインデックスされるバグを修正 
[!] 管理者用パネルの商品選択用ポップアップウインドウにおいて、1ページ目以降に表示されるの
商品についてオプションが選択できないバグを修正 
[!] 管理者用パネルの「次へ」「前へ」リンククリック時に実行されるSQLクエリを高速化 
[!] 管理者用パネルの注文詳細ページにおいて、ダウンロード期限のない商品についてもダウンロ
ード期限が表示されるバグを修正 
-------------------------------------------
***********＜更新情報 ここまで＞ ************************************
新しいアドオンが追加されているので、デモで公開できればと思っているわけです。



100万球の電飾が夜を輝かせる よみうりランドのジュエルミネーションに行ってきま
した。

yomiuri

先日、GIGAZINEのプレゼント企画に当選したよみうりランドペアチケットを用いてジュエルミネ
ーションを楽しんでた susi-paku です。(‘A’) いやはや、すごい電飾の数でございました。

ジュエルミネーションの模様と詳細は下記からどーぞ

イルミネーションと東京大夜景！よみうりランド ジュエルミネーション

というわけで、バイクに乗りながら行ってきました。 
大きな地図で見る

なかなか、辺鄙なところにあります。

R0015218

 

休みの日でしたが、ほとんど並ばずに入園。人もまばらでした。 

http://www.yomiuriland.co.jp/jewellumination/
http://maps.google.co.jp/maps?f=d&source=embed&saddr=&daddr=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%A8%B2%E5%9F%8E%E5%B8%82%E7%9F%A2%E9%87%8E%E5%8F%A3%EF%BC%93%EF%BC%92%EF%BC%99%EF%BC%94+(%E3%82%88%E3%81%BF%E3%81%86%E3%82%8A%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89)&hl=ja&geocode=CQHaMu66Euj0FTGUHwIdYN5QCCFT-TNfpeuC5w&mra=mift&sll=35.628384,139.519458&sspn=0.026755,0.039225&brcurrent=3,0x6018f0c2c7c963ab:0x9e6d663ca5b68e91,0&ie=UTF8&start=0&ll=35.628384,139.519458&spn=0.024417,0.036478&z=14
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/R0015218.jpg


IMG_0581

 

園内はこんな感じ。乗り放題だったのでちょっとだけアトラクションに乗ってみます。 

R0015221

 

お化け屋敷はひどかったｗ やっぱり富士急ってすごいと思うわけです。 
子供には受けがよさそうな遊園地という感じですかね。 

IMG_0585

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/IMG_0581.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/R0015221.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/IMG_0585.jpg


IMG_0598

 

だんだんと、電飾に明かりがついてきました。 

IMG_0614

 

IMG_0618

 

辺りを見回すと 一眼レフを持っている人が結構いましたね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/IMG_0598.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/IMG_0614.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/IMG_0618.jpg
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木製コースターもライトアップされていました。 

IMG_0745

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/IMG_0638.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/IMG_0616.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/IMG_0749.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/IMG_0745.jpg
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アトラクションを楽しむのはちょっと 残念な遊園地ですが、ジュエルミネーションは結構よかっ
たですね。個人的にはもっと広範囲かなっと期待しいましたが よみうりランドの規模的にはこの
くらいのの規模かと思います 

っと言っても電飾の数は圧巻なので、来年も開催するようでしたらぜひ 遊びに行ってみてはいか
がでしょうか。 

最終日はバレンタインデーとなってます。カップル多そうですな。('A')

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/IMG_0750.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_84B8/IMG_0738.jpg


友人とも気軽にネット対戦ができるFLASHゲーム Power Paintball をプレイしてみま
した。【動画あり】

pp

随分とＦＰＳゲームから離れてしまい動体視力が落ちてきた事に気づく susi-paku です。先日、
友人に紹介してもらった Power paintball というゲームが 気軽にプレイできる・ネット対戦でき
る（対ＣＰＵあり）・操作性もよくて燃える という三拍子そろっていたので紹介します。

各武器と設定方法、攻略の動画は下記からどうぞ

http://www.kongregate.com/games/Odcaf/power-paintball
暇つぶしや、ちょっと仲間でゲームやらない？って時にいちいちクライアントソフトをインスト

ールしたり、ログインＩＤパスワードを発行してからゲームするのって本格的にやるのなら別で

すけど結構、面倒だったりします。 

どんなゲームなのかというと、とりあえず動画を見てください。こんな感じです【デスマッチの

プレイ動画】 
 

結構燃えますよ！('A') 

pakisu000175

 

では、とにかくやってみましょう。 
Play Power Paintball, a free online game on Kongregate 

http://www.kongregate.com/games/Odcaf/power-paintball
http://eyevio.jp/movie/416960
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000175_2.jpg
http://www.kongregate.com/games/Odcaf/power-paintball


ゲーム画面を開いて join game を押します。 

pakisu000176

 

すると名前打ってね！という画面が表示されるので 適当に名前を打ってください。 

pakisu000177

 

すると、サーバー画面が表示されます。 

ゲームタイプは 
capture the flag ＝ 敵の旗を取って自分の陣地まで持ってくタイプ 
Deathmach ＝ 個人での殺し合い（全員敵）タイプ 
Cyborg Assault ＝ ＣＰＵ（ＢＯＴ）と戦うタイプ ボスいます。 

という３種類になっているので、自分がやりたいやつをやってみましょう。友達とやるなら

Cyborg Assault がおススメ。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000176_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000177_2.jpg


pakisu000178

 

んで好きなサーバーを選んだら、操作方法と武器を選択する画面が表示されます。 

キー操作については。 
【 W A S D 】：移動 
【 マウス 】：照準 
【 マウスクリック 】：攻撃 
【 Ｑ 】 メインとサブの武器切り替え 
【 Ｅ 】 手榴弾（長く押して離すと遠くに投げれます） 
【 Ｒ 】 武器のリロード（リロード中は攻撃できない） 
【 ＳＨＩＦＴ 】 ダッシュ 
【 ＣＴＲＬ 】 しゃがむ 
【 ＢＳ 】 スコア表示 
【 ＥＮＴＥＲ 】 チャット 

メインウェポンは 

pakisu000181 pakisu000182 pakisu000180

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000178_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000181_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000182_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000180_4.jpg


pakisu000183 pakisu000184

 

MP5：クリック押したまま弾を連射できる。（初心者には扱いやすい） 
Double Barret：一発ごとクリックして弾を発射する。スナイパーライフルよりは連射性もよく
ダメージが大きいので慣れるとメインになる。（結構おすすめ） 
Hunting Rifle ：遠距離ではスコープが表示される。川沿いなど直接攻めてこれない場所から使う
といいかも 
Light Machine Gun ：MP5よりも格段に連射でき、弾数もかなりあるので弾幕とかにも使え
ます。 
Rocket Launcher ：壁にぶつかると破片もダメージなる武器。対ＣＰＵ戦だとかなりよく当
たる。 

サブウェポン下記の通り。 
ピストルは地味に使いづらいですね。弱いし。 
メディックパックはじわじわとＨＰが回復します。 
Supply はマガジンを補給できます。 
pakisu000185

 

左下の画面設定は 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000183_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000184_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000185_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000186_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000188_2.jpg


pakisu000193

 

赤いゲージがライフで、 
水色が残り弾数（リロードで回復） 
緑色が残りマガジン数です。弾数がなくなると少しずつ減っていきます。 

ピストルのマークは KILL数 
どくろのマークは 自分が死んだ数 

pakisu000191

 

というわけで、プレイしてみましょう。対ＣＰＵだとボスも出てきますよ。【動画】 
 

ちなみに、フィールド上にある固定銃は近くに寄って止まれば自動的に構えます。 

pakisu000195

 

キャプチャーザフラッグ 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000193_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000191_4.jpg
http://eyevio.jp/movie/416963
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000195_2.jpg


（相手の陣地にある旗を取って 自陣に持ってく） 
 

旗を運んでいる時はマップ上に表示されます。 

pakisu000192

 

マップ選択の画面から 自分でサーバーを立てる事も出来ます。 create room を押してください。 

pakisu000194

 

room name サーバー一覧に表示される名前 
player limit 収容人数 
Game type ３種類のタイプから選択できます。 

ＭＡＰは、川が真ん中に流れているマップ。オフィスのようなマップ。市街地マップの３タイプ

から選べます。 

という感じで、さくっと楽しんでみてはいかがでしょう。('A') っというか誰か一緒にやりませ
んか？メッセお待ちしております。ｗ 

ちなみにFACEBOOKから このゲームをやるとレベルアップやら強い武器やらが買えてプレイで
きる（公式？）らしいです。 

STATS をクリックすると 色々な項目が数値化されているのでこの辺をいじれるのでしょうかね

http://eyevio.jp/movie/416964
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000192_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000194_2.jpg


。('A') 



pakisu000196

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85a0e40a2629_A195/pakisu000196_2.jpg


Canonのデジタル一眼レフ EOS7Dを買って動画とか写真を撮影してみました。

eos7d

素材集めなどで愛用してきたGX200での撮影も、そろそろ限界があると感じてきまして、ようや
くデジタル一眼レフを買いました susi-paku (‘A’) です。

今回購入した付属品や撮影した動画については下記からどうぞ。

R0015049

 

今回購入したEOS7Dとその他付属品一式です。全部で15万くらになります。('A') 

このEOS7Dですが、キヤノン：EOS 7D｜概要 にも書いてある通り、AF機能が秀逸でありまして
カメラ屋で触った感触では他社メーカー含んだ現行機の価格帯の中では最高の製品かと思い

ます。 

また、動画撮影機能もそこらのカメラより高性能なできとなっております。 

サンプルの動画を撮影してみたので、どぞ。 
【関東地方に積雪】 
 

【よみうりランドのジュエルミネーションの一コマ】 
 

http://www.ricoh.co.jp/dc/gx/gx200/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/R0015049.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002NEFL64/susipaku-22/ref=nosim
http://cweb.canon.jp/camera/eosd/7d/index.html
http://eyevio.jp/movie/416783
http://eyevio.jp/movie/416781


【駅前のタクシー乗り場】 
 

っとまぁ、こんな感じで撮影できます。 
それにしても手振れがひどい・・・三脚買わないと結構厳しそうですね。('A') 

ちなみに今回買ったレンズは 純正レンズ（EOS7D対応） 

 
Canon EF-S レンズ 55-250mm F4-5.6 IS EF-S55-250IS 

マクロ接写はとりあえずGX200があるので、望遠や景色などの撮影をとりあえずの目標として55-
250mmのレンズを購入です。上記動画もこれで撮影しています。絞りやすいので 

IMG_0557

 

こういった画像とか撮影するのにはなかなか向いている感じがします。 

IMG_0633

 

http://eyevio.jp/movie/416782
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000V9D5LG/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/IMG_0557.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/IMG_0633.jpg


IMG_0202

 

IMG_0287

 

IMG_0308

 

なんかいいよね。('A') 

R0015059

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/IMG_0202.jpg
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R0015060

 

結構な重量感です。ゴリラポッド程度の三脚じゃ無理でした。('A') しっかり安定できるのが必要
ですね。 

実は、このレンズのほかにポートレート用で 

 
TAMRON SP AF28-75mm F2.8 キヤノンAF用 A09E 

このレンズも欲しかった。('A') 次回はこれ買おうかな。 

んで、次は撮影に大事なストラップですが 自分は2DEという機能性重視のストラップを買いま
した。 

こんな経験 ありませんか 【 ２ＤＥ ONLINE SHOP 】 オリジナルカメラストラップ専門通販 業
界初！ワンタッチ長さ切り替え機能付 

R0015057

 

↓これが付属している純正のストラップ（ださいなぁ） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/R0015060.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000V6DE6/susipaku-22/ref=nosim
http://2de.jp/hpgen/HPB/entries/23.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/R0015057.jpg


R0015058

 

R0015052

 

これが購入したストラップ。ボタンひとつで伸縮できるので、いざ撮影しようとする時とかすご

い便利でございます。('A') これいいよ。 

 
プロガードＡＲ for Canon EOS 7D ディスプレイ保護フィルム / DCDPF-PGEOS7D
液晶フィルムも買いました。 

R0015069

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/R0015058.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/R0015052.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002NXN05Y/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/R0015069.jpg


R0015070

 

R0015075

 

２か所の液晶部分に貼ることができます。2枚づつ同封されているので失敗しても１度だけなら大
丈夫です。('A') 

 
Transcend 400倍速CFカード 32GB 永久保証 TS32GCF400
保存メディアは32GBのSDカードを購入。 

R0015062

R0015079

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/R0015070.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/R0015075.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002WE4H8I/susipaku-22/ref=nosim
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/R0015062.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/f218a631b9af_79CB/R0015079.jpg


もう、32GBという領域までいっているのかっ・・・これで動画撮影も余裕で保存できますね。 

ってな感じです。あとは、最高級のレンズフィルターを手に入れて（ピラレットかな） 

taste(ティースト):すべてのカメラを満足させる美光学フィルター 

画像サイト制作スタートって感じですかね。('A') 
何か撮影してもらいたいものとかあったらリクエストしてくださいな。おしまい

http://www.taste-precision.com/index.html


勧誘・営業などの迷惑電話の対策と対応した時の顧客情報（リスト）を売買されない
方法について

meiwaku

会社の電話は3コール以内に出る為、デスクにいる時は7割強の対応をほこる susi-paku です。(‘A’)
さて、事務をやっている人とかが一度は経験する 勧誘などの迷惑電話。正直、「またかよ」っと
思うわけで 本当に時間のロスでございます。

んで、詐欺や詐欺ギリギリの電話も多くなっているのと同時に、迷惑電話対応について こんな対
応したよ的なサイトが自慢を含めて紹介されていたので、注意喚起含めて書いてみました。

んま、読んで損は無いので一度は目を通してみてください。迷惑電話についての対策等は下記か

らどーぞ

勧誘・営業などの迷惑電話って何？

基本的にはテレアポで、メールで言うチェーンメールやスパムのたぐい。('A')b 

金融証券や銀行系、ＩＴ系ではＩＰ電話にＳＥＯ、などから電話がかかってくるわけです。 
「●●●●代理店●●●会社です。御社のホームページを拝見させてもらいお電話させていただ

きました。●●●のコストダウンにつきまして、経理担当もしくは社長様いらっしゃいま

すか？」 

っといった感じ。（これならまだいい方） 

断れない人、気が弱い人は本当にきついらしい

迷惑電話の勧誘って、何も話さなくても平気でべらべらと5分・・・10分・・・・と目の前のマニ
ュアルを一通りしゃべってきます。人の話まったく聞かないです。 



キッパリとお断りできない人にとっては、そんな電話の対応をするだけで精神的にきつい業務だ

と思います。逆切れされる時もありますしね。('A') 

これから、下記で紹介するのは、そんな人でも対応する方法と迷惑電話のシステムを紹介しなが

ら説明しますんで参考にしてください。 

っとなんでこんなに詳しいかはオフレコです。

迷惑電話はストーカー！かかってくる前の心構え

suto-ka-

 

業者：「本日社長様はいらっしゃいますでしょうか？」 
対応：「今日は出張行ってます」 

こんな感じで、今日が無理なら明日という風に手法を変えて何とか電話を取り次げるようにかか

ってきます。 

また、"迷惑電話対応！"とかを紹介しているサイトでもこのような嘘の対応をしてやりすごすとか
紹介してますが、これ間違ってるよ。ｗ 

ＰＯＩＮＴ（例） 
業者：「本日社長様はいらっしゃいますでしょうか？」 
対応：「失礼ですが、会社名とご担当者様のお名前、お電話番号とご用件をもう一度教えてくだ

さい」 
相手が質問してきても、その質問には絶対に答えない 違う回答をすること！ 

後述でお断りする方法を書きますが、まず迷惑電話がかかってきた時にどのような返答をするか

の心構えが結構重要です。 

断るつもりが相手のペースになってしまうから、断れない！というのがほとんどのケースなん

です。 



個人的に「迷惑電話だよ・・・」って時の最初の対応はこれがおすすめです。 

会社名・名前・電話番号・要件を聞く 

ちなみにテレアポではどんな手を使っても話をさせ、自分のペースに持ち込むのが手法です。 

これがまず最初のポイント。答えると相手のペースになりますのでべらべらと話はじめますか

らね。('A') 

電話の向こうは詐欺師です。電話取り次げ詐欺だよ。

usotuku

 

業者：「先日、社長様と打ち合わせをした件についてご連絡いたしました。」 

※ 一度も取り次いだ事がないにも関わらず、商談だと装い取り次げさせようとする 

業者：「弊社ソフトバンクと申します、マイラインについてご連絡させていただきました」 

※ 実は、ただのソフトバンクの代理店で上場企業などのネームバリューを利用した悪質業者 

東京電力の保安会社です200Ｖの電源について機器のチェックをさせていただきたいのですがご予
定はいかがでしょうか？ 

※ 点検すると装った詐欺、大抵は法人じゃなく、電話番号を聞くと嫌がる。 

っとまぁ、こんな感じで嘘ばかりを並べてきます。 
前述した会社名、担当者、電話番号、要件を聞くことが大事なのがわかりますね。 

会社名で 貿易・証券・銀行・法人なのかわかる。 
担当者名で 一応名前を確認 
電話番号で 固定電話か転送電話 携帯かを確認 
要件で インフラ・営業のご案内・機器の点検を確認できます。 



これ系はほぼ迷惑電話です。（大抵はテレアポの周辺はザワザワしているのですぐにわかりま

すが）

この会社カモだよリストが絶賛売買中

company

 

当時、出会い系サイトでは、 

★ チェーンメールを配信できたユーザー。 
★★ チェーンメールの配信解除通知されたユーザー。 
★★★ 実際にサイトに登録したユーザー。 
★★★★ 課金したユーザー 

という感じで、顧客の生アドレスをリストアップし 上玉の客ほど ★のランクがあがり 精査された
情報を高額で売買されていきます。('A') 

たとえば ★ のアドレス２００万件が入ったリストよりも★★★ のアドレス １万件が入ったリス
トの方が高値で売買されるわけです。 

例えが長くなってしまいすみません。('A')
これは迷惑電話の一部システムで行われている顧客リストの精査になります。 

要するに何かというと。 

★ 電話対応した（会社あり） 
★★ 取り次いでもらった（脈あり） Ａ〜Ｃランク査定 
★★★ 面談できた 
★★★★ 案件決まった 

という感じで、電話をかけて対応してくれたあなたの行動をチェックしているわけなんですね。

なのでちょっとでも取り次いだり、弱みを見せたら、★ランクがあがり この会社カモとして認定



され リストが売られていくわけですドナドナ('A') 

闇金ウシジマくんにはこういったシーンが多々出てきますね。名簿屋って呼ばれていますね。 

ちなみに、たまに鳴るワン切れの非通知は会社にコールできるかどうかのＢＯＴらしいことは聞

いたことがあります。これもリストとして販売するんですかね。ｗ 

迷惑電話はこれで撃退！対応しよう。

stop

 
前述したリストの件もあり、絶対に面白半分で対応しない事。そして余計な事は話さない事が大

事です。 

後程、こういう迷惑電話もあるよってのを書いてみますので、それも参考にしてください。('A') 

ＰＯＩＮＴ 
業者：「●●●興業と申します、債券の件につきまして、先日ご連絡させていただきました。」 
業者：「本日社長様もしくは経理担当の方はいらっしゃいますでしょうか？」 
('A')：「失礼ですが、会社名とご担当者様のお名前、お電話番号とご用件をもう一度教えてくだ
さい」 
業者：「●●興業の ・・・ （以下略」 

('A')：「あぁ、●●興業さんね。先日もあなたの会社から電話があり迷惑なのでお断りしました。
」 

これで、８割は切ってきます。食い下がってきたら。 

「実は、あまりにも頻繁で迷惑だったから 消費者センターと警察相談ダイヤルに連絡させてもら
ったんだけど、連絡いってませんかね？」 

----- んで大抵はこれで 相手方から切られます。 ---- 

更に食い下がってきたら。 



('A')：「悪いけど、あなたのお名前と担当者もう一度いいですかね？それと、上司の方と変わっ
てよ。あと音声を録音させてもらっているので、警察の方には被害届と一緒に提出させてもらい

ますね」 

という感じで対応しましょう。 
これでリストには掲載される心配ないし、次回の電話も減る、電話もはやく切れて仕事の効率は

あがる。（ちなみにこの対応をすると特に金融系からの電話がほんと減ります） 

一応参考程度に本当に利用される場合は、警察ダイヤルもしくは、地域ごとの消費者センター、

あとは有料ですけども、 
概要 | 迷惑電話おことわりサービス | 便利なサービス | 電話商品・サービス | NTT東日本
Web116.jp 
というのを利用してください。

こんな迷惑電話もあるよ。

ヤクザからの迷惑電話はほんと迷惑。ドスのきいた声で 
「お宅の社長から頼まれた●●●という書籍を買えや」 
とか、わけのわからない事を言い出します。 

あとは 電気保安会社 と名乗る詐欺ですね。 

うちはウォーターエネルギーシステムを利用していますっと答えた事がありますｗ 

個人ではうちの母親宛に、化粧品の迷惑電話がかかってきたらしく「もう、十分キレイです」っ

と答え テレアポに一蹴されていたのに思わず噴き出した経験がありますｗ 

暇つぶしにはもってこいの迷惑電話なんですが、会社の為を思って対応していきましょう。('A')参
考にしてください。おしまい。

http://web116.jp/shop/benri/meiwaku/mei_00.html
http://gigazine.net/news/20080612_wes/


Devilrobotsとコラボしたけいおん！の16茶おまけフィギアがまだ手に入ったのでコン
プしてみました。

keion

GIGAZINEさんの記事にけいおん！の16茶おまけフィギアが販売開始から、即完売していた店舗
があったという内容を読んで、「おーDevilrobotsとコラボしたフィギアだ」というわけで、近く
のセブンに行ったらまだ、売っていたので全種類買ってみました。なかなか可愛いですよ。(‘A’)

買った記事と転売房大杉の記事は下記からどうぞ

ＧＩＧＡＺＩＮＥさんの販売開始時刻に行った時の記事 
全5種の「けいおん!!」オリジナルストラップがついてくる十六茶を買ってきました - GIGAZINE 

何だか前回のけいおんキャンペーンがすごかったらしいので、その余波もあったんじゃないでし

ょうかね。('A') 今回のけいおんフェアは16茶を買ったらDevilrobots製のおまけが付いてくる感じ
です。 
DEVILROBOTS inc. [ dvrb ] 

Devilrobots製とか！これは買うしかないですな。('A') そんなわけで、もう売ってないだ
ろう・・・っと思ってセブンイレブン行ってきました。 

R0015388

 

http://gigazine.net/news/20110208_kon_16cha/
http://www1.tdp.to/campaign/k-on/
http://www.dvrb.jp/w/index_6.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a41a714bf31_828F/R0015388.jpg


え、全然売ってました。('A') 

R0015391

 

まだまだ、手に入る感じですね。147円ｘ5本 

R0015395

 

なかなかよく出てきますね。食玩メインでも売れそうな感じ。 

R0015397 R0015398 R0015412

 

R0015409 R0015411

 

全員集合。まだ２期見てないので 時間ができたら見てみよう。('A') 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a41a714bf31_828F/R0015391.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a41a714bf31_828F/R0015395.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a41a714bf31_828F/R0015397.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a41a714bf31_828F/R0015398.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a41a714bf31_828F/R0015412.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a41a714bf31_828F/R0015409.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a41a714bf31_828F/R0015411.jpg


R0015416

 

中身はこんな感じ。 
R0015418

 

うちのスポンジボブさんの腕に乗っけてみました。('A') 
海外でも話題なマクドナルドのＣＭ「しゃべったぁああ」狂喜乱舞な子供たちが反応するスポン

ジボブを買ってみた:susi-paku website 

幼女を誘拐する変態っぽいですな。 

というわけで、まだ手に入るけいおんフィギアですが、転売房さんは絶賛ヤフオクで販売中です

。

「朝食ティータイム」の検索結果 - Yahoo!オークション 

pasiks000252

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a41a714bf31_828F/R0015416.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a41a714bf31_828F/R0015418.jpg
http://www.susi-paku.com/pakupost-29.html
http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9C%9D%E9%A3%9F%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0&auccat=&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&slider=0&tab_ex=commerce
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2a41a714bf31_828F/pasiks000252.jpg


未開封品を12000円（値段交渉あり）とか付けている人もいたりと わろえます、ってか出品数
大杉。1000円以下で落札されている感じなので 今回は値段高騰はなさげかなっと思われます。
んま、けいおんファンじゃなくても このフィギアは可愛いので個人的には人気出そうな気もしま
すがね。おしまい。 ('A')



まじめにやると痛いところを突かれる、243通りの性格診断で自分を再認識してみる

seikaku

性格診断や姓名判断などは自己啓発の類なわけでして、「まぁ、気軽にやってみよう」っという

ぐらいの気持ちでやってみたら フルボッコな結果が出た susi-paku (‘A’) です。

診断結果には、表現にきついところや差別的な言葉があります、気の弱い方、人の意見に左右さ

れやすい方、医療機関で治療を受けている方などのご利用をお控えください (^^ゞ

という注釈があるくらい、

自分の痛いところを突かれる仕様になっております。

診断についての結果とかは下記からどーぞ

まじめにやれば納得するほどよく当たる！ 
50の質問から243 パターンもの性格診断結果に！ 
エゴグラムによる性格診断 

あなたは誰かにきっとやらせたくなる 
といううたい文句に釣られるように ブログにて紹介させてもらいました。ｗ 

start
 

性格診断質問 

pasiks000247  

回答方法も、はい・いいえ・どちらともつかない という３通りで回答できるようになってます。
非常に選びやすいですね。('A') 

というわけで、全部で50個の質問を答えると 自分の診断結果が表示されます。ちなみに susi-
paku さん結果はこれ ↓ 

http://www.egogram-f.jp/seikaku/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/51ad1a319bfd_8CB8/start_2.gif
http://www.egogram-f.jp/seikaku/sin-d.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/51ad1a319bfd_8CB8/pasiks000247.jpg


エコグラムによる性格診断結果 

pasiks000246

 
# 性格
    現実主義タイプで、精神的にはタフネスです。自分の置かれている立場とか、為すべき仕事の
範囲などを的確に把握していて、その実現に精神を集中できるタイプです。仕事には厳しいが、

思い遣りや同情心も高く、合理的反応を誤る事は滅多に有りません。自己表現を計る事に忙しい

為に、趣味や娯楽など人生のゆとりに属する部分を、段々と切り詰めて行く可能性が少なく有り

ません。 

# 恋愛・結婚
    余り世間の常識から掛け離れた男女関係などに踏み込む可能性は、殆ど無いタイプです。大人
の恋愛、大人の結婚をするタイプなので、艶色のスキャンダルを起す危険性は、先ず有りません

。結婚後は、仕事と子供を中心に夫婦関係が回転して行く極く普通の家庭を築く可能性が非常に

高いでしょう。 

# 職業適性
    性格的には仕事なら何でも御座れ、のタイプです。各方面の職業に対する適応の巾が物凄く
広く、後は才能と努力次第と云う事になります。 

# 対人関係
    責任や道徳を他人に厳しく云う代りに、自分にも厳しく、同情心、寛容心がかなり高い事とも
相俟って、ケースバイケースの適格な判断を誤らない言動は、周囲の人々に高い評価を受ける

でしょう。しかし、そう云う高次元の領域ばかりが先行してゆくと、知らず知らずの間に四角四

面の人間が出来上がって行き易いものです。今後は趣味や娯楽の面も、等閑視しない事が必要

でしょう。

結果診断の評価は ＡＡＡＢＢ でございました。('A') 

http://www.egogram-f.jp/seikaku/kekka/aaabb.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/51ad1a319bfd_8CB8/pasiks000246.jpg


四面四角 かぁ、最近 話が長くなってきているから気を付けよう・・・・orz 

pasiks000248

 

FC と ＡＣ が低いので調べてみると 

ＦＣのこの部分が強いと良く出る言葉や態度

「ヤッター」「わぁスゴイ」「エーッ本当」はしゃぐことが多い・無邪気・まわりの迷惑を考え

ない 

ＡＣのこの部分が強いと良く出る言葉や態度 
「どうせ私なんか」「よくわかりません」「外の人はどうですか」「そういたします」常にオド

オドしている・人にさからえない・旗色を鮮明にしない 

各診断の詳細説明については下記からどうぞ、 

CP NP A FC AC 

これは精神的に病んでる人はおちそうですな。('A') 

ちなみにソース元の痛い信者さんのところではＶＩＰさん達が挑戦しています。ｗ 
性格診断テスト見つけたからやろうぜｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ - 痛い信者(ﾉ∀`) 

ニート推奨されたとか色々な診断結果が出ていらっしゃいます。ｗ 

まぁ、ある程度年齢がいくと、あまり自分自身を再認識する機会って少なくなるわけですから く
いあらためる事を前提としてトライしてもいいですね。おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/51ad1a319bfd_8CB8/pasiks000248.jpg
http://www.egogram-f.jp/seikaku/pag2.htm
http://www.egogram-f.jp/seikaku/pag1.htm
http://www.egogram-f.jp/seikaku/pag3.htm
http://www.egogram-f.jp/seikaku/pag4.htm
http://www.egogram-f.jp/seikaku/pag5.htm
http://i.2chblog.jp/archives/2175010.html


データ入力に重宝する半角カタカナを全角カタカナ（その逆も可）に置き換えしてく
れる便利な自動変換サイト

hankaku

データベースで半角カタカナが利用できない環境や、レイアウトの関係でどうしても半角カタカ

ナを入力しなくてはならない現状などで重宝する変換サイトをご紹介。お客さんから届く書類が

常に全角・半角混じりで苦労していたので、助かるわけです。(‘A’)

変換サイトの使い方は下記からどうぞ、

 

pasiks000242

 

まずは半角カタカナ → 全角カタカナ が出来るサイトですね。 
半角カタカナ（片仮名）→全角カタカナ（片仮名） | 文字変換サイト（無料） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7d5e4250c9b1_8CB3/pasiks000242.jpg
http://zerothree.sub.jp/php/mbckana_b/


pasiks000243

 

漢字まじりの文言を入力しても、半角カタカナ部分のみ全角にしてくれます。濁点も含んだ全角

にしてくれるので助かりますね。 

pasiks000244

 

全角カタカナ → 半角カタカナ 
全角カタカナ（片仮名）→半角カタカナ（片仮名） | 文字変換サイト（無料） 

pasiks000245

 

こちらは全角カタカナを自動的に半角カタカナに変換してくれますね。('A')注釈に携帯サイト作成

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7d5e4250c9b1_8CB3/pasiks000243.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7d5e4250c9b1_8CB3/pasiks000244.jpg
http://zerothree.sub.jp/php/mbckana/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/7d5e4250c9b1_8CB3/pasiks000245.jpg


に便利と書いてある通り、使いどころは色々ありますね。 

っというわけで、エクセル使った変換方法とか色々ありますがサイト上で一発変換してくれるの

は重宝しますです。ぜひ活用してみてください。



GIGAZINEの年末プレゼント企画に応募したら、まさかの当選で今年は良い事あるかも
と記事を書いてみました

gigazine

未来への暴言レビューを書いたりとＧＩＧＡＺＩＮＥがネタのソース元記事が多々ありまして、

編集長が「こいつにプレゼントをあげてもいいか」（予想）という感じで当選したらいいなぁー

と妄想しているsusi-paku です。(‘A’)

プレゼント企画の当選とやり取りの詳細については下記からどうぞ

モンスターニュースサイトで有名なＧＩＧＡＺＩＮＥさんが毎年恒例で企画している「まとめて

全部持って行ってください」キャンペーン 

top_m

 

アンケートを書いて応募するという至ってシンプルな方法です。応募概要は下記のようになって

います。 

GIGAZINEからの年末年始プレゼント企画「アンケートに答えて、まとめて全部持っていってくだ
さい」 - GIGAZINE 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

http://www.susi-paku.com/pakugigazine-10gigazine.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/GIGAZINE_8968/top_m_2.jpg
http://gigazine.net/news/20101224_present/


◆応募期間 
2010年12月24日（金）23時00分〜2011年1月7日（金）23時59分まで。 
◆当選者発表 
当選者には応募時のメールアドレスにGIGAZINE編集部から2011年1月7日（金）以降にメールが
届くので、そのメールに返信する形で発送先の住所などを回答してもらえればOKです。 
◆プレゼント一覧 
応募ページの「欲しいプレゼントの番号」に「1」とか「2」とかいう感じで数字を入力してくだ
さい。プレゼントが不要の場合は「なし」と書いておいてください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
（一部略） 

そんな感じで、当選者にはメールが届くよっというわけです。プレゼント番号47まであります。 

present71_m

 

個人的には未来への暴言のカット前表紙とか欲しかったところですが、応募したのは34番 

世界初の宝石色LEDを100万球使った輝き、よみうりランド「ジュエルミネーション」先行公開
レビュー - GIGAZINE 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/GIGAZINE_8968/present71_m_2.jpg
http://gigazine.net/news/20101119_yomiuriland_jewellumination_1/


present55_m

 

場所も横浜県から近いし、このジュエルミネーションは見とかないといけないでしょうな。('A') 
という事で 応募 → 当選 となりました。 
ペアチケットだったから、応募した人も少なかった可能性もありますかね。あと2/14までだし、
地域限定だしｗ 

個人的には、どの番号がどのくらいの応募がありましたという統計とっても面白そう。 

ちなみに今回の応募で自分以外にも当選した人がブログに書いてました。こういうのってサクラ

が多い中、ちゃんと郵送しているＧＩＧＡＺＩＮＥさんは偉いなっと思うわけです。 

喫茶店の部屋 【当選】GIGAZINEさんより小包が・・・・(；´∀｀)【しました】 

流離猫だいありー GIGAZINEから変なの届いた 

GIGAZINEの年末年始プレゼント企画で当選（まさかの2度目ｗ） 『ロイヤルグループお食事券1
万円分』をゲット | KUMALOG 

2回当選した人もいるのね。('A') 次回も応募してみよ 

というわけで、当選メール！

pasiks000238
 

ノートン先生にしっかりとフィルタリングされてました。w @Becky 

危うく見落とすところ、ホント危なかった。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/GIGAZINE_8968/present55_m_2.jpg
http://umedaizu.blog.shinobi.jp/Entry/1600/
http://fouou.blog15.fc2.com/blog-entry-303.html
http://kumalog.com/2011/02/02153057.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/GIGAZINE_8968/pasiks000238.jpg


件名が【当選告知】だったからか、そのあたりは謎なんですが、こういった懸賞に応募するとき

はスパムがあまり届かないメールアドレスを使用した方がいいですね。 

pasiks000239

 

今回ＧＩＧＡＺＩＮＥさんから届いた件名 【当選告知】 に似た件名のスパムが多いんですよね。
【重要】 とか 【振込連絡】とかねｗ 

届いた当選メールの内容は 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
ニュースサイト「GIGAZINE」を運営しておりますGIGAZINE編集部です。 
「http://gigazine.net/news/20101224_present/」へのご応募ありがとうございました。 
プレゼント番号「34」に当選しましたので、以下の項目を返信メールにて 

なお、異なるアドレスからご連絡いただきますと当選者ご本人かどうかの確認が不可能となって

しまうため、 
ご連絡いただく場合はこのメールに直接ご返信ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
（一部略） 

当ＷＥＢ上で告知してもいいですか？という返事をしましたところ、 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
ご連絡ありがとうございます、GIGAZINEプレゼント担当です。当選結果をWEBサイトに掲載さ
れる件、まったく問題ありません。記事化いただければ幸いです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
（一部略） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/GIGAZINE_8968/pasiks000239.jpg
http://gigazine.net/news/20101224_present/


と対応してくれました。('A')ありがとうございます。 

R0015213

 

特定記録郵便にてＧＩＧＡＺＩＮＥ編集部となってます。受け取るとき連絡先が書いてないので

、知らない人が受け取ったら怪しい封筒ですねｗ 

R0015216

 

届いたペアチケットはこれ。日中も利用できるので1200円×2名分がお得！。（ナイトパスは別
途500円） 

イルミネーションと東京大夜景！よみうりランド ジュエルミネーション 

早速週末にでもＥＯＳ7Ｄ持って、 
素材を撮ってきたいと思います。('A')ノ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/GIGAZINE_8968/R0015213.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/GIGAZINE_8968/R0015216.jpg
http://www.yomiuriland.co.jp/jewellumination/


宇野亜喜良ポスター展や蜷川実花受賞の木村伊兵衛写真賞展を見に川崎市民ミュージ
アムへ行ってきました。

kimura

2011年1月22日から4月10日まで、川崎市民ミュージアムで開催されている宇野亜喜良のポスター
展と、写真の芥川賞と呼ばれている木村伊兵衛写真賞35周年記念展示をみてきました。入園料は
無料なので、手軽に影響をうけにいけますよ。

詳細は下記からどうぞ、

企画展示室1 | 展示・上映・イベント | 川崎市市民ミュージアム

ＥＯＳ7Ｄ持って行ってきました。('A') 

IMG_0350

 

IMG_0352

 

場所はここですね。 

http://www.kawasaki-museum.jp/display/exhibition/exhibition_de.php?id=163
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0350.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0352.jpg


大きな地図で見る 

場所はここですね。 

IMG_0354

辺りの風景は、絶賛開発が進んでいる武蔵小杉ミッドタウンが見えます。 

IMG_0361

 

http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&q=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E5%8C%BA%E7%AD%89%E3%80%85%E5%8A%9B1-2&ie=UTF8&hq=&hnear=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E5%8C%BA%E7%AD%89%E3%80%85%E5%8A%9B%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%92&brcurrent=3,0x6018f5a6dc730303:0x5584f47c63db59f9,0,0x6018f50a80c9a6cf:0x1dbb8ad20fa80323&ll=35.588713,139.647303&spn=0.02443,0.034332&z=14&iwloc=A&source=embed
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0354.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0361.jpg


IMG_0362

 

IMG_0367

 

入口には座ることを拒否する椅子（岡本太郎先生）が設置されてます。 
一個欲しいですね。('A')

IMG_0365

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0362.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0367.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0365.jpg


IMG_0406

 

入場は無料となってます。いいですね b 

IMG_0373

 

 

中の様子はこんな感じ。面白いオブジェが沢山あります。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0406.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0373.jpg
http://eyevio.jp/movie/415197


IMG_0378

 
展示されている作品は 1997年度から2003年度まで、都築響一、ホンマタカシ、鈴木理策、長島有
里枝、蜷川実花、HIROMIX、松江泰治、川内倫子、佐内正史、オノデラユキ、澤田知子の受賞作
となってます。（展示場は撮影不可） 

っと言う感じです。色々な作風の作品があるのだと影響を受けるわけです。 

IMG_0395

 

同時に、今のくらし昔のくらしという展示もやってました。 

IMG_0381

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0378.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0395.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0381.jpg


IMG_0386

 

IMG_0393

 

なまはげの展示。 

という感じで、昔のくらしと今のくらしを比較堪能できます。 
昔のミシンとか使えるコーナーもありましたので、平成生まれちゃんがいる家族で来園するのも

いいんじゃないでしょうか。PC-88とかも紹介されてました。 

IMG_0398

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0386.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0393.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0398.jpg


ってな感じで帰りは暗くなりかけてました。('A') 

IMG_0439

 

市民ミュージアムの周りは大きな公園なので、暖かい日などはお散歩にもちょうどいいですね。 

IMG_0441

 

2011.2.11 には宇野亜喜良さんと上田風子さんのトークショーサイン会が開催されますです。（Ｂ
ＵＮＫＡＭＵＲＡ ＧＡＬＬＥＲＹ） 

talk_003

 

上田風子作品集刊行記念トークショー 上田風子×宇野亜喜良トークショー 
ファンの方は要チェックですね。('A')

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0439.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/IMG_0441.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b2582b52d831_8C7A/300-7t_2.jpg
http://www.gei-shin.co.jp/books/300-7.html


漫画タダ読みとか何かと話題のBaiduから登場したIME&rdquo;Baidu Typeでスクリー
ンショットなど設定してみた

baido

日本の漫画がそのまんまアップロードされているとかで、著察権的にどうなの？っと話題のBaido
からリリースされた “Baidu Type”を使ってみました。それにしてもBaiduライブラリこれ大丈夫
かよ、っと日本法人に問いたいわけです。w

最近、Google IMEの挙動がおかしくて仕事にならない事が多々あり、代替えとしての利用も視野
に使ってみるのもよさそうです。

導入設定や便利なスクリーンショット機能【動画あり】は下記からどうぞ

Baidu Type - 日本語入力システム（IME） -

IME上でスクリーンショットが撮れたり、２CH用語や顔文字、学習機能とかも充実している
Baidu Typeのベータが登場したみたいです。 

pasiks000214

 

まずは導入してみたいので、ベータ版をダウンロードしてみましょう。 
公式が落ちてる時があったので 補完用 （自己責任でどうぞ） 
http://www.susi-paku.com/BaiduType_Setup_Light_Beta.zip 

http://lib.baidu.jp/list/87
http://lib.baidu.jp/
http://ime.baidu.jp/type/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000214.jpg
http://www.susi-paku.com/BaiduType_Setup_Light_Beta.zip


pasiks000215

 

pasiks000216

 

インストールは実行形式で始まります。 

pasiks000217

 

結構大きいファイルなんですね。 

pasiks000218

 

規定のIMEとして設定すると Baidu がメインになります。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000215.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000216.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000217.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000218.jpg


pasiks000222

 

スキンの着せ替えとか 機能重視がうりみたいですね。 

pasiks000223

 
pasiks000224

 

pasiks000225

 
ギャル語って何？っと思ったら 
Baidu のギャル文字で紹介されているよう

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000222.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000223.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000224.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000225.jpg
http://news.walkerplus.com/2011/0106/16/


pasiks000232

０２娘０１ って変換されました。 

２ちゃんねる用語というのにチェックをいれると 
pasiks000233

 
とりと変換すると、 (*ﾟ∋ﾟ)ｸｯｸﾙﾄﾞｩﾄﾞｩ と変換されます。w 

ちなみに、GOOGLE日本語入力では変換することが出来た 
まかんこうさっぽう ですが変換できませんでした。 

pasiks000228

 

はおうしょうこうけん だと 

pasiks000229

 

変換できたので、普及したら変換できそうですね。 

pasiks000230

 

ちなみに変換されない文字を変換依頼できるサイトもあるので 
辞書登録する感じで申請するのも手だと思われます。 
お願い☆一発変換キャンペーン | Baidu Type - 文字入力システム - Beta版 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000232.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000233.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000228.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000229.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000230.jpg
http://ime.baidu.jp/type/onegai/


pasiks000231

 

pasiks000227

 

さて、そんな感じでインストールが完了するので、次はスクリーンショット機能を使ってみます

。

Baidu Type スクリーンショット機能を使ってみる。

個人的にはWINSHOTとか利用しているんですが、Baidu typeのスクリーンショット機能を使った
らメインになりそうなくらい 便利です。 

よかった点 
１．Baidu type メインだとソフト起動しなくてもいい 
２．画像加工しなくても、矢印とかをSS上に書き込みすることができる 

もっと追加してほしい点 
１．自動保存（ファイル名指定で） 
２．スクリーンショットのキーボードショートカット

３．範囲指定以外の保存機能 

っと個人的にはこんな感じです。一応IMEのおまけ程度な機能だと思われるので今後の機能拡充
でユーザー獲得してもらいたいですね。 

さて、そんなBaidu type を導入してテストするのめんどくせー ('A') っという人のためにスクリー

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000231.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000227.jpg


ンショット機能を動画で撮影してみました。 

IMEのモニターアイコンをクリックすればSSがスタートします。 

こんな感じ。SS機能だけ分離したソフトも人気が出そうな感じがしますね。 

pasiks000234

 
パレットもシンプルで使いやすい 
baidutype_2011-2-3_10-7-37

 

これが出来上がったSSですね。 
急遽クライアントに説明しなくてはいけない場合とか、画像加工が面倒なスクリーンショットな

どに重宝しそうです。 

Baidu の変換結果はいまいちですが、学習機能もついているので 
使っていくごとに自分のスタイルになっていくはずw 

導入してみてはいかがでしょうか。

正式版の記事はこちらからどーぞ

Baidu IME 正式版リリース！WEB制作に使えるSS機能などレビューを含み使ってみました。【動
画あり】:susi-paku website

http://eyevio.jp/movie/415035
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/pasiks000234.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/BaidoType_Beta-_93BB/baidutype_2011-2-3_10-7-37_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakubaido-ime-webss.html


ICQの代替えに、WEB上に履歴が残るソフト不要のAJAXリアルタイムチャッ
トXHTML live Chatの導入設定

chat

マルチで行うゲームの打ち合わせやリアル仕事のカンファレンスに重宝するAJAXリアルタイ
ムチャットXHTML live Chat をご紹介します。やり取りにおいてSKYPEやICQのチャット機能を
メインに利用していますが、どうしてもクライアントのソフトが必要になったり、環境によって

は動作しなかったりする為 ブラウザ上で機能してリアルタイムに更新され履歴も残してくれるシ
ンプルなチャットは便利ですね。

プチツイッターな感じです。(‘A’) 

詳細な導入の設定方法については下記からどうぞ

XHTML live chat based on the XMLHttpRequest Object
 

導入するのに必要なポイント

1. 非常にシンプルで直感的に操作できる 
2. 更新ボタンを押さずにリアルタイムに更新されていく 
3. クライアントソフト不要（FLASH不可） 
4. WEB上で履歴が保存されているので後日閲覧できる 
5. 導入が非常に楽 
6. 日本語が文字化けしない 

っという 6つの項目をクリアしている事が重要になります。 
特に履歴機能とインターフェイスにおいては使用頻度に繋がるので抑えておきたいところですね

。

まずは使ってみよう。

うちのサイトにテスト導入してますので利用してみます。 

http://chat.plasticshore.com/index.html
http://www.susi-paku.com/auau/


リアルタイムチャットのデモササイト 

pasiks000207

 
使い方は至ってシンプル your name の項目に名前を入れて 

pasiks000208

 
your message に発言したい項目を入力して submit で投稿できます。 
もちろん日本語対応ですね。('A') 

自分のサイトに導入してみよう 設定方法について

公式サイトからソフトをダウンロードします。 
ダウンロードについては下記からどうぞ、 
公式サイト kohlhofer/xhtmlchat - GitHub 
保管用 susi-paku 保管用ZIP 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64c5ae21de76_86B1/pasiks000207.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64c5ae21de76_86B1/pasiks000208.jpg
https://github.com/kohlhofer/xhtmlchat
http://www.susi-paku.com/auau/ajaxchat.zip


pasiks000209

 

上記ファイルが解凍されます。 
変更する箇所は db.php になりますのでファイルを開きます。 

pasiks000210

<? 
$server = "mySQL server"; 
$db = "database"; 
$user = "user"; 
$pass = "password"; 
?> 

READMEテキストにも書いてある通り、ここにmysqlのデータベースをセットしてくださいとの
こと。 

XHTMLChat required PHP and mySQL. Adjust db.php with you mySQL credentials. Then run
initBD.php. After this you should be able to chat away at index.html. 

pasiks000211

 

自分のサーバーにてデータベース(mysql)を追加します。 
そして、先ほど開いたdb.php の項目を書き換えます。 
<? 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64c5ae21de76_86B1/pasiks000209.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64c5ae21de76_86B1/pasiks000210.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64c5ae21de76_86B1/pasiks000211.jpg


$server = "localhost"; 
$db = "任意のデータベース名"; 
$user = "任意のユーザー名"; 
$pass = "任意のパスワード"; 
?> 

出来上がったら、このままFTPソフトでアップロードしちゃいましょう。 
パーミッションの変更などは行わなくても実行できるみたいです。 

pasiks000212

 

ユーザー限定にする場合、フォルダにBASIC認証をかけて利用することもできますから ちょっと
したユーザーサポートのページなんかにも使えそうですね。 

あとは別なソフトですけども カスタマイズもできる Lace というリアルタイムチャットもあり
ます。 

公式サイト：Lace 
設定方法：Lace :: ajax :サクサクチャット :: ウェブデザイナーの日記 

ちょっと応答速度が悪いのと、導入までに少しだけ内部をいじくる必要がありますが使い勝手は

非常にいいです。ユーザーオンライン情報も見れる機能もありますしね。 

pasiks000213

 
susi-paku のLaceデモサイト 

というわけで、ぜひ導入するときは活用してみてください。おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64c5ae21de76_86B1/pasiks000212.jpg
http://www.susi-paku.com/chat/index.php
http://blog.3ot.net/design/various-misc-idea/20060523103748.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/64c5ae21de76_86B1/pasiks000213.jpg
http://www.susi-paku.com/chat/index.php


HEY SHOES！スニーカーにデザインするチャリティ企画、鮮やかな上田風子さんの作
品が届きました。

uedahuko

昨年の末に新橋のガーディアン・ガーデンにて開催された HEY SHOES！の展示にて 上田風子さ
んのスニーカーを購入した susi-paku です。(‘A’) 先日、待ちに待った作品が郵送されてきました
のでレビューしてみます。

詳細については下記からどうぞ

この企画イベントは、1990年からはじまった毎年恒例のチャリティー企画展で、今回は１６０人
のクリエイターによる履くアートとなっております。 
収益金の全てがチャリティとして寄付されるようで、会場は入場無料にて作品を楽しむ事も目的

としているようです。 

R0015147

 

靴飛んでるｗ いい感じのデザインのフライヤーチラシですね。('A') 

http://rcc.recruit.co.jp/gg/index.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/HEY-SHOES_8698/R0015147.jpg


R0015153

 

沢山のクリエイターさんが参加されています。そのうちここに入りたいですね。('A') 

pasiks000205

 

上田風子さんの靴が届きました。展示されていた時に紹介されていたカードも添付されてい

ます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/HEY-SHOES_8698/R0015153.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/HEY-SHOES_8698/pasiks000205.jpg


R0015141

 

明らかに目立つと思いますｗ ('A') 

R0015143

 

つま先に サインが入ってます。うれしいですね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/HEY-SHOES_8698/R0015141.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/HEY-SHOES_8698/R0015143.jpg


R0015150

 

鮮やかな菊がデザインされております。ねらったような抽象的なデザインのスニーカーが多い中

、抜群に目立つ作品でしたー ('A')ノ カッコイイわぁ 

ちなみに2011.2.2 〜 2.13 まで 
文化村ギャラリーにて個展が開催されます！ 

Lucid-Dream

 

[ * F u c o U e d a * ] 

自分と年齢も近いので、影響をたっぷりうけますね。すごいなぁ ('A') 
おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/HEY-SHOES_8698/R0015150.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/HEY-SHOES_8698/Lucid-Dream_2.jpg
http://www.fucoueda.com/


CS-CART 購入価格ごとに手数料が変動する代金引換の設定方法についてまとめてみま
した。

csdaibikisan

ネットショップの決算方法の代表的な支払いは クレジットカード 銀行振り込み 代金引換取引 の
３分類になります。クレジットカードについては、大手ネットショップ以外での利用が極端に低

く（セキュリティの面や信用）導入するコストを考えると利にあっていない場合が多々なので、

最も利用が多い代金引換の設定と手数料についてまとめてみました。

2011年2月23日更新しました。
支払い方法のアドオン（代引きアドオン）が無料になりました。 
pasiks000299

アドオン :: 支払方法拡張設定 - CS-Cartマーケット - CS-Cart本体、アドオン、デザインテンプレ
ートなどの販売

2月25日手数料設定の導入記事を書きました。 
CS-CART 支払い方法拡張アドオンが無料に！代引き設定など価格に応じた手数料を設定してみ
ました。:susi-paku website

代引きの詳細設定とまとめは下記からどうぞ

代引きと手数料について

ご存知の方もいらっしゃいるとは存じますが、一応復習も兼ねて記載してみます。 
代引きとは 商品を発送する → 購入者は購入代金を運送会社に支払う というシステムです。初回
取引など先払いの銀行振り込みより利用者が多い決算方法です。 

ちなみに購入代金ごとに支払う手数料が異なります。 
ヤマトフィナンシャル代引き手数料 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/20461a9d12f1_1002B/pasiks000299.jpg
http://store.cs-cart.jp/advancedpayment.html
http://www.susi-paku.com/pakucs-cart-7.html
http://www.yamatofinancial.jp/service/co_3.html


pasiks000186

 

ヤマト宅急便では上記のように １万円未満は315円 １万円以上は420円という手数料が発生して
いるので、当然 CS-CARTで代引きを選択したユーザーから 相応な手数料を含んだ金額を請求し
なくてはならなくなります。 

CS-CARTでは代引き手数料が一律の価格しか設定できない（
デフォルト）

という仕様になっています。どういう意味かというと 
pasiks000188

 

支払い手数料 315円 （10000円未満だからいいけど） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/20461a9d12f1_1002B/pasiks000186.jpg
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pasiks000189

 

10000円超えても315円という請求になってしまうということです。 

pasiks000187

 

これは、支払い設定の画面にて 手数料という項目が購入金額ごとに条件されておらず、一律の設
定しか変更することができないからです。 

どうしよう。これじゃ代引きの設定ができない・・・

というわけで、何らかの方法で代引き設定を行う方法を模索してみました。 
1. 公式のアドオン（有料）を買って解決する方法 
2. 支払い方法に購入金額ごとの代引き手数料の項目を追加する方法 
3. 送料の項目は価格ごとの設定ができるので、それを代引きで利用する方法 
4. 代引きを【代引・荷造梱包費用】として 一律500円で請求する方法 
5. キャンペーンを利用して設定する方法 できるけど邪道すぎるので掲載不可 

がありますので、自分にあった解決方法で対応してみてください。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/20461a9d12f1_1002B/pasiks000189.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/20461a9d12f1_1002B/pasiks000187.jpg


1. 公式のアドオン（有料）を買って解決する方法 

2011年2月23日支払い方法のアドオン（代引きアドオン）が無料になりました。 
pasiks000299

 
アドオン :: 支払方法拡張設定 - CS-Cartマーケット - CS-Cart本体、アドオン、デザインテンプレ
ートなどの販売 

公式サイトにて購入代金ごとの決算手数料の設定ができるアドオンを販売してます。 

アドオン :: 支払方法拡張設定 - CS-Cartマーケット - CS-Cart本体、アドオン、デザインテンプレ
ートなどの販売 
一般設定 → アドオン →  支払方法拡張設定 の「編集」リンク をクリックすると、以下の項目を
オン・オフできます。 
・各支払方法の購入金額下限を設定 ： 購入金額が設定値を下回った場合は支払方法を選択不可に
します。 
・各支払方法の購入金額上限を設定 ： 購入金額が設定値を上回った場合は支払方法を選択不可に
します。 
・購入金額に応じた手数料の設定 ： 購入金額に応じて異なる手数料を設定します。 

上記のような、かゆいところに手が届くアドオンになっております。 

pasiks000203

 

費用は9800円になります。サーバープランの方は無料にて利用できるそうなので、アドオン使っ
ている人いたらSSください。('A') 代引き以外でも価格ごとの手数料設定ができるので、キャンペ
ーンでできなかった操作など 違った使い方もできるかもしれませんね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/20461a9d12f1_1002B/pasiks000299_1.jpg
http://store.cs-cart.jp/advancedpayment.html
http://store.cs-cart.jp/advancedpayment.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/20461a9d12f1_1002B/pasiks000203.jpg


2. 支払い方法に購入金額ごとの代引き手数料の項目を追加する方法 

ここから解説する使い方は邪道ですので、あまり参考にしないでくださいね。 

pasiks000191

 

一般設定 → 支払方法 にて、代引きの手数料項目を追加してみます。 

pasiks000192

 

こんな感じで代引き手数料を選択できるので、購入者側で手数料を選択する方法です。誤チェッ

クの可能性が非常に高いのと、自分がいくら購入しているのかチェックするのに別ウィンドウを

開かなくちゃいけないので、実用性はゼロです。ｗ 

3. 送料の項目は価格ごとの設定ができるので、それを代引きで利用する方法 

これは一律送料の場合、もしかしたらできる設定方法です。 
送料は価格ごとに設定することが出来る為 （下記参照） 

CS-CART 全国一律送料の設定方法と価格に応じて配送無料にする設定方法:susi-paku website 

それを代引き手数料として設定する方法です。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/20461a9d12f1_1002B/pasiks000191.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/20461a9d12f1_1002B/pasiks000192.jpg
http://www.susi-paku.com/pakucs-cart.html


pasiks000204

 

送料で、上記のように価格ごとの手数料を設定します。 

これだけでは送料が計算されないので、支払い方法の項目で 
送料の分（今回は全国一律1000円）を設定します。 

pasiks000194

 

こうすることにより 

pasiks000195

 

ご注文手続きには上記のように表示されます。 
代引き手数料の項目が420円と変化しましたね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/20461a9d12f1_1002B/pasiks000204.jpg
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pasiks000196

 

デメリットとしては、手数料（本来なら送料が1000円） 送料の部分（本来なら代引き手数料）が
逆に表示されてしまう点ですね。 

しかし、気にしなければ 意外と利用できそうですね。 

4. 代引きを【代引・荷造梱包費用】として 一律500円で請求する方法 

これが一番実用性ある方法です。ほぼあきらめて、代引き手数料という名称を変えて請求する。 

pasiks000198

 

機械商社など、通常送料の別に荷造梱包費用などが別途発生していることから代引・荷造梱包費

用の手数料として一律で500円にする方法です。 

確かに、梱包する手間や梱包費用などにはコストが発生しますから、名称を変えて請求するとい

うのはいかがでしょうか。 

デメリットとしては、一律費用にする分、請求する金額を超過する手数料の場合、差額が管理者

側で負担になるという点です。（そこまでの購入金額になれば利益でカバーできるでしょ

うが・・・） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/20461a9d12f1_1002B/pasiks000196.jpg
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っとCS-CARTについての代引き設定でございました。 
是非、参考にしていただければ幸いです。('A')



CS-CART　決済時のインターフェイス変更と小計時の消費税外税計算の設定方法につ
いて

csinta-

商品を購入するユーザーに対して、直感的にわかりやすく説明し そして簡潔に入力させることが
最も大事な事だと考えている susi-paku です。(‘A’)できるだけ amazonに近づけるインターフェイ
スを心がけているわけですね。

さて、そんなご注文手続き（ユーザーの決済画面）での、インターフェイスの設定と商品の外

税（デフォルトでは内税）について書いてみました。

各種設定や詳細については下記からどうぞ

今回、出来上がる画面はこんな感じです。 

pasiks000201

 

ご注文手続きについての画面（インターフェイスの変更

ユーザーが決済する画面は非常に重要になってきます。 
CS-CARTのデフォルトの設定では１画面で決済するインターフェイスとなっています。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/231e4864016f_F69B/pasiks000201.jpg


pasiks000175

 

この１ページ決済は、タグ形式になっていて1.2.3.4 というアコーディオンメニューから順を追っ
て入力することができます。素晴らしく使いやすく 今風でいいんですが。年齢の高い人に使わせ
たところ 超不評でした。若い人からも amazon 風にできないか？っと言われましたので、このイ
ンターフェイスを変更してみます。 

管理画面の 一般設定 → 基本設定 の項目に 

pasiks000176

 

１ページチェックアウトという項目があり、デフォルトの場合 ここにチェックが入っています。
このチェックをはずすことにより amazon 風なインターフェイスになります。 

pasiks000177

 

こんな感じですね。自分がどこを入力しているのか一目で確認できますね。('A') 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/231e4864016f_F69B/pasiks000175.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/231e4864016f_F69B/pasiks000176.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/231e4864016f_F69B/pasiks000177.jpg


pasiks000178

pasiks000180

pasiks000181

 

来る大増税に備えて外税表示をさせる。

これは個人的なお話ですけども、内税表示とかが流行った時期に以前は1000円+外税だったのが
、ゴロが悪くなるという事で、1000円（内税＠5％）という表記になり実質5％の値引きをさせら
れた業者が多々あったという事を耳にしました。消費税増税があった場合を考えると外税に越し

たことはないというわけで、外税での決済の仕方を説明します。 

設定する箇所は2つです。 
配送方法/税金 → 税金 のタグから 消費税を選択して、内税のチェックをはずして有効にしてくだ
さい。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/231e4864016f_F69B/pasiks000178.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/231e4864016f_F69B/pasiks000180.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/231e4864016f_F69B/pasiks000181.jpg


pasiks000182

 

pasiks000183

 

次は、各商品の項目で税金の部分をチェックしてください。 
（デフォルトの場合チェックがはずれています） 

pasiks000184

 

以上の項目を設定することにより、小計時に消費税が表示されます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/231e4864016f_F69B/pasiks000182.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/231e4864016f_F69B/pasiks000183.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/231e4864016f_F69B/pasiks000184.jpg


（商品登録が多数あった場合、一括でチェック入れるといいですね） 

pasiks000185

 

っとまぁ、こんな感じです。 
決済画面が使いづらいと 入力するの面倒 → 他のサイト探す 
という感じになりがちですから重要です。 

次は代金引換の手数料について書いてみたいとおもいます。 
おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/231e4864016f_F69B/pasiks000185.jpg


WEB制作やプレゼンなどに使える簡単作成でクールなボタンジェネレーター

as-botan

当サイトでも使われているボタン枠について、どのように作成しているか聞かれたので紹介し

ます。基本的にはイラレで作成するんですが、横幅や縦幅、カラーなどの選定をするときなど、

As Button Generator を利用すると非常に便利です。

詳しい詳細や使い勝手については下記からどうぞ

As Button Generator

ボタンのサイズやカラーをリアルタイムに確認しながら作成することができます。 
pasiks000165

 

WEB制作の際に、そのサイトデザインに合った 幅とかカラーを一発で作成できるため楽に選定で
きますね。 

http://jirox.net/AsButtonGen/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d205c9c3bdab_83D7/pasiks000165.jpg


pasiks000166

イラレで行うスクリーン処理も 簡単に行えますね。立体に見えますね。 

pasiks000167

 

ストライプ設定もできるので、上記のグラデーション処理以外の表現として活用するのもいいで

すね。 

pasiks000168

 

※ テキストフィルターはうまく動作してくれなかった・・・ orz 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d205c9c3bdab_83D7/pasiks000166.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d205c9c3bdab_83D7/pasiks000167.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d205c9c3bdab_83D7/pasiks000168.jpg


とりあえず、ここまでできたら、保存してみます。 

pasiks000171

 
pasiks000169

 

透過PNG形式で保存されるので。加工するときに便利です。 

assyyuku

 

こんな感じでボタン枠さえできていれば、楽に加工できます。

是非、活用してみてください。 おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d205c9c3bdab_83D7/pasiks000171.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d205c9c3bdab_83D7/pasiks000169.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/d205c9c3bdab_83D7/assyyuku_2.png


ペーパーレスと紙媒体の衰退か、タウンマーケットが2008年から開始した宅配チラ
シサービスを終了

townmarket

引っ越しをしたついでに、リクルートから提供されている地域宅配チラシサービスを申し込ん

だら、先日サービス終了の通知があってビックリしたsusi-paku です。(‘A’)
仕事でＤＴＰもやっている関係、なんかペーパーレス時代の波をもろに受けたのかなぁっと感じ

るわけです。

宅配サービス終了については下記からどうぞ、

Town Marketは街の広告・チラシの情報サイトです-

pakisu000158

新聞読まない人に地域のチラシを配ってみるサービス

着目したところはこんな点でしょうか。 

定期的に無料で地域限定の広告チラシが自宅に郵送されるので、インターネット世代や新聞もテ

レビもない人には一見すごい便利なサービスだと感じるわけです。

どうしてこうなった。

さて、2008年3月からスタートしたサービスは急きょ2011年2月25号を持って終了と告知。 

http://townmarket.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e530a805cb72_D64F/pakisu000158_2.jpg


IMG

 
【実際に届いた通知書】 

サイトでも告知されています。 
リクルートからのお知らせ | タウンマーケット・宅配サービス終了のお知らせ － RECRUIT
広告収入の減少、伴う印刷コストと郵送コストによる赤字が主な理由でしょうか。 

ユーザーが増えれば増えるだけ、印刷コストも郵送コストもあがるので、相乗するように広告収

入が増えなければいけないわけです。 

新聞のニュースや情報はネットや携帯で入手できるので、地域情報に特化したサービス提供とい

うのは素晴らしいんですが、 知人から聞くには 

パチンコ系の広告が目立ち、ちょっと離れた場所のスーパーマーケットのチラシ広告などが多く

入るようになり、タウンマーケットが届いても利用しないでゴミ箱ぽい という事を言ってま
した。 

新聞を取っている人も同様の回答が多く 
やはり日刊で届く紙媒体を超える事は難しかったのかと感じます。 

65万人の利用ユーザーを持ってもつぶれるサービス

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e530a805cb72_D64F/IMG_2.jpg
http://www.recruit.jp/info/info20110117
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【登録したらamazon のギフトカードもらえた当選メール】 

本メールは「会員６５万人突破記念新規入会キャンペーン！」期間中に 
TownMarket宅配サービスに新規登録された方にお送りしております。
この度は「会員６５万人突破記念新規入会キャンペーン！」 にて新規ご登録いただき、まことに
ありがとうございます。 厳正なる抽選の結果、「Amazon(R)ギフト券」にご当選されました。 

---------------------------------------------

という当選のメールを昨年の12月にもらい、事業も順調かと思いきや、大コケしたのかの詳細は
わからないけれど、その3か月後にサービス終了ですから、ユーザーを獲得しても相応に収益を向
上することはできなかったですね。 

着目点は良かったけれど、

広告を払える企業がなければ運営できないわけで、ユーザーへ郵送することもままならなくなり

ます。 

新聞は広告が無くても単体の新聞として機能するので、メーンとなるボリュームがなくなり、ユ

ーザー離れと広告出しませんか？の営業がいつの間にかユーザーはおいてけぼりの媒体になって

しまったように感じます。 

もっとマクロに、地元のお肉屋くらいまで視野を広げ、名の通りタウン（町）のマーケット（商

店街）として広く告知される事が地域活性化にも繋がるのではないか、相乗して利用者をＵＰさ

せるんじゃないかと感じたわけです。 

また、ＧＩＧＡＺＩＮＥの未来への暴言に書かれていた パトロンモデルというのはこういう分野
こそ確立するのではないかとも思います。 

リクルートが上場していれば四季報とか見れたのに。。っと残念がるんですが、今後はＷＥＢ上

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e530a805cb72_D64F/pakisu000159_2.jpg


リクルートが上場していれば四季報とか見れたのに。。っと残念がるんですが、今後はＷＥＢ上

のみで情報発信サイトを継続していくそうです。 

次なる発展を願います。('A')おしまい。



CS-CART サブカテゴリー内の商品を一覧表示する際、競合してソートされる問題を解
決する方法

cs-cartsub

CS-CARTでは、カテゴリごとにそのカテゴリに含まれている商品を一覧で表示してくれる機能が
ついております。それは階層ごとに表示されるわけで、大カテゴリになればなるほど商品数が多

く表示されるようになります。

通常の商品登録の方法を行うと、このカテゴリごとの商品表示がうまくポジションしないので参

考程度に解決する方法を書いてみました。

詳細とポジション設定については下記からどうぞ

まずは、解決前と解決後の画像を見てください。 

【解決前】 
pasiks000143

 

【解決後】 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ffee210ef5_89DF/pasiks000143.jpg


pasiks000145

 

何が違うかというと、ソート順（デフォルト）設定での表示順がカテゴリごとにまとめられてい

るのか、それとも混合しているのかという点です。 

デフォルトでは商品のポジションが重要になってきます。

それではカテゴリの仕組みと商品登録について説明します。

pasiks000137 pasiks000136

 

まずは、カテゴリの説明をします。susi-paku という大カテゴリの中にはゲーム関連と画像関連と
いうサブカテゴリが存在します。 

ゲーム関連をクリックすれば、ゲーム関連の商品一覧が表示され 
画像関連をクリックすれば、画像関連の商品一覧が表示されるわけです。 

では、susi-paku のカテゴリをクリックした場合、この二つのカテゴリに登録している商品を一覧
で表示させる設定を可能にした場合どうなるのでしょう。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ffee210ef5_89DF/pasiks000145.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ffee210ef5_89DF/pasiks000137.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ffee210ef5_89DF/pasiks000136.jpg


pasiks000139

 

ちなみに、その設定方法は表示 一般設定 → 基本設定 → サブカテゴリー内の商品を表示 のチェッ
クボックスをONにすることで有効にできます。 

それでは、まずは通常通り商品の登録を行います。 
ゲーム関連 のカテゴリからやってみましょう。（通常なら） 
pasiks000141

 

画像関連 のカテゴリも追加してみます。 
pasiks000142

 

こうなるわけです。当然カテゴリごとにポジションを設定しているので、若い番号から付与して

いく感じになるわけですが 実はこの状態で大カテゴリを開くと。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ffee210ef5_89DF/pasiks000139.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ffee210ef5_89DF/pasiks000141.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ffee210ef5_89DF/pasiks000142.jpg


pasiks000143

 

デフォルト設定（ポジション別）では、ゲーム関連カテゴリと画像関連カテゴリのポジションが

干渉してしまう現象になってしまい。うまく表示させることが出来ないんですね。 

解決する方法はいたって簡単。 
pasiks000144

 

画像関連カテゴリをゲームカテゴリで付与したポジションよりも古い番号を連番すれば解決して

くれます。10-40がゲーム、50-90が画像 っていう感じですね。 

pasiks000140

 

んで、実はこれ 商品の画面（管理者画面）でもポジションごとにソート（デフォルト）した画面

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ffee210ef5_89DF/pasiks000143_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ffee210ef5_89DF/pasiks000144.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/14ffee210ef5_89DF/pasiks000140.jpg


で表示されるので、管理する方もすごく便利なのです。('A') 

是非、サブカテゴリーを追加するときは大カテゴリーを念頭にポジション付をしてみてくだ

さい。 

おしまい。



ヤスオク閉鎖！サクラやボット、出会い系よりも悪質なペニーオークションを注意喚
起も含めて書いてみた。

penioku

ペニーオークションサイトの老舗、激安オークション”通称ヤスオク”でＢＯＴ騒ぎが発生する →
「激安オク」は、2011年2月28日をもってサービス提供を終了 という閉鎖騒動もありまして、前
々から書きたかったペニオクについて、注意喚起も含めて自分なりにまとめてみました。(‘A’)
【4/1追記しました】
とうとう、消費社長がペニーオークションに行政指導です！

消費者庁がペニーオークション運営業者に「最大99％OFF」などの表記を改善するよう措置命令 -
GIGAZINE
ペニオク騒動と似たユーザー名大杉の詳細は下記から

出会い系より儲かるだろこれ・・・

ペニオクってどんなの？ 
ヤスオクの入札を動画で撮影してみました。 

入札すればどんどん儲かっちゃってしょうがないオークション仕様です。 

詳しくはホームページを作る人のネタ帳さんが特集してます。3分でわかるペニーオークションで
の稼ぎ方*ホームページを作る人のネタ帳 

１０年くらい前に出会い系サイトの仕事をしたことがあるけれど、人間の欲というスキマを突い

たシステムとしてはペニオクと似たようなもん（女の子と会話したければ1会話ごと100円とか課
金される、対象は性別（主に男性＠中年）ペニオクは合法（ギリギリ）でかつ全年齢性別対象だ

からすごい売り上げがあがろうだろうなぁっと思うわけです。('A') 

http://gigazine.net/news/20110401_penny_auction/
http://eyevio.jp/movie/413640
http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-839.html


ペニオクのＢＯＴとサクラ

まず、今回書いた記事に注釈として言っておきます。すべてのペニオクサイトを対象として書い

てません、むしろ、一握りくらい良心的に赤字覚悟で運営している所を期待してたりします。ｗ 

というのを前提にお話しします。 

先日、ＢＯＴ騒ぎ → ヤスオク急きょ閉鎖 の記事が書かれたまとめサイトを紹介します。 
まとめたニュース:【暴走bot】ペニーオークションで定価3750円の商品が60705円！！ 

pakisu000129

 

このように、3750円の商品（この商品はＦＲＥＥ入札なので入札ごとに課金はされないが最後に
落札した金額を支払わなくてはならないオークションタイプ）に、60705円というとんでもない
金額で入札した履歴です。 

ちなみに、このオークションの履歴が残っていたのでここから 

新感覚オークション 激安オク 格安でiPod TouchやDSiを落札しよう！ 

http://blog.livedoor.jp/booq/archives/1383631.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000129_2.jpg
http://www.yasuoku.jp/auction/list_bids_history?aid=48271&page=1


pakisu000147 pakisu000146

 

あからさまな システム（運営者側の入札） 
これはひどすぎますね。 

pakisu000134

 

この抱きとめるスフィンクスさん（たぶんＢＯＴ）を 
サイト内検索して、以前にどのような商品を購入していたかたどってみました。ｗ('A') 

抱きとめるスフィンクスの購入履歴 

検索エンジンのキャッシュを削除される前に調べてみましょう。 

pakisu000149

 

抱きとめるスフィンクスさんの入札した他の商品にも問題が発生して中止になってます。どんだ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000147_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000146_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000134_2.jpg
http://www.google.com/search?hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS&q=site%3Awww.yasuoku.jp+%95%F8%82%AB%82%C6%82%DF%82%E9%83X%83t%83B%83%93%83N%83X&aq=f&aqi=&aql=&oq=
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000149_2.jpg


け暴走してんだｗ

似たようなユーザー名大杉

あまりにも似たようなユーザー名が多すぎ、ランダムな形容詞＋名詞 という具合が多数な為、こ
の法則以外のユーザー名がほとんど見当たらないわけです。 

pakisu000141 pakisu000140

 

pakisu000142

 

どんだけ地名人が多いんだ ('A') 
という具合です。 

んでね。 

pakisu000137
pakisu000136

 

あまりにも大和魂という名前が多いので、これまたサイト内検索を行ってみたらですね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000141_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000140_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000142_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000137_4.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000136_4.jpg
http://www.google.com/search?hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS&q=site%3Awww.yasuoku.jp+%91%E5%98a%8D%B0&aq=f&aqi=&aql=&oq=


大和魂の一覧 

pakisu000150 pakisu000153

 

暴走したり、ご機嫌だったり、どんだけ大和魂ユーザーいるんだこのサイトは・・・('A') 

ってか 末期だったのかもね。ヤスオク・・・

よくわからないけど まとめ
とにかくね、出会い系サイトやっている時に感じたグレーなにおいと同じにおいがしますな。ペ

ニオクは・・・ 

無料ポイントだけやろーぜ ヒャッハー ('A') → 名簿売られる → チェーンメール多々 

そんなところでしょうか・・・・ 
ペニオクやるならヤフオクやってた方が よっぽどましですな。ｗ 

無知な芸能人とかも営利目的で利用されているらしいし 
アメブロの芸能人が不自然にペニオクで落札している件:ハムスター速報 

ＧＥＯやらＤＭＭやらも手を出す始末ですからねぇ・・・ 
早いとこ 規制対処しないと大変なことに もうなってるか・・ｗ 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000150_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000153_2.jpg
http://hamusoku.com/archives/4024619.html


pakisu000152

 

ＭＭＯのＢＯＴツール（ゴーストリプレイ）などで有名な所からはペニオクツールも販売してい

るし 

ペニーオークション攻略・落札ソフト 激安オク、GEOオク、凄オク、サルオク、みんオクなどす
べてのペニオクに対応 | ロボスナイプ 

なんだかよくわかりません。ｗ 

ペニーオークションシステムの開発販売 イーユーオンライン 

ペニオクソフトを販売している会社ですね。 

「ペニーオークション」の検索結果 - Yahoo!オークション 

ヤフオクでもシステムを販売しているみたいですね。 
とにかくこれ以上の被害者が出ないことを祈ります。 
  
おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c7896e3e262_13A83/pakisu000152_2.jpg
http://www.internal.co.jp/products/util/robosnipe/about/
http://www.euo.co.jp/penny_auction/
http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%DA%A5%CB%A1%BC%A5%AA%A1%BC%A5%AF%A5%B7%A5%E7%A5%F3&auccat=0&tab_ex=commerce&ei=euc-jp


可愛いキャラクターが難しい漢字をいい感じに教えてくれる「あ〜いい漢字」を導入
してみました。

iikanji

ペーパーレス時代とＰＣの普及に伴い、変換ボタン一発で目的の漢字が表示される時代なわけで

して 当たり前の文字が書けなくなっていると危惧する susi-paku (‘A’) 日本の学力低下に歯止めを
かけることを目的としたブログパーツ「あーいい漢字」を導入してみました。キャラクターが可

愛いですね。

レビューと使い方は下記からどうぞ、

あ〜いい漢字 - 難読漢字ブログパーツ
pasiks000127

 

こんなキャラクターが 難しい漢字を 一日１０問教えてくれます。 
うちのサイトの右側に追加してみたので暇があったら是非トライしてください。 

http://www.i-kanji.com/blogparts/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9cdb4cbbacee_8E74/pasiks000127.jpg


pasiks000126

 

問題はこんな感じですね。 
答えを入力する項目などはないので、脳内で回答してください。 

pasiks000128

 

問題ごと 「 あーいい漢字 」 と踊ってくれます。ｗ 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9cdb4cbbacee_8E74/pasiks000126.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9cdb4cbbacee_8E74/pasiks000128.jpg


pasiks000129

 

一日１０問までなので、後日楽しみましょう。 
個人的には１０問中３〜４問わかったら上出来かなっと思ってますｗ 
どこかで見たような漢字が多いので、「あああ・・」必至です。 

ai-Line.co.jp - あ〜いい漢字 過去問検索 

過去問題のページもあります。 

pasiks000130

 

ランダムでカテゴリごとに表示されます。こちらはこちらで楽しめますね。 
（夜は若干重たいようです。） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9cdb4cbbacee_8E74/pasiks000129.jpg
http://www.i-kanji.com/blogparts/search.php
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9cdb4cbbacee_8E74/pasiks000130.jpg


というわけで、全問正解にトライしてみてくださいね。 
おしまい



海外でも話題なマクドナルドのＣＭ「しゃべったぁああ」狂喜乱舞な子供たちが反応
するスポンジボブを買ってみた

syabetta

久々に声出してわらった、マクドナルドのハッピーセット＠スポンジボブＣＭ「しゃべったぁあ

あああ」で影響を受けまして買ってしまった susi-paku です。(‘A’) シンプソンズのような狂喜乱
舞をした子供たちを日本で見ることができ、感動すら覚えているわけです。

というわけで、先日マック（マクド）に大人買いしてきたので

詳細をレビューしてみます。以下からどうぞ

ハッピーセット CM スポンジ・ボブ 「ハチャメチャびっくり」篇

まずは、話題になっている動画。 

pasiks000119

 
青い子目飛び出してるよ。ｗ 

pasiks000120

 
やべぇ、ガクガクしてる。ｗ 

http://www.youtube.com/watch?v=ytHUb9U6i7I&feature=player_embedded
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386a930f2a41_9C55/pasiks000119.jpg
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pasiks000121

 
スイッチはいっちゃてるなぁ。ｗ 

pasiks000122

 
お母さん（スタッフ？）もニッコリ なんか怖いなｗ 

という構成でございまして、すぐに欲しくなったので 
近場のマックに行ってみました。('A') 

L8520254

 

絶賛販売中のスポンジボブさん。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386a930f2a41_9C55/pasiks000121.jpg
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L8520257

 

というわけ、全種類買おうと思って注文したら 
すでにコップＶＥＲだけが売り切れでした。('A')まじで。。 

店長さんから話を聞いたら、大人気だそうで 
「この商品ってそんなに人気があるんですか？」って聞かれましたｗ 
久々にハッピーセットで売り切れ→代替えになる売れ行きだそうです。 
週末には多分全部なくなっている可能性が高いそうなので 
転売坊の人は今がチャンスです。 

IMG_0322

 

なので、通常バージョンとストローを購入してみました。 

IMG_0326

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386a930f2a41_9C55/L8520257.jpg
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あら、カワイイ。 

デジタル一眼レフ（ＥＯＳ7Ｄ）を買ったので、録画してみました。('A') 
「しゃべったあああああああああああああああああ」 

IMG_0331

 

ストローはこんなん。ちょっと不気味な笑みですな。 

IMG_0337

 

ＡＦ機能すごいな。というわけで、こんな感じ。 
意外と大きいので子供のおもちゃにはちょうどいいですね。（口に含んでも） 

おしまい

http://eyevio.jp/movie/413418
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386a930f2a41_9C55/IMG_0331.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/386a930f2a41_9C55/IMG_0337.jpg


自作パソコンの電源管理や見直しなど、自分のＰＣがどのくらいの電力を消費してい
るのか皮算できるサイト

denki

自作でパソコンを作る時に、一番に考えることって消費電力よりも音（db）派なsusi-paku です。
音がうるさいとパソコンやる気が起きないのが大事なことで、次にメーカー品ではあまり気にし

ないであろう電力を考えます。低電力のＣＰＵとか負荷率で可変する電源とか、自分で作ると意

外に「このくらい大きな容量（700Ｗ）と80認定のブロンズ以上ならいいだべ(‘A’)」っという勘定
で購入しがちなわけですが、実はどのくらいの電力が必要で、どの程度使われているのかという

のは大事なことだったりします。

そんな、電源管理をＰＣパーツに詳しくない人でも皮算できるサイトをご紹介。

使い勝手などレビューした詳細は下記からどうぞ

電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。

pasiks000112

 

サイトを開くと、パソコンの構成を選択する画面が表示されます。 
パソコンに詳しくない人は ('A')＜ワカンネ・・・ 
という感じになってしまうと思われるので 一応使い方わかるかなー？っという 
ヘルプを読んでみましょう。 
とりあえず、計算機の説明。 

http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0e2cf7fab6a4_8552/pasiks000112.jpg
http://www.cost-simulator.com/eco/guide/eco3_help1.html#vga


すごくわかりやすく書かれています。しかし説明書とか読まずに封印される人がほとんどだと思

いますので、まずは使ってみましょう。 
それでもすごくわかりやすいです。 

pasiks000113

 

マザーボードの選択画面。ｗ 
正直いい加減にして欲しいM/Bとかｗ 

pasiks000114

 

普通のＤＶＤとか、そんな緩い感じで暫定の電力も調べられます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0e2cf7fab6a4_8552/pasiks000113.jpg
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pasiks000115

 

とりあえず 自分のＰＣを測定してみた結果、ピーク時360Ｗでした。 
電源容量大きすぎるの買いすぎたなぁっとおもうわけです。 

電源を選ぶところは結構な種類が登録されています。 
自分で電源を手動入力する項目もあります。（一番下） 

pasiks000116

 

一番最後には年間でどのくらい費用がかかっているか算出してくれます。 

pasiks000117

 

サーバー機が３台+メインＰＣ２台だと、相当電気食うんだな・・・('A') 
っと反省することが可能となってます。節約って大事なんだね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0e2cf7fab6a4_8552/pasiks000115.jpg
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他にも待機電力計算とかもあります。 
年間電気代 ☆ 計算機。 

うんうん、良くできているサイトですね。 
時間がある時にでも見直ししてはいかがでしょうか。 ('A')

http://www.cost-simulator.com/eco/eco.html


【体験談】胃の痛みにより何もできない状態で薬投与と食事制限がはじまる悪夢な胃
潰瘍について書いてみた

ikaiyo-

胃の痛みで何もできなくなるくらい我慢していたら 十二指腸が千切れかかっていたというくらい
酷い潰瘍を患った経験があるsusi-paku です。随分気を付けていたのですが、先日あまりの胃の痛
みで処方箋をもらいまして戒めの為にもブログに体験談として胃のお薬とか聞いた話などの体験

したことを書いてみます。

ちなみに胃潰瘍で体重は約１か月で２３キロ痩せました。(‘A’)（※ あの時はご迷惑をおかけしま
した）

胃潰瘍の体験談とかお薬の話とかは下記からどうぞ

胃の痛みがひどい→病院→即入院

image

 

胃が痛いのですぐに治ると思っていた。 

薬を飲めば大丈夫だろう（サクロンとかキャベジン） 

１週間以上まったく治らない むしろ症状が悪化していく嘔吐がひどい 

病院で診察＆胃カメラ 

緊急入院 



という、まさにカユウマ状態です。詳細を説明していくと、胃の薬にも色々あるそうで、胃酸を

抑えたり、消化を助けたり、とかなので自分の症状にあった胃薬じゃないと余計に悪化するそう

でございます。 

まず原因がそれと、自分の場合は不規則な就寝時間に加えてアホみたいに仕事をしていたことが

原因だと思われます。過食嘔吐気味だったし。 

というような感じで、「健康ですよ」っと自分では思っていたのですがいきなり毎日ボディー

ブロー状態です。 
もう、立てないです ('A') 

しかもきっついのが、お腹は空くんですね。ぐーぐー 
食べる→胃が痛い吐く→でも食べる→もっと痛い吐く→水飲む→血も吐く 

という感じです。入院前日にラーメン食べた日は一睡もできませんでした。バカの極めですね。 

んで入院するわけです。 

胃カメラのきつさ・・・・

image

 

自分が入院した病院は胃腸を専門とする、結構有名な病院でございまして 胃カメラ飲んで最初に
言われた言葉は 「今日から入院ね」 だったわけです。 

「仕事があるんでちょっと厳しいです」 
っと誰もがこの言葉を発するのが日本人なわけですが、「そんな事より自分の健康考えろよバ

カが」っと言わんばかりに説教されまして入院 泣けてきますな。 

入院する前にも行う胃カメラですが、自分は全部のパターンを体験したので 今から胃潰瘍で入院
される人、胃が痛いけど胃カメラは注射より嫌な人参考にしてください。 

http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%8B%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%BE


麻酔なしで管を口から入れる方法 
・ 昔、お酒を飲む商売していた時に吐く癖をつけたから、大丈夫だと思って「これでお願いし
ます」っと見栄で頼んだら、異物がどんどん入っていく気持ち悪さと吐き気の連発、よだれだら

だら・・・ 思い出すだけで吐き気します。まじでやめたほうがいいです。そのかわり注射はない
です。 

麻酔ありで管を口から入れる方法 
・ 麻酔なしでやったのがトラウマになりつつあるので麻酔ありでやりました。「はーい、ゆっく
り意識がなくなっていきますよ」 目覚めたら終わってました。 ('A') 
これが一番いいです。でも、麻酔の注射します。 

入院が終わってしばらくしたので鼻から胃カメラ 
・ 緊急性とか症状がひどい場合は口から胃カメラらしいので鼻からの胃カメラはあまりやらない
らしいです。 
んで、鼻からやってもらったんですがくすぐったくくしゃみ出そうになります。だけども 口から
よりはかなり楽に会話もできました。それでも異物感は結構あるので麻酔してもらったほうがい

いですね。('A') 

っと以上でした。数年に一回は内視鏡検査はした方がいいらしいような事言ってたので、健康気

にしている人は是非ｗ。 

入院生活と、きっつい食事制限

image

 

交通事故で入院した時は外科だったので、夕飯にお寿司とか出たんですが、今回は内科でしかも

胃の患いで入院という事もあり素晴らしいダイエット食でした。('A') 

１０分粥にまったく味のしないスープのみが続きます。 

これがまじでつらく。 



マック食べたい。吉野家行きたくなります。 
もちろん、腕には点滴ポタポタ・・・ 

数日後、７分粥にちょっとだけ野菜が入ったスープになります。 

こんな感じで入院中はお粥のみの食生活が強いられます。ちなみに、なにもすることが無くて見

知らぬ天井を見るだけになります、、 

image

 
【入院中に書いたメモ】 

あまりの暇ぷりに 「コンビニへ漫画買に行ってもいいですか？」っと聞いたら 「いいですよ」っ
と看護婦さんと一緒にセブンイレブンへデートさせてもらいました。('A') 

何やら、コンビニへ行く８割ぐらいの患者は我慢できなくて食べ物を買うらしいです。まったく

信用されていないんだなっと実感します。('A') 

退院とその後の療養

image

 

脂っこい物、消化が悪い物、夜更かし、仕事のしすぎ（ストレス）を考えて生活するように言わ

れ退院できます。 
しばらく通院と薬の投与（自分の場合＋ピロリ菌除去）までやったので半年近くは通院しました

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0f3722bfb6dc_E244/image_11.png


。('A') 

まず、８時以降はご飯を食べない、仕事以外の時間を作くるようにする。メリハリを作り 常に楽
しく生きる。という事を頭の片隅に入れながら生活していたら。約１か月で２３キロ痩せまして

、もちろん、胃もすっかりよくなりました。 

退院してから、ひたすら食べたのは素麺（そうめん）ですね。特に揖保の糸ばかり食べてま

した。

Exif_JPEG_PICTURE                                              

 
【当時食べた揖保の糸 最高級品  三神 5000円くらいｗ】 

あとは、野菜スープ、豆腐のループでしたね。 
素麺と夜８時から食べないコンボ これはまじで痩せます。ちょっと重いなぁっと思ったらこれで
すね。 

経口補水液　オーエスワン（OS-1）　500ml×24本
あとは、退院後にもらったのはオーエスワンですね。 
体に吸収されやすく、ポカリスウェットの上位品と考えていい飲み物らしいです。これも１か月

くらい飲んでましたね。（高いけど） 

ガスター10買うなら、処方してあげるから

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0f3722bfb6dc_E244/R0011170.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002UVM8KW/cagylogic-22/ref=nosim
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今回処方してもらった薬にはH2ブロッカーというどこかで聞いたことがある薬を処方してもらっ
ています。 

シメチジン錠200mg「TCK」 

っていう薬らしいのですが、市販品だとガスター10と同じ薬だそうです。（詳しくは薬剤師の人
に聞いてください） 

担当の医師の人いわくですね。６錠で数千円なんてぼったくりすぎて、調子が悪かったら処方し

てあげるから病院来なさいっと言ってました。 

ちなみにですね。調べてみたら 

シメチジン錠 200mg「TCK」 
200mg1錠 5.60円
ブランド商法というのは素晴らしいですね。('A') 
他にはマックメットとかも処方されました。

胃潰瘍を経験して

足を骨折した時は、歩けるって素晴らしいと思ったけれど 
胃潰瘍になって、健康体って素晴らしいと感じました。 

胃のつらさは尋常じゃないので、常に用心しておくのが大切ですね。



魚介系の濃厚極太めんで有名なあびすけで特大からあげと大盛無料なつけめんを食べ
てきました。

abisuke

特濃な魚介風味で有名なつけめん専門点あびすけが横浜の東山田に店舗が出来て駐車場が完備さ

れたそうなので、バイクで食べに行ってきました。

お味のレビューとか詳細は下記からどうぞ

つけめんあびすけ

R0014619

 

大きく目立つ看板がどどーんとあります。 
とおりすがる車から これでもかと見えますね。 

大きな地図で見る 

場所はこちら 

http://abisuke.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cee420291326_8510/R0014619.jpg
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R0014618

 

店舗前は１２台の駐車スペースがあります。車でも食べにいけますね。('A')b 

R0014620

 

ご飯時は行列ができるくらい （あまり店舗内に入れてくれない）のでお外に椅子が用意されてい
ます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cee420291326_8510/R0014618.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cee420291326_8510/R0014620.jpg


R0014621

 

お店でお金を触るのは最初だけ。これだけメニューがあるとどれにするか悩むところです。 

R0014622

 

店舗内はすごいキレイです。店員さんがめっさ元気ですね。日吉店も元気だったので、これがあ

びすけのモットーなんでしょうね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cee420291326_8510/R0014621.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cee420291326_8510/R0014622.jpg


R0014623

 

というわけで特大からあげとつけめん+のり を注文しました。 

R0014625

 

これが、特大からあげ！でかいです。＠想像以上 
でも、骨付きなんだなぁーっとがっかり・・・ 
味については、大きいだけにって感じですかね。ちょっと脂っこいかなぁ、、 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cee420291326_8510/R0014623.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cee420291326_8510/R0014625.jpg


R0014630

 

という感じでつけめん登場 

R0014632

 

まさに濃厚ですね。魚介たっぷり 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cee420291326_8510/R0014630.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cee420291326_8510/R0014632.jpg
http://eyevio.jp/movie/412834


R0014635

 

美味しかたぁ。ご馳走様です。 

魚介系大好きな人はぜひ食べに来てみてくださいな。('A')b 
冷えた麺を注文すると コシがあって触感が最高です。 

おしまい。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cee420291326_8510/R0014635.jpg


CS-CART amazonでよく見る、個別商品のページにその品物に関連した商品を表示さ
せる方法

kannrensyouhin

今回は個別商品のページに関連商品一覧を表示させる設定をしてみます。デフォルトの設定だと

、タグやレビュー、説明等のみしか記載できないので この設定を行えばamazon風になります。
(‘A’)

詳細な設定方法は下記からどうぞ

まずは、完成形からお見せします。 

pasiks000089

 

こんな感じで、商品の下に 関連する商品一覧というのを追加する方法です。 
（商品はあくまでテスト用です 気にしないでください） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000089.jpg


pasiks000061

 

デフォルトの個別商品の詳細ページは上記のようになってますね。 
友達に知らせる・タグをアドオンで消すと 

pasiks000063

 

商品ページのみになります。殺風景ですね。（これはこれでいいらしいけども） 
商品説明くらいは掲載しましょう。 

pasiks000065

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000061.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000063.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000065.jpg


商品ページの説明文に上記のように説明文を記載してみました。 

pasiks000066

 

説明のタグが表示されましたね。（改行忘れてる、、、） 

pasiks000067

 

ちなみに susi-paku ('A') カテゴリというのを作ってみました。 
この商品達を関連商品として一覧表示させる設定を行います。 

pasiks000068

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000066.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000067.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000068.jpg


デザイン → ブロック → 商品 の追加を選択してください。 

pasiks000069

 

名前を関連する商品一覧 （タブ名になるね。） 
ブロック内コンテンツを商品に設定 （商品を一覧表示させるからね） 
表示内容は手動 （関連する商品を自分で選択するからね むしろ自動はないよ） 
グループ （表示させるグループ（ブロックみたいなもの）をどこにするか設定だね 
他にも センターやボトムもあります） 
表示形式 （一覧を表示させるデザインだね、沢山あるよ 種類の一覧については 
最後に紹介してます） 

pasiks000070

 

商品詳細ページタブに商品一覧の項目（ブロック）が追加されます。 

products 管理ページに移動してブロック内コンテンツを追加してください。 
0件割り当て済み  

とか書かれています。 
どういう意味かと言うと、このブロック（商品一覧）を表示させる商品を割り当ててください。

という意味です。 

全件割り当てを行うと全ての商品にこの一覧が表示されるわけです。 
今回は商品個別に割り当てを行いたいので、表示させたい商品を選択 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000069.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000070.jpg


pasiks000071

 

ブロックの項目を選択 

pasiks000072

 

先ほど作った関連する商品一覧という項目が追加されています。 
このページにおいて有効化のチェックボックスにチェックを入れると 
この商品に商品一覧が表示されるようになります。 

表示させる商品はブロック内アイテム数になります。 
pasiks000073

 

どの商品を一覧で表示させるかというページが表示されます。 
表示させたい商品をチェックします。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000071.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000072.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000073.jpg


pasiks000074

 

デザイン → 商品 の商品詳細ページタブに戻って 
先ほど0件の割り当てだった箇所が 1件として表示されます。 

pasiks000075

 

商品を見てみるとこのように表示されています。ＯＫですね。('A')b 

pasiks000076

 

この商品リストの表示形式も１５種類ありますので 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000074.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000075.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000076.jpg


全部紹介してみます。 

pasiks000108

 

表示形式：テキストリンク 
pasiks000078

 

表示形式：リンク付きサムネイル 

pasiks000080

 

表示形式：グリッド（横並び） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000108.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000078.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000080.jpg


pasiks000082

 

表示形式：マルチカラム（小） 

pasiks000085

 

表示形式：商品 

pasiks000087

 

表示形式：products2 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000082.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000085.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000087.jpg


pasiks000089

 

表示形式：Sidebox first item 

pasiks000090

 

表示形式：サムネイル小 

pasiks000092

 

表示形式：画像なし 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000089_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000090.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000092.jpg


pasiks000094

 

表示形式：スクローラー系 （商品が時間ごとに切り替わります。） 

pasiks000095

 

表示形式：Shor list 

pasiks000101

 

表示形式：商品グリッド 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000094.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000095.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000101.jpg


pasiks000103

 

表示形式：注目商品 

pasiks000105

 

という感じで表示形式一覧になります。 

この設定ですが、説明分のように一括管理ができないのが 
少々めんどくさいですね。HTMLブロックで全件表示くらいなら 
まだ楽に設定できますが、商品数20くらいになると 20回繰り返し 
同じ作業を行わなければならないのがちょっときついです。 

pasiks000106

 

上記商品にも同じように関連商品を追加する場合、同じ設定を 
施さないとならない。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000103.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000105.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_8659/pasiks000106.jpg


以上 おしまい



IO-DATAのテレキング（地デジ）mAgicTV Digitalがデュアルディスプレイ環境で起動
できない罠

chideji

2011年の7月にアナログ放送が終了するわけだし、2011年アジアカップが開催されていることな
ので ＰＣで地デジでも見ようとＴＶキャプチャーなるものを買ってみました。
しかし、ソフトの仕様のおかげでサッカー見れなかったので注意喚起も含めてレビューしてみ

ます。

デュアルディスプレイ（デジタル）の環境でmAgicTVを利用して地デジ見ようとしている人気を
付けてください

詳細は下記からどうぞ、

pakisu000114

 

買ったチューナーは 

テレキング（GV-MVP/FZ） | 特長 | PC用地デジ・ワンセグチューナー | IODATA アイ・オー・デ
ータ機器 

というチューナーでございまして、アンテナ付いているので持ち運びもできるし Ｂ－ＣＡＳカー
ドは赤色だからお買い得です。といううたい文句に釣られて購入してきました。 

http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080425/soumu.htm
http://www.the-afc.com/jp/tournaments/men-a-youth/afc-asian-cup
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gv-mvpfz/feature.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000114_2.jpg
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gv-mvpfz/feature.htm


pakisu000115

 

pakisu000117

 

早速ドライバとユーティリティソフトをインストールし、 
いざ、番組のスキャンをしたら突然に 
著作権保護エラーが発生しました。 
著作権保護(COPP/HDCP)に対応したモニタ、グラフィック環境が正しく接続されているかどうか
確認してください。 

とのエラーメッセージが出てくる('A') 

とりあえず、自分の環境を整理。 

pakisu000110

 

SAPPHIRE 日本語公式サイト - SAPPHIRE HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP
(Original Version) 

DVI-I 2基（HDCP対応） 
HDCP対応していないわけがない・・・ 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000115_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000117_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000110_2.jpg
http://www.sapphiretech.jp/products/hd-5700-pcie/sapphire-hd5770-1g-gddr5-pci-e-dual-dvi-i-hdmi-dp-original-version.html


まさかとは、、モニター？と疑うわけですが、 

pakisu000116

 

DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付） / HDMIコネクタ 
iiyama ProLite E2607WS / E2607WS-B : PLE2607WS-W1 / PLE2607WS-B1  

だよね・・・ 対応しているのに、、 

んで、グラフィックボードのドライバとmAgicTVをWEBから最新の物をインストールし、地デジ
相性チェッカーなるソフトを起動してみます。 

pakisu000105

 

pakisu000106

 

うまく起動できるかテストしてくれるみたい。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000116_2.jpg
http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/25/PLE2607WS/spec.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000105_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000106_2.jpg


pakisu000109

 

お グラフィック+ディスプレイは相性二重丸になりました。 

 

早速起動してみたら、片画面のみ表示させれば画面のノイズはすさまじいですが、何とか表示す

るもマルチに画面移動をしたり、画面を拡大すると必ず落ちる状態に・・・ 

('A') <えー デュアルディスプレイ対応しないのかよ 

っと嘆きながら 色々検索してみたら 

mAgicTV Digitalで視聴しようとすると、「著作権保護エラーが発生しました。著作権保
護(COPP/HDCP)に対応したモニタ、グラフィック環境が正しく接続されているかどうか確認して
ください。」と表示されるのですが？｜Q&A 

pakisu000118

 

だそうです。('A') 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000109_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000108_2.jpg
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15320.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000118_2.jpg


このご時世できないとか・・・ 

デジタルをわざわざアナログにしている猛者のブログもありましたね。 

テレビの映像がカクカクしたり、コマ落ちしたり、滑らかに表示されないのですが?｜Q&A 

これって、GV-MVP/FZの製品が悪いというかmAgicTV Digital 側のソフトが原因だという事＝ほ
かの製品にも同封されているので、ほかの製品でもデュアルディスプレイの環境のユーザーは同

じ原因になるんじゃないかと危惧します。 

っというおかげで、サッカーがまともに見れなかったので、準決勝行けなかったら呪ってやると

ころでした。 

サッカー日本代表 ハイライト動画配信！ ［テレビドガッチ］ 

pakisu000119

 

月末お金が無いので最安バッファローさんの地デジに乗り換え。 

地デジチューナー「DT-H10/U2」 | BUFFALO バッファロー 

pakisu000112

 

さて起動。 

http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15452.htm
http://dogatch.jp/sports_event/soccer/bc/index.html?plid=football_asiacup2011&titid=football_20110117_1
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000119_2.jpg
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dt-h10_u2/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000112_2.jpg


pakisu000120

 

デュアルディスプレイ環境で、応答速度・画質・ノイズ・チャンネル切り替え まったく問題なく
使えました。 

IO-DATAではフリーズしたディスプレイ間のフリーズも起こっていません ('A') 

高い勉強代でした。デュアルディスプレイの方々参考にしてくださいね。 

おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dd98f4b51a03_14670/pakisu000120_2.jpg


スクリーンショットを撮る時に見せたくない箇所を簡単にモザイクできるソフ
ト&rdquo;Myoza&rdquo;を使ってみました。

mozaiku

スクリーンショット機能って簡単にデスクトップをイメージ化してくれるという素晴らしく便利

な機能なわけですけども、たまに映ってはいけない箇所が含まれたりするわけです。そうなると

画像加工＠フォトショップでモザイク処理とか行うと手間がかかってめんどくさい→(‘A’) という
めんどくさがり屋には画期的なソフトのご紹介。

Myoza の使い方や設定については下記からどーぞ
AkkyWareHOUSE

pasiks000045

 

ソフトのインストール作業はないので、解凍してすぐに利用できます。 

pasiks000048

 

上記のように、何もないウィンドウが表示されます。ここの領域の中で表示された物がすべてモ

ザイク処理されます。 

http://akky.cjb.net/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4672e858c9ee_89B4/pasiks000045.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4672e858c9ee_89B4/pasiks000048.jpg


pasiks000049

 

サイズの幅はドラッグすれば変更可能です。 

pasiks000050

 

壁紙のウィンドウズマークにモザイクかけてみました。 
とりあえずこんな感じでモザイク処理できるのはいいですね。 

でも、ちょっとモザイクが小さい気もします。 

pasiks000051

 

ウィンドウの上で右クリックを行うとメニューが表示されます。 
ここの解像度を選択して、粗目以上を選びます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4672e858c9ee_89B4/pasiks000049.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4672e858c9ee_89B4/pasiks000050_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4672e858c9ee_89B4/pasiks000051.jpg


pasiks000052

 

こんな感じです。 ('A') 

pasiks000053

 

アイコンなどのファイルもこんな感じですね。 
薄めで見れば何のファイルかわかるような わからないようなｗ 

他にもぼかし機能もついてます。 

pasiks000054

 

簡易的にモザイクかける時などに重宝しそうですね。 
今後ＳＳにモザイクがかかっていたらこれを使っていると思われます。('A') 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4672e858c9ee_89B4/pasiks000052.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4672e858c9ee_89B4/pasiks000053.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4672e858c9ee_89B4/pasiks000054.jpg


おしまい



chrome tv に負けないFirefox のネットTV(TV FOX)アドオンを導入して比較してみま
した。

foxtv

ネットテレビはchrome tv を利用しているFirefox ユーザーのsusi-paku (‘A’)です。次期ver4でアド
オンどうなるの？と心配しているわけですが、最近chrome tv がよく落ちるので切り替えがて
らFirefox でもネットTV（動画）が見れるアドオンを導入してみました。

chrome と比較してみた設定方法とかは下記からどうぞ
TV FOX

pakisu000093

 

chrome TVのエクステンションですね。この画面から落ちたり、接続（一覧画面が表示されるま
で数分待つことが多くなりました。） 

というわけで、Firefox にてＴＶが見れるアドオンを導入してみます。 

TV-FOX - Watch TV Online :: Add-ons for Firefox 

http://toolbar.tv-fox.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b1bfe4ee529f_2AE6/pakisu000093_2.jpg
https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/tv-fox-watch-tv-online/


pakisu000102

 

インストールするとこのような感じですね。 

pakisu000103

 

青いモニターのアイコンをクリックすると、国別にチャンネルが表示されます。chrome tv にはあ
る大雪が映された会津若松駅チャンネルが見当たらないですね。 

pakisu000104

 

ちなみにchrome tv のローカルＴＶは２２チャンネルあります。（見れないの多いけども） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b1bfe4ee529f_2AE6/pakisu000102_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b1bfe4ee529f_2AE6/pakisu000103_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b1bfe4ee529f_2AE6/pakisu000104_2.jpg


pakisu000097

 

ＦＮＮの動画を見比べてみます。 
左がFirefox 右がchrome ですね。ほぼ変わらずです。
pakisu000096

 

緑のモニターアイコンをクリックすると、ジャンルのカテゴリーごとメニューを選択できるよう

になります。 

pakisu000099

 

言葉の壁があるので、視覚的にわかるスポーツと聴覚的に楽しめるミュージックチャンネルがお

ススメですね。作業音にもなりますかね。 

一番下に Web Cam という項目では世界中のリアルタイムＷＥＢカメラが映し出されます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b1bfe4ee529f_2AE6/pakisu000097_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b1bfe4ee529f_2AE6/pakisu000096_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b1bfe4ee529f_2AE6/pakisu000099_2.jpg


pakisu000100

 

ニューヨークのＮＡＳＤＡＱ前 

 

ロシアよりライブカメラ 

 

という感じで、暇つぶしにはもってこいですね 
（見てたら旅行行きたくなりますわい('A') 

おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b1bfe4ee529f_2AE6/pakisu000100_2.jpg
http://eyevio.jp/movie/412271
http://eyevio.jp/movie/412273


商用利用可能な日本の無料（フリー）の写真・画像素材サイトを利用規約別にまとめ
てみました。

eos

画像素材サイトを制作している手前、日本の画像素材サイトってどのくらいあるのかと思い調べ

たついでにまとめてみました。商用可能なサイトも多くプロレベルの画像が多数ありましたので

デザイン制作などには重宝しますね。

先日紹介したソフトバンクの画像のクレジット表記とかの場合もあるのでサイトの紹介+利用規約
別にまとめてます。

サイトの紹介と各利用規約については下記からどうぞ

2011/6　PAKUTASOを追記しました。
pakutasokoukai

PAKUTASO(ぱくたそ)-商用可能/高品質な無料写真素材サイト

susi-paku が制作しているノイズ除去した高品質な素材サイト。高画質だし無料だし、クレジット
も商用可能という素晴らしい使い勝手なので使ってあげてください。(‘A’)PAKUTASO.comについ
て

pakisu000077

 

写真素材 足成【フリーフォト、無料写真素材サ
イト】

http://www.susi-paku.com/pakufotoliaweb.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/948d681b0027_D546/pakutasokoukai_2.jpg
http://www.pakutaso.com/
http://www.pakutaso.com/about.html
http://www.ashinari.com/


４万写真を超える画像がアップされています。素材サイトでは珍しい人物撮影もしています。個

人的には一番使いやすいサイトです。 

('A') < 利用規約については? ) 
写真素材の利用禁止範囲に該当しない個人・商用での利用だそうです。 

pakisu000079

 

商用利用ＯＫ＆無料の写真・フリー素材を集め

ました！総合素材サイト｜ソザイング

プロのカメラマンインタビューが記載されているくらい１枚１枚のクオリティが高いサイトです

。使いやすいし365日365枚っていいね。 

('A') < 利用規約については? ) 
ソザイングのフリー素材は全て「無料」「商用利用可」「ユーザー登録不要」「リンク・クレジ

ットの記載不要」です。

pakisu000080

 

2000ピクセル以上のフリー写真素材集
名前の通り、高解像度のフリー写真が多数あります。イラレのパスもダウンロードできます。 

('A') < 利用規約については? ) 
当サイトは個人・商用利用ともにフリーでご提供しています。どうぞご利用ください。使用連絡

は不要 /著作、クレジット表示は不要だそうです。いい感じですね。 

http://www.ashinari.com/about/050_agreement/#agreeBan
http://sozaing.com/
http://sozai-free.com/


pakisu000083

風のおひるね

風景画像の構図がすごい好きです。あと青と緑の色合いがうまいっと個人的に感動したサイト。 

('A') < 利用規約については? ) 
個人／法人、個人用途／商用用途を問わず、誰でも、自由にダウンロードして利用することがで

きます。また、ダウンロードした写真をレタッチしたり、切り抜いたり、印刷したりして、加工

することも自由です。事前、事後の連絡や許可申請も必要ありません。素晴らしいね。 

pakisu000084

 

PHOTO STOCKER - 高解像度フリー写真素材を
無料配布。商用可能。ホームページにも。

高解像度のフリー画像を提供されています。色々なサイトも制作しているのでサイトもハイセン

スです。すごいなぁ。 

('A') < 利用規約については? ) 
商用可能なフリー素材です。商用、非商用ともに、許可・報告・クレジット表記不要でお使いい

ただけます。素晴らしいですね。 

pakisu000085

 

http://kaz.fount-k.com/index.html
http://photo.v-colors.com/


無料 写真素材 Photo index
ゆっくりと素材が増えているので個人的には増えた画像を参考に見させてもらっているサイト

です。イラスト素材も運営しているみたいね。

('A') < 利用規約については? ) 
商用・非商用、個人・法人に関わらず、無料です。いい感じですね。 

pakisu000086

 

フリー写真素材 Futta.NET
色々な国々の画像までフリーで提供されているサイトです。旅行してる気分になれますね。 

('A') < 利用規約については? ) 
商用利用可能でクレジット表記もなしになってるね。便利だね。 

個人的におすすめなジャンル別な素材サイト 

pakisu000088

 

東京夜景壁紙・カレンダー壁紙 高画質無料壁紙写真素材1万枚 Aqua's Room 

東京の夜景サイトだね。難しい夜景ショットをうまく撮られています。すごい参考になりま

すね。 

pakisu000089

 

http://photo.martle.net/index.html
http://www.futta.net/
http://www010.upp.so-net.ne.jp/aquablue/


廃墟デフレスパイラル 〜ぼくたちの秘密の場所〜

いいなぁ、この廃墟。心霊写真とかまぎれてそうです。ｗ 

以下、利用規約が厳しいので使い勝手見ないといけないサイトさん。 

pakisu000087

 

無料素材・WEBデザイン フリー素材屋Hoshino
かなりハイセンスなサイトです。オールアバウントにも紹介されているみたいですね。 

('A') < 利用規約については? ) 
配布物にはクレジット表記、フリー素材だけれどもリンクやクレジット表記がなくちゃだめらし

いです。この縛りはめんどくさいね。 

pakisu000081

 

プロカメラマンの無料写真素材・著作権フリー画像素材のリンクスタイル 

非常に多くのカメラマンが登録されているサイトです。こういうカメラマン視点でのサイトもい

いですね。 

('A') < 利用規約については? ) 
基本的にはフリーみたいだけど、使用許諾証明発行サービスとかで色々書いてあるのできちっと

http://home.f01.itscom.net/spiral/
http://www.s-hoshino.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6fa5e22c3e1e_43A6/pakisu000081_5.jpg
http://www.linkstyle.co.jp/
http://www.linkstyle.co.jp/shinsei.html


読んでおく必要がありそうだね。めんどくさいね。 

pakisu000082

 

ゆんフリー写真素材集 

多国語に対応したグローバルな写真素材サイト、クオリティは個人では高いと思います。

('A') < 利用規約については? ) 
商用利用、個人的理由を問わず利用できます。また、その際加工しても構いません。 でも、ク
レジットは表示しないといけない（ Photo by (c)Tomo.Yun )って書いてるね。めんどくさいね。 

以下、更新が止まっているけど使える素材サイト 

pakisu000090

 

フリー素材 壁紙 高画質写真 著作権フリー SozaiRoom

pakisu000091

 

無料写真素材★Freepict（フリーピクト） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/6fa5e22c3e1e_43A6/pakisu000082_5.jpg
http://www.yunphoto.net/
http://www.sozairoom.com/
http://holly.holy.jp/Freepict/


pakisu000092

 

高解像度ホームページ写真素材「フリーフォトボックス」 

という感じで、日本語サイトをまとめてみました。きれいなサイトばかりでビックリです。勉強

になりますね。('A')おしまい。

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


可愛いキャラクターが領土を奪い合うRTSゲームCivilization Warsを攻略してみま
した。【動画あり】

cw

可愛いキャラクターが領土を奪い会うFLASHゲームです。先日紹介したControl craftの要領で兵士
を溜めて領土を奪うわんですが、レベルアップ要素があり、攻撃力を上げたり足を速くしたり、

魔法が使えたりします。また、嬉しいセーブ機能付きで攻略の楽しみも増えますね。

設定方法や各種プレイ動画については下記から

Civilizations Wars - BubbleBox.com Free Online
pakisu000036

 

pakisu000037

 

豊富なマップが用意されております。 
全マップクリアをしても縛りプレイなる物が用意されているので、やりこみプレイができま

http://www.susi-paku.com/pakuflashcontrol-craft.html
http://www.bubblebox.com/play/adventure/1603.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-Civilization-Wars_13B9D/pakisu000036_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-Civilization-Wars_13B9D/pakisu000037_2.jpg


すね。 

pakisu000038

 

操作方法については、自分の拠点からマウスをドラッグして行先を決め兵士を操作していく感じ

です。 

pakisu000048

 

マップの説明はこんな感じ、拠点の頭上に数値が表示されているのがその拠点に駐屯している兵

士数になります。出兵すると、その数値の半分の数を移動させることができます。 

 

まずは、初期マップのクリア動画を参考にしてください。 
拠点の町をドラッグすれば大量に兵士をまとめられます。クリスタル（紫の拠点）を占拠すると

ポイントが増加し、塔を占拠すると近づく兵士を自動的に攻撃してくれます。※ 塔とクリスタル
は自動で人数が増えません。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-Civilization-Wars_13B9D/pakisu000038_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-Civilization-Wars_13B9D/pakisu000048_2.jpg
http://eyevio.jp/movie/411932


pakisu000050

 

スキルの説明は上記になります。 
攻撃力UPと兵士増加量UP、移動速度UP この辺はMAXにしておくと、通常MAPは楽にクリアで
きますね。 

んで、こちらが亀のボスマップ攻略 

 

エビのボス攻略ですね。 
レベル上げなしで、ここまで来たら攻略に苦労するかも。 

 

pakisu000051

 

一度クリアしたマップもプレイすることができる。レベルに応じて縛りプレイを解除されるので

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-Civilization-Wars_13B9D/pakisu000050_2.jpg
http://eyevio.jp/movie/411933
http://eyevio.jp/movie/411935
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASH-Civilization-Wars_13B9D/pakisu000051_2.jpg


、モードをONにしてトライしてみよう。各縛りごとに得られる経験値量が異なります。 

ちなみに、カメボスで縛りプレイをしてみました。 
 

これでクリアすると経験値UPスキルもつけておくと、かなりの経験値を入手できます。 

ちなみにサバイバルモードは自己満足っぽいですね。 

 

という感じで、難易度が高い最終マップの攻略動画もUPしておきます。 

オクトパスマップ 

 

最終マップ 〜 エンディングがこんな感じ。 
すべてのマップで高難易度でクリアしたらどうなるんでしょうかね。 

 

以上、Civilizations Warsの攻略と操作説明等でした。 
これって、iphone でもプレイできるらしいですね（有料） 

おしまい。

http://eyevio.jp/movie/411936
http://eyevio.jp/movie/411937
http://eyevio.jp/movie/411938
http://eyevio.jp/movie/411939
http://www.bubblebox.com/play/adventure/1603.htm


天使のチョコで有名なANTIQUEで500円のＭサイズを食べてきました。

antiq

とろなまドーナッツや天使のチョコで有名なANTIQUEがトレッサ横浜にあるということで、リン
グもゲットしに（３０枚貯まると１個無料）行ってきました。

レビューと店舗の様子は下記からどうぞ、

パン通販のハートブレッド アンティーク。天使のチョコリングを地方発送いたします。Love
Sweets ANTIQUE 生ドーナツ

大きな地図で見る 

場所はここです。（トレッサ横浜店） 

R0014958

 

店舗の様子はこんな感じ。メインの天使のチョコが圧巻です。 

http://www.heart-bread.com/index-hba.html
http://maps.google.co.jp/maps?f=d&source=embed&saddr=&daddr=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E6%B8%AF%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%B8%AB%E5%B2%A1%E7%94%BA%EF%BC%97%EF%BC%90%EF%BC%90&hl=ja&geocode=Cf4bVovq1QfFFQUQHgIdqdJSCCkdzuqE_l4YYDHY-yH_Mee_Jw&mra=mift&sll=35.524613,139.645609&sspn=0.012539,0.025191&g=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E6%B8%AF%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%B8%AB%E5%B2%A1%E7%94%BA700%E7%95%AA%E5%9C%B0&brcurrent=3,0x60185ee34a815d4b:0x77591c4b9294900,0&ie=UTF8&start=0&ll=35.524612,139.645607&spn=0.006112,0.009141&z=16
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2b6706084e5a_22FE/R0014958.jpg


R0014953

 

R0014956

 

Ｓサイズが400円でＭサイズが500円です。価格が100円違うだけで外径が３センチ違います。('A') Ｍはお得だね。 

R0014955

 

結構なお客さんの入りで混雑してます。近くにシュークリーム専門店 ビアード・パパも店舗を出していましたが、こっ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2b6706084e5a_22FE/R0014953.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2b6706084e5a_22FE/R0014956.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2b6706084e5a_22FE/R0014955.jpg
http://www.beardpapa.jp/index.php


ちの方が目立っていましたね。 

R0014960

 

というわけでさっそく実食。それにしてもこの大きさで500円って安いね。 

R0014963

 

ちぎってみると、ふわふわの生地の中にチョコチップがたくさん入ってます。これが出来立てだとまじで美味いです。 

関東に三店舗しかないので、近くに寄ったら食べてみてくださいね。 
お店情報 ハートブレッドアンティーク HeartBread ANTIQUE

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2b6706084e5a_22FE/R0014960.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/2b6706084e5a_22FE/R0014963.jpg
http://www.heart-bread.com/shop.html


CS-CART　フォームビルダーとメールテンプレートを利用して自動応答メールの内容
を設定する方法

form

CS-CARTでお問い合わせフォームをカスタマイズするとき、デフォルト設定のままだとそっけな
い応答メッセージの内容となっております。(‘A’)解決するためにメールテンプレートを利用して
設定してみました。

【3/30　自動送信について追記しました】
フォームにてお問い合せした内容を送信したお客様にも同じ内容のメールを送信する場合の方法

について

ナレッジベース :: 機能 :: お問い合わせ内容のコピーをユーザーに自動送信できますか？ 
公式では上記のように案内されております。解決方法があればこちらに追記します。

 
9/5　アドオンで解決しました。アドオン :: お問い合わせ控えメール - CS-Cartマーケット - CS-
Cart本体、アドオン、デザインテンプレートなどの販売

お問い合わせフォームの設定方法と詳細はこちら

 
pasiks000014

 

CS-CARTデフォルト設定のお問い合わせフォームを利用した場合、 
登録したメールアドレスに自動応答のメールが届きます。内容としては下記のそっけないフッタ

ー一文が記載されてます。 
当ショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。 
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

http://store.cs-cart.jp/article-76.html
http://store.cs-cart.jp/send-form-copy.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_F2CD/pasiks000014.jpg


この内容にフッター（署名）をつけたり、一文などを記載した自動応答メールに設定してみます

。

【商品の注文などには購入者へ自動送信メールが届きますが、フォームからお問い合せした内容

はユーザーへ自動送信はされません】

では、フォームビルダーでフォームを作るところからやってみましょう。 

pasiks000015

 

コンテンツ → ページ → お問い合わせフォーム（なかったら新規で作って下さい） 

pasiks000016

 

フォームの編集を行います。一般タグでは、 
名前：フォームのタイトル名になります。 
説明：フォームのトップに説明文を掲載します。必須項目とか書くといいですね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_F2CD/pasiks000015.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_F2CD/pasiks000016.jpg


pasiks000017

 

フォームビルダーのタグになります。 
上記画像がデフォルト項目ですね。 
ここの設定内容については、下記ＵＲＬ（ＣＳ－ＣＡＲＴ公式ヘルプ）に書かれている内容を参

照してください。 

4.8.1.3 フォーム - 【CS-Cart】 ネットショップを始めるなら、このショッピングカート！ 

pasiks000021

 

というわけで、お問い合わせしてみます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_F2CD/pasiks000017.jpg
http://www.cs-cart.jp/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB/%E7%AC%AC%EF%BC%94%E7%AB%A0%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E7%94%A8%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB/4-8-cms/4-8-1-3-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_F2CD/pasiks000021.jpg


pasiks000022

 

届いたメールはこちら。ちなみに管理者宛てに送信されてきます。 
これがデフォルト設定になってます。 

このメールのタイトルや、フッター情報、メール送信者の設定を行ってみたいと思います。ちな

みにフォームビルダーではできません。 

pasiks000039

 

まずはこれ送信者側の設定を行います。 
一般設定 → 基本設定 → 会社概要 
ここの情報が送信者として記載される内容になってます。（カートのすべてにおいて重要な項目

ですね。） 

pasiks000023

 

次はフッターなど、メールの本文とタイトル（件名）の設定を行います。 
アドオンの画面からメールテンプレートをインストールして下さい。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_F2CD/pasiks000022.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_F2CD/pasiks000039.jpg
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（※ 日本語アドオンのインストールを行っていないと、メールテンプレート動きませんので必ず
、インストールされているか確認してください。） 

ではメールのテンプレートの設定してみましょう。 

pasiks000025

 

コンテンツ → メールテンプレート を選択すると各設定ごとのメールテンプレートが表示され
ます。 

CS-CARTのヘルプにもちょっとだけ説明がかかれてます。 
4.8.13 メールテンプレート - 【CS-Cart】 ネットショップを始めるなら、このショッピングカート
！ 

このメールテンプレートの中から フォームというのを選びましょう。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_F2CD/pasiks000034.jpg
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pasiks000026

 

するとこんなページが表示します。 
ここの 件名と本文が自動応答の時に届く内容になります。 
（フッターの署名については後述） 

見慣れないコードがデフォルトで入力されています。この変数は 

pasiks000027

 
共通テンプレート変数

    * {%SP_NAME%} : ショップ名 
    * {%SP_COUNRTY%} : ショップ住所（国名） 
    * {%SP_ZIPCODE%} : ショップ住所（郵便番号） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_F2CD/pasiks000026.jpg
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    * {%SP_STATE%} : ショップ住所（都道府県） 
    * {%SP_CITY%} : ショップ住所（市区町村） 
    * {%SP_ADDRESS%} : ショップ住所（番地・ビル建物名） 
    * {%SP_PHONE%} : ショップの電話番号 
    * {%SP_PHONE2%} : ショップの電話番号(2) 
    * {%SP_FAX%} : ショップのFAX番号 
    * {%SP_URL%} : ショップのURL 
    * {%SP_EMAIL_ADMIN%} : ショップ管理者のEメール 
    * {%SP_EMAIL_CS%} : 顧客担当部署のEメール 
    * {%SP_EMAIL_ORDER%} : 注文担当部署のEメール 
    * {%SP_EMAIL_SUPPORT%} : ヘルプ/サポート担当部署のEメール 

上記の変数を入力することも可能です。これは便利ですね。 
ブロックでも使える変数あったらいいなと思うわけです。 

pasiks000029

 

さて、この変数をカスタムしたら最後にすべてのメールテンプレート共通の署名を設定してみ

ます。 

pasiks000040

 

メールのテンプレートから【共通】Ｅメールのフッターを選択。 

pasiks000036

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_F2CD/pasiks000029.jpg
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ここで上記のように編集すると、自動応答のフッターに署名として記載することができます。 
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では、カスタムしたフォームからお問い合わせをしてみます。 
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届いたメールはこんな感じですね。 
ショッピングカートっぽくなった 自動応答メールですね。('A')
これで注文内容テンプレートなどもいじってみてくださいな。

是非、CS-CARTのお問い合わせフォームを利用する際は 
この設定を参考にしてください。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_F2CD/pasiks000037.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_F2CD/pasiks000038.jpg


ボイスソムリエ ネオがすごい！アクセントもほぼ完ぺきで漢字も読みあげるデモを体
験してみました。

somurie

日立ビジネスソリューションから、テキストを自動でナレーションしてくれるソフトが販売され

ました。docomoとかのメール読み上げ機能程度の品質だろう (‘A’) っと思ってデモを体験したら
クオリティ高すぎて笑ったので紹介します。

ナレーションのテストと詳細は下記から

img_feature_main_01

 

汎用知的音声合成システム ボイスソムリエ ネオ：日立ビジネスソリューション
初音ミクを超えたとかで取り上げられていましたけど、あれ仮歌用（ボーカル）専門だから、ど

う考えても同じ土俵じゃない気がするのですね。 

どっちかというと、ゆっくりしていってね音声合成ソフト Sortalk 寄りな気もします。 

yukkuri

 

ゆっくりしていってね mp3 

「ゆっくりしていってね！！！」の声を生成できる音声合成ソフト「SofTalk」 - 裏風 

そんな、ボイスソムリエですが、 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b0795caca5f3_23E9/img_feature_main_01_2.jpg
http://hitachi-business.com/products/package/sound/voice/index.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b0795caca5f3_23E9/yukkuri_2.png
http://urakaze.com/wp-content/uploads/2008/11/yukkuri.mp3
http://urakaze.com/post-304.html


画面に漢字かな混じりテキストを入力することで簡単に音声化できます。 

漢字交じりでも問題なくアナウンスしてくれます。 

というわけで下記URLからデモを体験してみます。 
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音声合成デモンストレーション：ボイスソムリエ ネオ：日立ビジネスソリューション 

さてホームページ上には下記項目が書いてます。 

「ボイスソムリエ ネオ」なら・・・・・ 
スタジオやナレーターにコストをかけることなく、安定した高品質の音声を作成することができ

ます。 

簡単にナレーション付きのパワーポイントが作成できるので、手軽にeラーニングコンテンツなど
の作成が可能です。 

('A')＜ほぅー eラーニングもできるのね。 

っというわけでどの程度使えるのかテストしてみました。 
（音声は２次使用禁止なので、自分で打ってください。） 

テストその1：早口言葉 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b0795caca5f3_23E9/pakisu000043_2.jpg
http://voice-demo.hitachi-business.com/voice_neo/vsdemo.aspx


tonari

 

ジャズシャンソン歌手、生麦生米生卵、 
老若男女、赤パジャマ黄パジャマ茶パジャマ、 
青巻紙赤巻紙黄巻紙、除雪車除雪作業中、 
隣の客はよく柿食う客だ、この釘はひきぬきにくい釘だ、 
高架橋橋脚、貨客船の旅客、魔術師魔術修業中、 
不幸な夫婦は古い服、地味な爺やの自慢の地酒、 
駒込のわがまま者、中野の怠け者、 

('A') <これは当然言えますよね。 

テストその2：難しい読みの四文字熟語 
4moji

哀毀骨立、 
婉娩聴従、 
郢書燕説、 
環堵蕭然、 
驥服塩車、 

('A') <あいきこつりつ、えんべんちょうじゅう、えいしょえんせつ、かんとしょうぜん、きふくえ
んしゃ 

テストその3：本を読んでもらう。 



sero

 

にわかにぱたっと楽長が両手を鳴らしました。 
みんなぴたりと曲をやめてしんとしました。楽長がどなりました。 

「セロがおくれた。トォテテ テテテイ、ここからやり直し。はいっ。」 

みんなは今の所の少し前の所からやり直しました。ゴーシュは顔をまっ赤にして額に汗を出しな

がらやっといま云われたところを通りました。 
ほっと安心しながら、つづけて弾いていますと楽長がまた手をぱっと拍ちました。 

('A') <鍵かっこの部分は読み手っぽく言えるのかな。 
言えたらホラー小説とか雰囲気でそうですね。 

テストその4：国家を歌ってもらう。 
hinomaru

君が代は。 
ちよにやちよに。さゞれ 
いしの。 
巌となりて。 
こけのむすまでうごきなく。 
常盤かきはに。 
かぎりもあらじ。 

('A')< これもアクセントの調整とかすればいけそう！ 

という感じでした。 
これって、日本語の単語ごとソフト側で調整しているから 



聞き取りやすい発音になっているのでしょうかね。 

価格：汎用知的音声合成システム ボイスソムリエ ネオ：日立ビジネスソリューション 

これはニコニコとかで流行るかなぁっと思って価格見てみたら、音声保存ができるやつで１１万

とか ('A')タケェ 

pakisu000044

 

これなら ナレーション使った方が安い気がするのは気のせいでしょうかね。 

とにかく、よくできていたので紹介しました。おしまい。

http://hitachi-business.com/products/package/sound/voice/price/index.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b0795caca5f3_23E9/pakisu000044_2.jpg


すっぽん丸鍋が3,800円で食べれる八王子にある鬼無里村で生血とか色々いただいてき
ました。

suppon

月月火水木金金 と絶賛仕事をしていると色々体に支障がでてくるわけで・・・精力つける為にも
八王子のすっぽん料理（ハモ料理でも有名）な鬼無里村で丸鍋食べてきました。

料理の様子やレビューは下記からどうぞ

※丸鍋が結構グロいです。

耐性ない人は閲覧には気を付けてね

pasiks000009

 

八王子の誕生日 鬼無里村 

誕生日には、越乃寒梅や鯛の生け作りがサービスになります。 
なんですが、すっぽん料理を食べに行ったので 日経平均18000円になるまでお得になるクーポン
＠3、800円を注文しました。 

八王子のクーポン 鬼無里村 

これをコピーしていくと、お安くなりますです。 

というわけですっぽんの生血 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/tann_A17B/pasiks000009.jpg
http://www.kani-suppon.com/01tanjoubi.html
http://www.kani-suppon.com/01tokutoku.html


DSC00301

 

生臭さもなくすーっと飲めました。100％血ではなく 
お酒で割っているおかげかな。 

DSC00302

 

んで、これが丸鍋。まじでぐろい・・・（画像小さくしとこ） 
クリックすると大きくなります。 

DSC00295

 

うわぁー甲羅が ('A') 甲羅が・・・ 

pasiks000012

 
すごい美味しいらしいです。（撮影者談） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/tann_A17B/DSC00301.jpg
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DSC00300

 

っと言う感じでございました。頑張って食べました。 

大きな地図で見る

場所はこちらです。２名で予約したら個室を用意してくれました。 

pasiks000008

 

店舗は、すっぽんの黄色いバルーン（？）が目印です。ｗ 
おじさんも面白い人で、すっぽんの事を教えてくれます。 
あと、通販も積極的にやっているみたいで 
生簀に泳いでいるハモとかすっぽんを生で見れます。 

食べログはこちら。 
鬼無里村 キナサムラ - 八王子/居酒屋 [食べログ]  

是非、誕生日の時は予約して突撃してみてください。おしまい

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/tann_A17B/DSC00300.jpg
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P90やRPGを使って、攻め入る敵を倒し壁を守る防衛ゲームPalisade-guardian-2をプ
レイ【動画あり】

pali

Armor Games からFLASHゲームのPalisade Guardian | Armor Games の続編が登場していたので
早速プレイしてみました。攻め入る敵から壁を守る防衛ゲームです。固定武器のＦＰＳ視点とな

ってます。シンプルで遊びやすく難易度も高めです。

プレイ動画や攻略は下記からどうぞ

palisade-guardian-2-
pakisu000010

 

前回から特に変わった要素はなく、武器切り替えくらいが楽になったという点ですかね。Ｄ+Ｆ 

というわけで、ＦＰＳクランのリーダーの名誉にかけてプレイしてみます。 

http://armorgames.com/play/3582/palisade-guardian
http://cache.armorgames.com/files/games/palisade-guardian-2--4622.swf
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/640f7b4c4701_2100/pakisu000010_2.jpg
http://www.susiclan.com/


pakisu000013

 

上記画像のように攻めてくる歩兵や乗り物を破壊して 
壁（ＨＰ 1000/1000）を守り抜きます。 

pakisu000022

 

操作方法は、ＦＰＳゲームと一緒で、 
クリックでＦＩＲＥ 
武器の切り替えが Ｄで前の武器 Ｆで次の武器 
Ｒでリロード 
スペースを押すとＺＯＯＭというよりスコープをのぞく 

っという感じです。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/640f7b4c4701_2100/pakisu000013_2.jpg
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pakisu000015

 

マップをクリアすると、上記の設定画面が表示されます。 
マップごとに壁の状態と修繕コストが表示されます。 

壊れた分メーターが減っているので、右にスクロールしてＭＡＫＥ ＲＥＰＡＩＲをします。 

pakisu000023

 

上記画像の場合、壁が33のダメージを受けているということです。 

ＢＵＹ ＷＥＡＰＯＮＳで武器も購入することができます。 
ＡＣＣＵＲＡＣＹ＝命中力（集弾率） 
ＤＡＭＡＧＥ＝攻撃力 
ＦＩＲＥＲＡＴＥ＝連射速度 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/640f7b4c4701_2100/pakisu000015_2.jpg
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pakisu000024

 

初期装備品 まるで使えない。 

pakisu000025

 

初期品とほぼ同じ ほとんど使えないｗ 

pakisu000026

 

ダメージが少ないけれど、命中力がずば抜けていいので 
マウス押しっぱなしでＯＫな武器。初期はこれを買うためにお金を貯めるべき。 

pakisu000027

 

ダメージも命中力も中途半端な武器、ＳＡＷだとマウスクリックを多用して集弾させるのが多い

ので 
この武器の場合、ある程度マウス押しっぱで何とかなるめんどくさがり屋の武器 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/640f7b4c4701_2100/pakisu000024_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/640f7b4c4701_2100/pakisu000025_2.jpg
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pakisu000028

 

歩兵が即死のガンナー御用達のＳＡＷ。集弾率が悪いので、マウスクリックを多用してばらける

のを防ぐとかなり使える武器。戦車も楽勝で倒せる。 

pakisu000029

 

1発撃ったら5秒間撃てなくなる対戦車砲。 
撃ったらすぐにメインウェポンに切り替えながら使う（５秒間撃てない間にほかの武器を使う）

といいとおもわれ。 
また、２台の戦車が手前の戦車と奥の戦車が手前の戦車にかぶって表示されている場合。 

pakisu000030

 

この手前の戦車に向けてＲＰＧを撃つと 

pakisu000031
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このように奥の戦車まで一網打尽で破壊できます。 
（これやらないと、終盤クリアきついです。） 

pakisu000021

 

ＳＴＡＴＳというのが表示されます。 

っというわけで、プレイしてみました。 

 

こんな感じで武器を切り替えながら敵を排除してきます。 

個人的に攻略する際思ったことは、 
使える武器は P90 → SAW ⇔ RPG という感じ。 
P90は序盤の初期装備だときついので、SAWを買うまでの間に重宝します。（SAW買ったら使わ
ない） 

SAWはダメージが大きい分、弾がばらけるのでクリックを多用して利用します。 

RPGは極力戦車のみで並列したら手前を撃てば連鎖で壊れるので、うまく停車したところを狙う
とよいかも。 

 

ヘリコプターも出てきます。 

敵を排除する順序（個人的に） 

地味に歩兵を野放しにしていると壁のＨＰがどんどん削られていくので、甘く見てると結構

痛い。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/640f7b4c4701_2100/pakisu000021_2.jpg
http://eyevio.jp/movie/411189
http://eyevio.jp/movie/411190


あと、ジープも攻撃間隔が短いので複数台いると結構痛いです。 

戦車複数が停車する前に、ジープと歩兵を優先で攻撃。 
迫撃砲とヘリは攻撃間隔が長いのでタイミングを見て攻撃してもいいと思われます。 

という感じで 個人的な攻略説明はおしまい。 

３０面くらいからかなりシビアになるので、ここら辺からコンテニューとかほしいと思うのはよ

くばりでしょうか。('A') 

やられたら常に最初からはつらいですね。 

http://cache.armorgames.com/files/games/palisade-guardian-2--4622.swf

http://cache.armorgames.com/files/games/palisade-guardian-2--4622.swf


東京文化会館で印田千裕さんのヴァイオリンリサイタルを観てきました

risaitaru

先日、東京文化会館で開催された印田千裕さんのヴァイオリンリサイタルに行ってきました。久

々のクラシック音楽もいいもんですね。色々影響うけてきました。(‘A’)

詳細は下記から

pakisu000001

 

懇意しているシャンディーケイミュージックさんも協賛。 
いつも色々ありがとうございます。 

pakisu000000

 

http://chihiroinda.web.fc2.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c16c2543a81_A32C/pakisu000001_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c16c2543a81_A32C/pakisu000000_2.jpg


R0014987

 

小ホールはほぼ満員でした。 

pakisu000003

東京文化会館｜公演情報 

印田千裕ヴァイオリンリサイタル 

東京文化会館って初めて入ったんですが、綺麗なところですね。これで小ホール（300人程度入る
のかな） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c16c2543a81_A32C/R0014987.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c16c2543a81_A32C/pakisu000003_2.jpg
http://www.t-bunka.jp/calendar/calview.html?ym=20111&d=7&m=small
http://chihiroinda.web.fc2.com/20110107.html


pakisu000004

 

やっぱり、クラシックっていうジャンルは強いですね。 
音は本物だし、生きた音を聴いたというのが素直な感想でした。

印田さんのヴァイオリンの視聴（サンプル） 
http://www1.ocn.ne.jp/~bellarti/stravinsky4mov.mp3 

これが生で演奏されました。（公演中は撮影禁止なので想像で我慢してください・・・） 

貴志康一生誕100周年のヴァイオリンソナタはかっこよかったなぁ。アンコールも素敵だったし、
やっぱりプレイヤー側って羨ましくなる そんなひとときでした。 

日本女性作曲家の歩み~ヴァイオリン作品~ 印田千裕 

次回の公演は下記ＵＲＬから確認できますので 
興味のある方は当方まで連絡ください。ｗ ('A')ノ 

印田千裕 コンサート情報

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4c16c2543a81_A32C/pakisu000004_2.jpg
http://www1.ocn.ne.jp/~bellarti/stravinsky4mov.mp3
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001RMW6AM/cagylogic-22/ref=nosim
http://chihiroinda.web.fc2.com/concerts.htm


TweetDeck グループやリストの設定方法や通知ウィンドウなどの詳細設定方法につい
て　その2

karamu

Adobe Aier のTwitter クライアント TweetDeckの各種設定方法についての続きになります。

【Twitterクライアント】TweetDeckを使ってグループ（リスト）や日本語化など各種設定をして
みました。その1

各種設定方法については下記からどうぞ

tweetdeck2

 

前回に引き続きまして、今回はカラムの設定とグループ 各種設定方法を紹介します。 

まずは自分の好きなユーザーだけのツイートを表示させるカラムを作ってみたいと思います。 

左上の＋ ボタンを押してください。 

http://www.susi-paku.com/pakutwittertweetdeck1.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Tweet_12F51/tweetdeck2_2.png


pakisu000094

 

上記のようなウィンドウが表示されますので、Groups/Lists を選択してください。次にNew List
を選んでください。 
pakisu000095

 

※ Core ではDMのリストなどのデフォルトカラムを追加できます。 
pakisu000089

 

Private （非公開） 
Public （一般公開） 

を選択する画面では、Private を選択しましょう。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Tweet_12F51/pakisu000094_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Tweet_12F51/pakisu000095_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Tweet_12F51/pakisu000089_2.jpg


firuta55

 

フォローしている中からつぶやきを表示させるユーザーを選択します。 

pakisu000097

 

pakisu000098

 

先ほど作った 自分のお気に入りのグループがカラムに追加されます。これで自分の好きなカラム
を作って管理することができますね。フォローしている数が多い人は重宝しそうです。 

ちなみにこのリストはいつでもエディット（編集）可能なのでフォローした人が増えてもすぐに

追加できます。 

pakisu000099

 

さて、お次はTweetDeck の各種設定方法になります。 
（カラムの幅とか、音の設定や最小化の設定とかね） 

pakisu000114
 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Tweet_12F51/firuta55_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Tweet_12F51/pakisu000097_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Tweet_12F51/pakisu000098_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Tweet_12F51/pakisu000099_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Tweet_12F51/pakisu000114_2.jpg


右上の設定ボタンをクリックしてください。 

まずは General の設定について書いてみました。 
（間違っていたら指摘してください。クリックすると拡大） 

pakisu000113

 

次にNotifications という項目を設定 
主に通知ウィンドウの設定になってます。 
（クリックすると各種設定の説明になります） 

pakisu000115

 

カラムごと通知設定をカスタマイズできるので、絶対にやっておきたいですね。あと、ＤＭのみ

は通知ウィンドウが画面から消えないとかあれば便利かなーっとは思いました。ｗ すぐに見落と
すからね ('A') 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Tweet_12F51/pakisu000113_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Tweet_12F51/pakisu000115_2.jpg


pakisu000103

 

最後はお好みでカラー表示させる設定ですね。 
これは、言うまでもなくお好みにどうぞ。 

というわけで TweetDeck の各種設定でした。 

他の細かい設定などは下記サイトなで紹介されてます。 

ブログテーマ[TweetDeck]｜なにごとも経験です！ツイッターでつながる 

動画マニュアルさんのところでもわかりやすくＵＰされてますね。 

TweetDeckの使い方 最新版 

スケジュールアップデート機能である 
時間を指定してツィートするは便利ですね。 

時間を指定してツイートする

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Tweet_12F51/pakisu000103_2.jpg
http://ameblo.jp/724685/theme-10022772729.html
http://www.dougamanual.com/blog/180/1223/index.html
http://www.dougamanual.com/blog/180/1223/e5603.html


【Twitterクライアント】TweetDeckを使ってグループ（リスト）や日本語化など各種
設定をしてみました。その1

tweetdeck

Adobe Air のTwitter クライアントで2バイト文字が対応しているソフトが、TweetDeck とSaezuri
だけだったので、使い比べをした結果、TweetDeck の機能充実っぷりが素晴らしかったので各種
設定含み紹介してみます。

知り合いとフォローし合ったはいいけれど、相手のつぶやきの内容が好きになれなく一覧から除

外（非表示）にしたいがフォローをし合った関係で解除ができない時の設定とかどうやるの？っ

と聞かれたのでリストでやればいいんじゃない？TweetDeckだと、特定のユーザーをグループ分
けにしてカラムで行えるようになっています。上記項目に該当する方にとっては重宝すると思わ

れますよ。(‘A’)

各種設定方法と使い勝手については下記からどうぞ

pakisu000107

 

リッチインターネットアプリケーション | Adobe AIR 

TweetDeck を利用するには、まずAdobe Air をインストールしましょう。 

http://www.tweetdeck.com/desktop/
http://www.playwell.co.jp/saezuri/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000107_2.jpg
http://www.adobe.com/jp/products/air/


pakisu000075

 

Adobe Air のインストールが完了したら TweetDeck をインストールしましょう。 

Desktop « TweetDeck 

pakisu000076

 

当方、64Bit Win7 でも動作ＯＫでした。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000075_2.jpg
http://www.tweetdeck.com/desktop/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000076_2.jpg


pakisu000077

 

インストールが完了したらさっそく起動しちゃいましょう。 
Add Twitter のボタンをクリックしてください。 
（face book やMyspace とも連携しているみたいです） 

pakisu000078

 

アカウントを登録してください。という項目が表示されるので Skip this step を選択。 
※ この後にも表示されるウィンドウがいくつか表示されるので、次回起動時には表示しないとい
うチェックが左下にあるので確認してください。 

pasiks000004

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000077_4.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000078_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pasiks000004.jpg


それでは初期画面の説明。 
（クリックすると拡大します。） 

tweetdeck2

 

まず、開くと日本語文字が表示されておりません。 
デフォルトの仕様で日本語文字が表示できないだけなので下記設定方法を行い日本語のつぶやき

を表示してあげます。 

右上の各種設定をクリックして、左側のバーからcolor / font を選択し、 TweetDeck Font の
international Font/Twitterkey にチェックを入れると日本語化できます。 

pakisu000111

 

一応やり方を動画であげときました。迷ったらどうぞ 

 

こちらのサイトでも紹介されています。（音声あり） 
Tweetdeck 日本語の設定 

ここまできましたら次は構成などの説明をします。 
初期状態では、３カラムで構成されています。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/tweetdeck2_6.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000111_2.jpg
http://eyevio.jp/movie/410449
http://www.dougamanual.com/blog/180/1036/e4689.html


AllFrieends (フォローした人のつぶやき） 
Mentions （自分に@くれた人） 
Direct Message （DMのやり取り） 

どのクライアントソフトもデフォルトだと大抵はこの設定だと思います。英語がデフォルトな

ので、免疫ない人はカラムを追加する項目と、設定方法さえしちゃえば後は感覚的に使えるので

辛抱です。ｗ 

とりあえず、アカウントの設定をしたことですし 
まずはつぶやいてみましょう。

pakisu000083

 

右側に文字数が表示されます。記入したら右下の 
send ボタンを押せばつぶやけますね。 

pakisu000082

 

echofon で確認。('A') 

複数アカウントの場合、左上のアカウントの部分が青く反転します。青く表示されているのが現

在選択されているアカウントになりますので、間違えて複数選択しちゃったり、別のアカウント

でつぶやかないよう注意しましょう。 

ちなみに2つ選択した状態でつぶやくと 

pakisu000084

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000083_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000082_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000084_2.jpg


こうなります。 ('A') 気を付けてね。 

次は便利な短縮URLの操作です。 

pakisu000085

 

このようにつぶやく場所にURLをコピペします。 

pakisu000087

 

マウスをURL上に持ってきてクリック！ 

pakisu000086

 

自動的にbit.lyの短縮URLに変換されます。 
非常に簡単ですね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000085_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000087_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000086_2.jpg


次は画像の投稿とかもやってみましょう。 
ＵＰしたい画像を用意して 

pakisu000091

 

つぶやく場所までドラッグしてください。 
そうすると自動的に画像ファイルが追加され、send を押すとと画像も一緒にアップロードされ
ます。 

pakisu000092

 

こんな感じですね。すごい簡単です。さすがAdobe Airだ。 

まずは簡単な使い勝手とインターフェイスの説明になりました。長くなりそうなので、その2でカ
ラムの設定と各種設定方法を紹介します。 

つづきます 

TweetDeck カラムや種設定方法 その2:susi-paku website

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000091_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Twitter_8E0/pakisu000092_2.jpg
http://www.susi-paku.com/pakutweetdeck-2.html


無料の日本語手書きフォントいろいろ！明朝体やゴシックに飽きたら使える便利な16
書体を紹介

tegaki

当方サイトでも多用されている日本語手書きフォントをいろいろ紹介します。手紙にもちょっと

したデザインのアクセントにも使えますね。合計16書体

フォントの紹介と使用テストは下記からどうぞ

fontmiyuki

みゆきFONT 

かなり、手書きっぽいです。特に英文字が特徴的でバナー上の説明文とかに使ったりできそうで

すね。 

fontmikacyan

 

オリジナルフォント【みかちゃん】 

当サイトで多用している susi-paku 御用達のフォント。「おんぷ」と変換するとハートマークに
なります。('A') 

http://mikiyu.oops.jp/405/font.htm
http://www001.upp.so-net.ne.jp/mikachan/


fonthuiji

ふい字置き場 

fontohisama

 

おひさまフォント置き場 

うっかり筆圧を５部ダメにできるフォントだそうです。ｗ 
ふい字さんの書体は大手情報サイトとかで普通に使われていますね。('A') おひさまフォントいい
感じだなぁ。 

fontkiroji

 

SecondWave » 手書き風総合書体 - きろ字 

１文字１文字が安定した大きさなので、長文などには便利ですね。 

fontnikukyu

 

http://hp.vector.co.jp/authors/VA039499/#hui
http://hp.vector.co.jp/authors/VA039499/#ohisama
http://www.ez0.net/distribution/font/kiloji/


fontfonya

にくきゅうフォントとほにゃ字フォント 

漢字対応していないですが、動物系サイトで使えそうなにくきゅうフォントと、ほにゃほにゃし

ているフォントほにゃ字フォント 

fontheta

 

へた字95の詳細情報 : Vector ソフトを探す！ 

当時は有名で皆使ってましたね。 

fontdame

 

FONT a Go! Go! 

ダメ字・ダサ字の脱力系フォント。今日も鬱系ブログで使えそうですね。 

http://honya.nyanta.jp/f/dl.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se166974.html
http://ha4.seikyou.ne.jp/home/azipon/font.html


fonthart

はーとふぉんと 

なかなか癖があるフォントです。愛情をこめて使えますな。('A') 

fonteruma

えるまーフォント 

サインペン風なフォントです。文字の大きさも一定で使いやすいですね。 

fontazuki

あずきフォント フォント 

ちょっと清書した感じで、清潔感のある手書きフォントですね。 

fontakua

あくあフォント推進委員会 

会社の書類であくあフォントが使いたい人という文面がわらった あくあフォント（サイト面白

http://www.geocities.co.jp/Milkyway/5107/h-font/
http://homepage3.nifty.com/elmer_/font/elmer_font.html
http://azukifont.com/font/index.html
http://www5d.biglobe.ne.jp/~attic/aqua/


いよ） 

fontarmd

 

海沿いカリグラ邸！無料ダウンロード 

自分的には結構な脱力系の手書き文字です。電話とった時のメモってリアルにこんな感じがしま

すな('A') 

fontshinekyapusyon

 

Chiphead
映画の字幕などに使われているフォントだそうです。 
確かに、洋画などの下に流れてそうですな。 

っとまぁ、今後増えそうならその２でもやってみます。 
まだまだあるので ('A')ノ ＲＴでもください。 

漢字フォントとか本当に日本語って大変だと思います。 
（個人的に一部フォントはカンパしてます。）

http://calligra-tei.oops.jp/download.html
http://chiphead.jp/


CS-CART　基本設定の項目が廃止になりページのタイトル等を設定する項目が変更
になったのでメモ

cs-sagasu

cs-cart v2.1.1-jp-1以前のバージョンにはページタイトルを変更する基本設定という箇所があった
のですが、それ以降の最新バージョンになってからページタイトルやMETAタグの設定ができる
箇所が変更になっています。

CS-CARTのページタイトルの設定については下記から
pakisu000068

 

ページタイトルというと、

<title>CS-Cart. PHPベースソフトウェア</title>

ページごとのタイトル文言を設定できる箇所なのですが、 
以前は基本設定という項目があり、そこから設定できました。 

4.7.1 基本設定 - 【CS-Cart】 ネットショップを始めるなら、このショッピングカート！ 

バージョンアップが行われてから、基本設定の項目がなくなってしまい、ページにタイトルが付

けられないorz 
っとなっていたので、調べてみましたら 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_DC91/pakisu000068_2.jpg
http://www.cs-cart.jp/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB/%E7%AC%AC%EF%BC%94%E7%AB%A0%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E7%94%A8%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB/4-7-%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3/4-7-1-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E5%AE%9A


新しいバージョンでは、デザインからブロックごとにページタイトルとMETAタグの設定が行え
るようになっています。 

pakisu000070

 

各タグの右側にアイコンが表示されているので、 
そこをクリックすることにより、設定を行えます。 
※ このアイコンで設定できるとか・・・ 

pakisu000071

 

クリックするとこうなります。 

pakisu000072

 

各ブロック単位で設定できるため、 
トップページのタイトルも変更することができます。 

※ トップページを変更した場合、全ページよりも優先してタイトルが変更されます。 

詳しくは下記より参照 
4.7.4 ブロック - 【CS-Cart】 ネットショップを始めるなら、このショッピングカート！ 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_DC91/pakisu000070_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_DC91/pakisu000071_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_DC91/pakisu000072_2.jpg
http://www.cs-cart.jp/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB/%E7%AC%AC%EF%BC%94%E7%AB%A0%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E7%94%A8%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB/4-7-%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3/4-7-4-%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF


余談ですけど、各ページごと全入力になっているから、MTみたいなタグで<$MTBlogName$>と
か<$MTEntryTitle$>ないのでしょうか。 

あれば、トップページ ： サイト名みたいにできるのでかなり楽だと思ってしまいます。('A')おし
まい



車（マイカー）で祈祷する交通安全で有名な川崎大師で初詣の参拝をしてきました。

kawasaki

ビックスクーター購入から２年目が経過しまして、今年も交通安全で有名な川崎大師に行って参

りました。(‘A’) １月３日だったので少しは空いてくるかと思ってたんですが、ものすごく混んで
まして参拝するのに1.5時間待ちでございました。

車での祈祷の様子と初詣の様子は下記からどうぞ

pakisu000033

 

川崎大師の薬師殿です。 
車（マイカー）で入場して祈祷することができます。 

pakisu000036

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000033_4.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000036_2.jpg


こんな感じで、祈祷する車が順番に並べられます。 
（バイク乗っている人少なかった） 

pakisu000035

 

自分のバイクのナンバーと住所とかを記入しに行きます。（祈祷が終わったらお札とかがもらえ

ます。） 

pakisu000034

 

カキカキ φ('A') 

pakisu000037

 

ご祈祷費用は¥5,000になります。 
約７年前に赤信号無視の１９歳にぶつけられ、大腿骨骨折の重傷を経験しているので、こういっ

た交通安全の祈祷って本当に大切だと思います。 ('A') 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000035_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000034_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000037_2.jpg


pakisu000040

 

pakisu000038

 

交通安全ステッカー、メモ帳、交通安全のお守り、身代守をもらえます。（これとは別に祈祷後

にお札がもらえます） 

pakisu000039

 

ちなみに、去年もらったステッカーは剥がして引き取ってもらえます。（街中で毎年もらえるか

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000040_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000038_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000039_2.jpg


ら複数貼っている人いますよねｗ） 

pakisu000031

 

本殿でご祈祷してきます。 

pakisu000042

 

本殿のとなりに彩色仏画（ぬりえ）も販売してまふ。 
亥と卯を買いました。('A') 

という感じで、祈祷も終わったと思ってエンジンかけようと思ったらスターターが動かないとい

うトラブルが発生しまして、新年早々 保険屋に電話→バイク屋に連絡→業者到着バッテリーチャ
ージ という災難で小一時間。 

次はバイクを置いて、川崎大師本堂での初詣 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000031_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000042_2.jpg


pakisu000043

 

ここの商店街は一年で一番忙しいんでしょうね。 

pakisu000044

 

pakisu000045

 

大きな地図で見る 

場所はこの辺です。毎年出店がすごい事になってます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000043_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000044_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000045_2.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?f=d&source=embed&saddr=%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%AE%E5%9C%B0%E7%82%B9&daddr=&geocode=FdA4HgId5hxUCA&hl=ja&mra=mr&ttype=dep&date=11%2F01%2F03&time=22:51&noexp=0&noal=0&sort=time&sll=35.535038,139.729507&sspn=0.003453,0.006287&brcurrent=3,0x601860d85baebd15:0x264b36be6ce2cf2,0&ie=UTF8&t=h&start=0&ll=35.535038,139.730108&spn=0.000764,0.000807&z=19


pakisu000046

お金触った手で料理をバンバン作っているので衛生的に大丈夫かなっと心配になるわけですが、

儲かるんでしょうねー。お祭りって感じですね。 

pakisu000047

参拝は迂回ルートが用意されてます。約250Ｍの渋滞です。 

pakisu000048

 

ここまでで40分近く並びます。＠100Ｍ 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000046_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000047_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000048_2.jpg


pakisu000049

 

だいぶ暗くなってきました。 

pakisu000050

 

見取り図はこんな感じ 

pakisu000051

 

ようやく入口 ('A') 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000049_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000050_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000051_2.jpg


pakisu000052

 

毎年気になるプラカード 

pakisu000053

 

 

ゆっくりすすんでくださーい WALK SLOWLY ('A') 

pakisu000054

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000052_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000053_2.jpg
http://eyevio.jp/movie/410102
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000054_2.jpg


pakisu000055

 

本堂側から撮影。すごい混み具合。 

pakisu000056

 

帰りはトントコ響き渡る商店街 

pakisu000057

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000055_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000056_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000057_2.jpg


pakisu000058

 

ここであま酒買いました。('A') 

 

 

トントコ飴の様子。('A') トントコトントコトントントントコ♪ 

という感じで、2011年も良い年でありますようね。 
どうぞ、みなさんよろしくお願いいたします。 

エーワン マルチカード インクジェット専用タイプ 透明ツヤ消しフィルムタイプ A4判 10面 名刺
サイズ 3シート(30枚) 51181

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/e5ed69367d00_13805/pakisu000058_2.jpg
http://eyevio.jp/movie/410104
http://eyevio.jp/movie/410106
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0000ACBUV?ie=UTF8&tag=susipaku-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B0000ACBUV


鬼門（北東）の玄関や裏鬼門（南西）の水回りなど、少し知っとくだけで運勢がUPし
そうな風水を調べてみた

husui

２年で３回も引っ越ししている引っ越し貧乏のsusi-paku です。(‘A’) 最初に住んでいた家は、胃潰
瘍で入院したりリーマンショックが発生したりとか、まぁ色々あったので詳しい（霊的にも）人

に見てもらったら構造上最悪だったと言われまして、「あぁ、運気ってあるんだなぁ」っと感じ

ている今日この頃です。

最近、引っ越ししたばかりなので、風水について調べてみた事について書いてみました。自分の

家の鬼門くらい知っておいて損はないようですよ。

詳細は下記からどうぞ、

pakisu000027

 
（京都御所の鬼門対策）

風水とか、そういった類に詳しいわけではなくて、鬼門がどーとか言える身分ではないので

すが、 

自分の部屋を見てくれた人いわく、部屋の模様替えをして配置や物の置き場所を変えるだけでも

、今までより新鮮な感じに感じたり、温度も違うでしょ？とそれが専門的になったのが風水だと

か言ってました。 

また、知っておくのと知らないのでは全然違うらしい（気の持ちよう）ので、まずは自分の家の

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cb9ad30eff9f_BAC9/pakisu000027_2.jpg


玄関がどちら向きぐらいは知っておくといいみたいです。特に玄関大事みたいですよ。 

そいうわけで、さっそく、大事な方位についてですが、 
鬼門は北東、裏鬼門が南西になるそうです。 
下記画像参照。 

なぜ、鬼門が北東なのか知りたい人はwiki見といてね。 
鬼門 - Wikipedia 

6b6cdde8

上記を踏まえまして、自分の住んでいるところをGooglemapで調べてみますか。 

あちこち方位 

上記サイトでは、球面三角法による方位を表示してくれます。（上が北で下が南でしょ。間違っ

てないですがね） 

pakisu000028

 

サイトを開いたら、右下に検索窓が表示されていますので ここに自分の住んでいる住所を押すと

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC%E9%96%80
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cb9ad30eff9f_BAC9/6b6cdde8_2.gif
http://h200.com/houi/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cb9ad30eff9f_BAC9/pakisu000028_2.jpg


中央に表示されます。 

pakisu000029

 

表示されたら。左のメニュー部にある画面中央を自宅に設定を押すと 

pakisu000030

 

こんな形に表示されますので、画面中央の方位盤のような表示を北東方向に持っていくと 

pakisu000026

 

上記のように左にある方位盤が北東に矢印を向けますね。これが鬼門の方向になるわけです。 

京都みちしるべ：京都御所：鬼門と｢猿」

そんな感じで、自分の住んでいる所はどこを向いているかがわかりました。次は対策とかどのよ

うな影響があるか知っておくとよいと思われます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cb9ad30eff9f_BAC9/pakisu000029_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cb9ad30eff9f_BAC9/pakisu000030_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cb9ad30eff9f_BAC9/pakisu000026_2.jpg
http://ktjoren.kyo2.jp/e127534.html


当然、すべての人が 北東に玄関があるわけではないので玄関方位についてまとめられたブログを
参考にしてください。 

風水マメ知識: 方位ごとの玄関編 

あとは簡単ですが、方位ごとどんなインテリアとかがいいのか説明されたサイト早見表 

風水インテリア : 風水の方角 早見表 

方位偽装の件について書いてますね。 
確かに南向きとか書かれているのに実際は結構ずれていたりする物件ありますよね。('A') 自分で
調べるのって大事ですね。 

風水、物件探しは方位偽装に気をつけて: ほへと のブログ 

ＷＩＫＩよりもわかりやすく、鬼門の対策など事例を出して書かれているサイト 

鬼門とは 北東編 

っというわけで、初詣に行く人が多いので鬼門に厄除けの札はるものではないそうですから、こ

れも気を付けてくださいね。 

厄除けのお札と鬼門 : あるあるネタ・びっくりエピソードが満載！ クチコミ大辞典: COBS
ONLINE／コブス オンライン 

とにかく、北東方向は常に常に清潔にして、ホワイトセージの葉とか焚いておきましょう。('A')ノ

気にするようになってから、絶望の日々より数段ましになった susi-pakuより。おしまい

http://tikoto.cocolog-nifty.com/husui/cat3525931/index.html
http://105affi.com/hougaku.html
http://hoheto.seesaa.net/article/56754327.html
http://www.kasou.com/main/kimon1.htm
http://cobs.jp/com/km/jiten/2008/08/post_760.html


休日でも仕事のあなたに！店内ＢＧＭにも使えるＶｏが入っていないおススメ作業用
音源をまとめてみました。

sagyou

年末年始だろうが、国民の祝日だろうが絶賛仕事が趣味のsusi-paku です。(‘A’) 社内ＢＧＭで仕事
の邪魔にならなく、かつ自分以外の人間がいる時にでも安心して流せる曲をまとめてみました。

「眠くなる」は除いたとして、ロック好きだけどレゲエ嫌いとかあって、曲の選定って難しいん

ですよね。

詳細は下記からどーぞ

それでは一気に紹介します。 
各動画ごとループ推奨ですね。(リンク切れ・削除があったらＲＴしてください )  

【ニコニコ動画】θ波潜在能力開発（ヒーリング系作業用BGM) 

【ニコニコ動画】【作業用BGM】作業に集中できる癒し曲集【ヒーリング】 

【ニコニコ動画】【作業用BGM】作業に集中できる癒し系な曲を集めてみた【高音質】 

【ニコニコ動画】泣ける神的ピアノ＆ストリングス系インスト曲集【作業用】 

【ニコニコ動画】作業用BGM　いろいろと追い込まれてる人向け 

【ニコニコ動画】癒しの立体音響ウォーターワールド【超高画質、超高音質】 

【ニコニコ動画】作業用BGM　肩に力が入りがちな人向け
【ニコニコ動画】【作業用BGM】 集中力を高めるクラシック 【勉強用BGM】 

【ニコニコ動画】作業用BGM　勉強用BGM　θ波　記憶力UPのためのMusic 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9ccffc01491c_7803/sagyou_2.png
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2069100
http://www.nicovideo.jp/watch/sm7051936
http://www.nicovideo.jp/watch/sm7683379
http://www.nicovideo.jp/watch/sm7758457
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1929885
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1918731
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1690155
http://www.nicovideo.jp/watch/sm8098646
http://www.nicovideo.jp/watch/sm7865827


番外 （ susi-paku 個人的に作業用） 

【ニコニコ動画】【作業用BGM】厳選·久石譲 神曲集Ⅰ 

【ニコニコ動画】【作業用BGM】厳選·久石譲 神曲集Ⅱ 

【ニコニコ動画】【全100曲】 たっぷりレトロゲーム音楽 BGM集 【SFC・PCE編】 

【ニコニコ動画】【全100曲】 たっぷりレトロゲーム音楽 BGM集 【FC・FCD編】 

当時FLASHで流行った曲を聞きながら作業しているときが多いので（POPSONIC とか ONOKEN
さんの曲とか） 

時間があるときにでもまとめて作ってみようかなぁ。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm5843128
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10692569
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10851203
http://www.nicovideo.jp/watch/sm9109440


拠点を防衛しながら占領していくFlashゲームControl craftを攻略してみました。【動
画あり】

hurubokko

Control craft というRTSっぽいゲームを攻略してみました。グラフィックはパタポン（PSP）っぽ
いですが、リズムに合わせる事はなく、自分の拠点を防衛しながら兵士を運用し攻めたり守った

りするゲームとなっております。

操作方法とか攻略については下記からどうぞ

Control craft FLASHGAME (フルスクリーン）

pakisu000018

 

画面の見方はこんな感じです。 
青文字が自分の拠点で他の色がＣＰＵがいる拠点です。 
白色は誰も占拠していない拠点となります。 

pakisu000011

 

http://www.jp.playstation.com/scej/title/patapon/3/
http://cache.armorgames.com/files/games/controlcraft-without-7553.swf
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4d5900b836f0_E57B/pakisu000018_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4d5900b836f0_E57B/pakisu000011_2.jpg


次にマウス操作です。青い自分の拠点をクリックしてドラッグ、移動したい場所でクリックする

ことで拠点から兵士が登場し移動してきます。 

ドラッグしている最中、点線のヘルプが表示されます。これが兵士の移動するルートとなり

ます。 

pakisu000019

 

次は、拠点の数字について説明します。 
数字はその施設にいる兵士の数となっています。 
30と表示されれば30体の兵士が駐屯していることになります。この兵士をドラッグして移動させ
た場合、表示されている数値の半分の数の兵士が移動します。 
なので、30の表示がされている場合、15体の兵士のみが移動して、残りの15体が拠点に残るよう
になっています。 

そのようにして、ゲージを溜めながら、相手の数値を減らして占拠していきます。っというわけ

でまずはＭＡＰ1を攻略してみたので動画を見てなんとなく やり方を覚えてくださいｗ。 

 

拠点がたくさんあることで、そこを通過しながらドラッグすると一気に兵士を移動させることが

できます。＠ふるぼっこ 

一応注釈として、ゼロの数値の場合は兵士を通過させるだけで拠点ゲットとなります。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4d5900b836f0_E57B/pakisu000019_2.jpg
http://eyevio.jp/movie/409509


pakisu000012

 

チュートリアル 

pakisu000013

 

この拠点は通常の兵士ですね。 

pakisu000015

 

これは、アーマーを来た兵士を生み出す拠点ですね。 
動きとゲージの回復が遅いです。長距離移動させるときとかいい感じです。（強くても兵士の単

位は通常の兵士と変わらないです。拠点を占拠させる為に使うのはもったいないですね。） 

pakisu000016

 

ジャンパーといって、好きな拠点へ一気に飛び立つことができます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4d5900b836f0_E57B/pakisu000012_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4d5900b836f0_E57B/pakisu000013_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4d5900b836f0_E57B/pakisu000015_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4d5900b836f0_E57B/pakisu000016_2.jpg


pakisu000017

 

サンダーボルト、自分の拠点にするとすごい便利ですが 
敵の拠点になると、表示されている数字分兵士が即死します。ｗ 

というわけで、攻略動画 
まずは、色々な色と兵士の種類が登場するマップ 

 

次は、うちのＣＬＡＮのメンバーがクリアできねーっといってたちょっと難しいサンダーボルト

の船のマップ 

 

んで、最後は一番右のラストのマップ 

 

結構な暇つぶしと マウス操作の練習になります。 

ぜひ、ハイスコアーを目指してやりこんでくださいね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/4d5900b836f0_E57B/pakisu000017_2.jpg
http://eyevio.jp/movie/409510
http://eyevio.jp/movie/409512
http://eyevio.jp/movie/409511


ロッテから絶賛発売中（？）のニコニコ動菓を買って食べてみました。カードはその
うちレアに？？

nikoniko

近くのセブンイレブンいい気分に行きましたらロッテさんから、ニコニコ動画菓なるビックリマ

ンが発売されておりました。「なにこれｗ」 (‘A’) って感じで買ってみましたよ。

詳細は下記からどーぞ

ニコニコ動菓〜業界初！ニコニコ動画公認のお菓子が登場！〜

R0014765

 

こんなパッケージ。普通にうまい棒とかの駄菓子コーナーで販売してましたよ。

裏側はこんな感じ 

http://info.nicovideo.jp/douka/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9d19aa42767a_71A0/R0014765.jpg


R0014764

 

カードも入って 価格は８０円となってます。 
３６種類のカードが１枚入っているそうです。 

R0014770

 

このウェハースはｗｗｗｗ 
ロッテさんもOEM販売を開始されたんでしょうか ('A') 

お口の恋人 ロッテ｜チョコレート｜ニコニコ動菓 

ちなみにロッテのニコニコ動菓のサイトには 

pakisu000019
 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9d19aa42767a_71A0/R0014764.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9d19aa42767a_71A0/R0014770.jpg
http://www.lotte.co.jp/products/category/niconico/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9d19aa42767a_71A0/pakisu000019_2.jpg


あぁ、ロッテ公認の作ってみたシリーズねｗ 
そのうちロッチから裏シリーズも作ってほしいですね。 

R0014772

 

ニコモバが入ってました。('A') 
可愛いなー

R0014773

 

悪魔 VS 天使 じゃなかった。ｗ 
これ集める人ってどういう人なんだろう、っというわけで 
ヤフオクを調べてみました。 
あと、レアとかあるのかな・・・ 

「ニコニコ動菓」の検索結果 - Yahoo!オークション 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9d19aa42767a_71A0/R0014772.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9d19aa42767a_71A0/R0014773.jpg
http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&p=%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%8B%E3%82%B3%E5%8B%95%E8%8F%93&auccat=0&tab_ex=commerce&s1=bids&o1=a&slider=0


pakisu000020  

うは、いるいるｗ 
コンプリートすると5000円くらいになるのかな ('A') 

ニコモバカードも100円〜入札がついているので、売ったら原価回収できますな。 
（ほしい人いたら、ついったーでメッセージくれればあげますｗ） 

余談ですが、ロッテから販売中のニコニコ動菓ということまさかとは思うけど、ニコニコ製菓な

んかないよね。。 

っと思ったら、あった。 

浜松の投げ餅、餅まき【ニコニコ製菓】 

pakisu000021

 

製菓なサイトでした。きれいなサイトですね。('A') 

ドワンゴさんぜひ、第二弾はニコニコ製菓さんとコラボしてもらいたいものです。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9d19aa42767a_71A0/pakisu000020_2.jpg
http://www.nikoniko-seika.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9d19aa42767a_71A0/pakisu000021_2.jpg


Tiltシフトや明度の雰囲気がある画像加工などに超便利なTiltShift Generatorを使って
画像加工してみた

tiltup

Adobe Airで初めて導入したソフトがTiltShift Generatorだったsusi-paku です。最近はWEB上で直
接加工できるジェネレーターも出ているんですね。便利だ(‘A’)

Cool!なWEBサイトとか作っている方、このジェネレーターひとつでほとんどの素材作れるんじゃ
ないでしょうか？っと思うくらいカッコイイ画像が作れちゃいます。

詳細とサンプル画像は下記からどうぞ

TiltShift Generator - Art&Mobile

pakisu000013

 

サイトを表示すると、WEB上で加工できるジェネレーターが表示されます。（自分はAdobe Air版
を使ってます） 

http://www.adobe.com/jp/special/air/install_guide/
http://labs.artandmobile.com/tiltshift/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/87bd4ed6b326_7029/pakisu000013_2.jpg


pakisu000015

 

個人的なまとめはこんな感じ。 
Brigtness と strength の調整ですごくいい感じの画像ができます。※ 上の設定名は適当です。 

使ってみるとこんな感じです。 

tiltshift

 

出来上がった画像はこれ。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/87bd4ed6b326_7029/pakisu000015_2.jpg
http://eyevio.jp/movie/409017
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/87bd4ed6b326_7029/tiltshift_2.jpg


他にもテストするために下記画像をそれっぽく加工してみました。 

pakisu000012

 

某所駅ｗ 

eki1

 

古ぼけた感じの中に明かりが 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/87bd4ed6b326_7029/pakisu000012_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/87bd4ed6b326_7029/eki1_4.jpg


eki2

 
eki3

 

ちょっと、Tiltショット気味になりましたかね。 
ここにタイトルとかつけてみると↓なります。ｗ 

susi-pakumar

 

ちょっとしたロゴを載せる時などにいいかもしれないですね。他にもGIGAZINEさん紹介のジェ
ネレーターもありました。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/87bd4ed6b326_7029/eki2_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/87bd4ed6b326_7029/eki3_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/87bd4ed6b326_7029/susi-pakumar_2.png


自分の撮影した写真をミニチュア風に変えてくれる「TiltShift maker」 - GIGAZINE 

これもなかなか便利ですね。

http://gigazine.net/news/20090107_tiltshiftmaker/


仕事の合間にダイヤモンドバイトと印刀を使って、青田石の判子を彫ってみました。

intousan

たまには、データで作る物ではなく、素手でものづくりをしようと桜井産業さんからいらなくな

ったダイヤモンドバイトをもらい、オリジナル判子を彫ってみました。

詳細は下記からどうぞ、

pakisu000002

 

今回用意しましたのは、青田石という判子用の石 
印材 青田石-篆刻用品販売 

ここのサイトにある、 

青田青白章 ８分 
■サイズ（ｍｍ）２５×２５×５０ ¥210（税込） 

彫りやすそうだったのと、安かったのと、模様がいかにも判子っぽいので購入。 

お次は、印刀を用意しようとヤフオクで、使いやすそうな彫刻刀があったので購入。 

9mm彫刻刀 本刃鋼付 ってやつでした。1本1500円 結構しました。 ('A') 

http://www.grandroyal.co.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/245997ee0233_1293E/pakisu000002_2.jpg
http://www.osakakyouzai.com/sub119.html


石を売っているサイトでも購入できます。半値くらいですな。ｗ 一番使うので持ちやすいのがい
いと思います。 

印刀販売 篆刻用品 

pakisu000004

 

彫刻刀は幅が広いので 荒削り用として考えていたので、細かい作業用のがほしいと思ってダイヤ
モンドバイトを用意しました。むしろもらいました。 
見ても分かるとおり、焼結体多結晶の8ミクロンのダイヤがついてます。（ボラゾンじゃないよ）

上の刃物は、彫刻機用のダイヤモンドバイトで先端開き幅が30度で先端刃先はノーズRが0.05つ
いているので、文字の細かいところを削るときは最高でした。('A') 

んで、真ん中の尖ったダイヤモンドバイトは、裏挽き・スミ取りのバイトです。細かい部分やR部
分のエッジ取りなどに重宝しましたです。ちなみにこちらのダイヤモンドバイトを買うと数万す

るそうですよ。 

ダイヤモンドバイト-桜井産業 

ダイヤモンドバイトで判子作る人っているのかっと贅沢に作ってみました。('A') 

http://www.osakakyouzai.com/tenkoku2.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/245997ee0233_1293E/pakisu000004_2.jpg
http://www.grandroyal.co.jp/DB.htm


pakisu000005

 

ちなみに彫るのは高校の授業ぶりです。ｗ 
油性のマジックで下書きして、そのまま彫りはじめます。 

彫りやすいって書いてましたけど、ダイヤでも結構硬い 

pakisu000006

 

彫り終わり！時間があれば半日くらいで作れますね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/245997ee0233_1293E/pakisu000005_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/245997ee0233_1293E/pakisu000006_2.jpg


pakisu000007

 

というわけで、早速スタンプを押してみます。('A') 

pakisu000009

 

修正なしで一発でうまくいきました！ 

intou03

 

本当は年賀状に押したかったんですが、 
喪中なので、機会があれば使ってみたいと思います。 

なんだか、社判とか認印とか自分で作ってもいいかもって 
思いました。 あー ものづくり楽しい ('A')

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/245997ee0233_1293E/pakisu000007_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/245997ee0233_1293E/pakisu000009_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/245997ee0233_1293E/intou03_2.png


うわぁ、、ソフトバンクモバイルが素材サイトfotoliaのロゴ入り有料素材をWEBサイ
トで使用してる件

sot

GIGAZINEさんの記事から、ソフトバンクモバイルのサイトが素材サイトfotoliaのロゴ入り有料素
材をＷＥＢサイトで無断使用している（？）件について記事がありました。WEB制作のお仕事と
かもしている関係で非常に気になる今後の動向な為、さっそく取り上げてみましたよ。

【ソフトバンクからの結論は、、】

「画像を購入したけれども、間違ってサンプル画像を使ってしまったという可能性があるので、

確認します」との事だそうです。苦しいね (‘A’)

誤った方法で利用した場合の対処（法的含む）について、Fotolia さんに聞いてみたところ、規約
に基づき慎重に対応するとの事です。深く聞いてみましたが、具体的な事は公にできないような

ので知りたい人は直接聞いてみてください。(‘A’)
※ やり取りのお問い合わせフォーム使いやすかったです。いいなぁ、あのシステム。

現在、公式サイトでは新しい画像に変更されています。 

詳細とまとめは以下からどうぞ

http://gigazine.net/news/20101227_sbm_fotolia/

2ちゃんで検証されている画像はこれ 
i0211945-1293430057

 

問題のソフトバンクモバイルのサイトはここ 
http://mb.softbank.jp/mb/service_area/sws/comiket.html 
【旧】 

http://gigazine.net/news/20101227_sbm_fotolia/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/da40dc779fcf_DBF2/i0211945-1293430057_2.jpg
http://mb.softbank.jp/mb/service_area/sws/comiket.html


pasik000088

 

【新】 
pasik000093

 

2ちゃんのスレはここ 
ソフトバンク公式サイト、有料素材サイトの画像を無断使用 

問題の画像があるサイトはここです。 
写真： This is books scramble. Many books on white background. (コピーライト) Vladimir
Melnikov #9228752 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/da40dc779fcf_DBF2/pasik000088.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/da40dc779fcf_DBF2/pasik000093.jpg
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/news/1293428556/l50
http://jp.fotolia.com/id/9228752


kaizoudo

 

比較画像を作ってみました。 
これは・・・ fotolia のＷＥＢ画像そのままだなぁ・・・ 
ちょっとだけ、中央のほうにワープっぽい変形入れている気がするけども・・ 
まさかＳＳしてもってきたとか・・ うーん、どうなんだろう。 

ＧＩＧＡＺＩＮＥさんの記事によると、 
------------------------------- 
GIGAZINE編集部で「fotolia」に電話して問い合わせてみたところ、ウォーターマークはサンプル
画像に入るもので、購入した場合は入らないとのこと。つまりソフトバンクモバイルはサンプル

画像を公式ページの素材として利用したことになります。 
------------------------------ 
そりゃ当然だよね。 
ＷＥＢ制作していた方が、サンプルで作った背景がそのまま採用されて 
そのあとに画像購入したのだけれども ロゴが入っている物が公開されてしまったとかになるの
かなぁ まぁなればいいけど、苦しい言い訳だよね。 

ＧＩＧＡＺＩＮＥさん追記ありました。 
ソフトバンクモバイルが素材サイトの有料画像を公式ページに無断使用か - GIGAZINE 

・15:30追記
---------------------------- 
ソフトバンクモバイル広報室に電話で確認したところ、「画像を購入したけれども、間違ってサ

ンプル画像を使ってしまったという可能性があるので、確認します」という回答でした。

---------------------------- 
■ あら、やっぱりそうかもしれないのね。これなら謝罪も炎上もしなそうですね。 

・16:45追記 
---------------------------- 
編集部で確認したところ、画像がウォーターマーク無しのものに差し替えました。 
---------------------------- 
■ というわけで、結果ＷＥＢ制作者さんのうっかりミスが原因っぽいです。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/da40dc779fcf_DBF2/kaizoudo_2.png
http://gigazine.net/news/20101227_sbm_fotolia/


素材を購入していたからよかった事ですが、これって購入していない場合はどうなるのか本当に

気になるところです。 

その辺、fotolia さんにお問い合わせしてみます。('A') ↓ 

************************************************** 
誤った方法で利用した場合の対処（法的含む）について、Fotolia さんに聞いてみたところ、規約
に基づき慎重に対応するとの事です。深く聞いてみましたが、具体的な事は公にできないような

ので知りたい人は直接聞いてみてください。('A') 
************************************************** 

・16:52追記 
---------------------------- 
画像の差し替えが行われましたが、Fotoliaの規約によると、以下のような権利表記が必要である
とのこと。つまり表記に不備があるようです。 

画像を使用する際には、Fotoliaにより提供される著作権（copyright）の表示を「c写真家名 -
Fotolia.com」の形式で行う必要がある。 
---------------------------- 
■ ん？どういう意味だろう・・クリエイティブコモンズでいうＣライセンスってこと？ 
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン 

こんな意味合いってことなのかね・・・ 
by-sa  by  

無料素材っていう定義難しいなぁ、ウォーターマーク（ロゴ）なんて自分のサイトとかに入れた

くないし、購入したから好き勝手に使っていいという事でもないという意味なのかなぁ ('A') 間違
ってたらすみません。 

ソフトバンクのサイトにFotolia の商標について追記されたみたいです。 
pasiks000000

 

商標について | SoftBank 

http://creativecommons.jp/licenses/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/da40dc779fcf_DBF2/pasiks000000.jpg
http://mb.softbank.jp/mb/aboutwebsite/trademark/overlay.html


いくらフリー画像といっても、著作のクレジットはサイトのどこかに記載しなくてはいけないと

いうわけですね。今後、注意が必要になりそうですな。 

pasik000091

  

関係ないけど ためしに Photoshop CS5 神ツール 
コンテンツに応じるをつかってみると

konntenntu

 

こうなります。 ('A') うひゃすげ （よい子はマネしないでね） 

この間、初音ミクで有名らしい絵師 ゆのみＰさんの有料素材トレス事件もあったけれど 

初音ミクで有名な絵師「ゆのみP」が∀ガンダムや有料素材サイトのサンプルを無断使用・トレス
発覚 【堕ちた天使】:【2ch】ニュー速VIPブログ(`·ω·´) 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/da40dc779fcf_DBF2/pasik000091.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/da40dc779fcf_DBF2/konntenntu_2.png
http://blog.livedoor.jp/insidears/archives/52349862.html


pasik000092

 

素材サイトの運営の規定とかって難しいよね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/da40dc779fcf_DBF2/pasik000092.jpg


様々な質感を適用できる無料のPhotoshopフィルター Xero Plugins が便利なので導入
してみました。

firuta

Photoshopのフィルターは様々な効果を重ねて利用することが多いわけで、種類が多ければ多い
ほど実現できる組み合わせも豊富になります。Xero Plugins では、そんなフィルターのプラグイ
ンを無料で提供しております。

Fritillaryフィルターはかなり便利ですよ (‘A’)
詳細はこちら

Xero Plugins : Fritillary
 
pasik000085

 

サイトからダウンロードしたファイルを Adobe → photoshop → plugin → fillter にコピーすると使
えるようになります。 

※ 32bit 版のみ使用可能なので 64bit版の方は下記のように 32bit 起動してください。 

pasik000086

 

効果の種類は多々ありまして、自分が結構な頻度で利用するフィルターを紹介します。 

http://www.xero-graphics.co.uk/set4/fritillary.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Photoshop_87B4/pasik000085.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Photoshop_87B4/pasik000086.jpg


xero

 

この画像にフィルター効果を付けてみます。 

firuta01

 

まずは、一番使う頻度が多い Fritillary フィルター 
Xero Plugins : Fritillary 

pasik000087

 

数値を変えることで、ドット絵のように効果を適用できます。 

firuta01ob

 

ブロック単位を指定できます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Photoshop_87B4/xero_2.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Photoshop_87B4/firuta01_2.jpg
http://www.xero-graphics.co.uk/set4/fritillary.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Photoshop_87B4/pasik000087.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Photoshop_87B4/firuta01ob_2.jpg


firuta02ill

 

お次は Illustrator というフィルタ、スケッチっぽく淡い表現ができますね。 
レイヤーを重ねて、TILTSHOTなどに利用するときもあります。
Xero Plugins : Illustrator 

firuta03ti

 

Titanium フィルター 
これは、輪郭を抽出したりあえて外線を強調したりするとき使います。 
Xero Plugins : Titanium 

firuta04rad

 

Radiance フィルター、文字を強調したりするときに使えますね。これはいろいろな用途がある
ので、便利です。 
Xero Plugins : Radiance 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Photoshop_87B4/firuta02ill_2.jpg
http://www.xero-graphics.co.uk/set2/illustrator.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Photoshop_87B4/firuta03ti_2.jpg
http://www.xero-graphics.co.uk/set4/titanium.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Photoshop_87B4/firuta04rad_2.jpg
http://www.xero-graphics.co.uk/set4/radiance.htm


firuta05abstract

 
Abstractor フィルター、写真を平面画にしたいときや減色するときに使ったり Radiance フィルタ
ーの上位として外側ぼかしなんかに使ってます。 
Xero Plugins : Abstractor 

っという感じで、無料で導入できますのでぜひ導入してみてください ('A')ノ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Photoshop_87B4/firuta05abstract_2.jpg
http://www.xero-graphics.co.uk/set4/abstractor.htm


CS-CART 全国一律送料の設定方法と価格に応じて配送無料にする設定方法

souryou

CS-CARTでは全国一律送料の設定と、一定価格以上は送料無料にするという設定がデフォルトで
は無いため（キャンペーンや個別商品ごとに送料無料にすることは可能）その設定方法をメモし

ておきました。

sdfasdf000171

 

購入画面にて、配送方法を選択する項目で 上記画像のようになる設定をします。 

まずは、全国一律送料の設定をしてみます。 

sdfasdf000161

 

管理画面にて配送方法/税金 → 配送方法を選択 

sdfasdf000162

 

配送方法の追加をクリック 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000171.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000161.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000162.jpg


sdfasdf000163

 

上記画像のとおり、一般のタグでの設定ウィンドウです。 
名称は、全国一律送料 にしました。ユーザーがわかりやすい名称にしてください。 

※ メモ1 
ここでの設定で、消費税を選択すると小計の時に送料+消費税で計算されます。チェックを入れな
い場合、内税（例えば送料1000円の場合1000円）で計算されます。 

ちなみに、宅急便などはすでに消費税が込で設定されてます。 

sdfasdf000175

 

消費税のチェックを入れるとダブルで消費税を課金してしまうので注意ですね。 

※ メモ2 
お届け日の表示日数は ユーザー側がお届け希望日を選択できる機能です。休業日を計算と書かれ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000163.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000175.jpg


ている休業日はショップ側で設定することができます。 

ショップの休業日の設定はアドオン画面から 
日本語アドオンを選択してください。 

sdfasdf000178

 

sdfasdf000177

 

そこから、休業日にチェックを入れる項目が増えます。 
これで、受注後４営業日とかできますね。 

さて、次は送料のタブを設定します。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000178.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000177.jpg


sdfasdf000164

 

価格に応じた送料設定では、0円を超過 1000 （円）を設定しました。 

これは、商品価格が0円〜 送料が1000円かかりますよって設定になります。 

sdfasdf000165

 

購入画面ではこうやって表示されます。 
※ 配送希望日はプルダウンで表示されます。 

それでは、次は5000円以上は送料無料の設定をします。 

sdfasdf000169

 

0円を超過 1000 （円） の下に新しい項目を追加 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000164.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000165.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000169.jpg


4999円を超過 0 （円） を設定します。 

sdfasdf000168

 

4999円では送料1000円が課金されますが 

sdfasdf000172

 

5000円以上は送料が無料になります。 

とりあえず、送料全国一律の場合は簡単に設定できるのですが、デフォルトで導入されているヤ

マトや佐川急便ではこの設定が行えないです 

sdfasdf000173

 

というわけで配送方法の項目では行えない為、 
キャンペーンを利用して一定金額は送料無料にするという設定が必要になります。 

キャンペーンの設定は以下の通りです。 

sdfasdf000179

 

カテゴリー商品 → キャンペーン → カート単位でのキャンペーンを追加 をクリックします。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000168.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000172.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000173.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000179.jpg


sdfasdf000181

 

一般タグでは 名前を送料無料としてみます。 

sdfasdf000182

 

キャンペーンの条件タグの設定です。 
条件を追加をクリックして、注文小計 → 5000 → 以上 を選択すれば、小計が5000円以上がこ
のキャンペーン対象になります。 

ちなみに、この条件設定は非常に便利で下記の設定がまでできます。 

sdfasdf000183

 

時間があったときにでも、キャンペーンについての記事でも書きますね。 

sdfasdf000184

 

次は、特典の設定方法です。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000181.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000182.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000183.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000184.jpg


ここで、条件にあったサービスを提供できるという感じですね。特典の追加を選択して、応じた

特典をプルダウンメニューから選択します。ここでは送料無料を選択して、 
どの配送方法の送料を無料にするか選択することができます。 

以上でキャンペーン上からの一定金額の送料無料設定が完了です。 

これで商品を購入すると 

sdfasdf000180

 

AJAXにて、上記のような項目が表示されます。 
視覚的にはいいですが、個人的には配送方法上で設定できればなーというのが本音です。 

('A')うまくできないかしら。
 
というわけで、CS-CARTの配送方法と一定価格以上の送料無料設定でございました。活用してみ
てください。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/CS-CART-_59E1/sdfasdf000180.jpg


【FLASHゲーム】Class 3 Outbreak 次々に感染していくゾンビの群れから警官を操り
救助するRTSっぽいゲーム

zonbisan

次々に感染していくゾンビの群れから、数人の警察官を操作して無事ヘリポートまで救助させて

あげるRTSっぽいゲーム！フィールドはGoogle MAPを利用して作られており意外と生々しいです
。

詳細はこちらか

Zombie Game | Class 3 Outbreak
sdfasdf000150

 

ゲームをスタートすると、イギリスかＵＳＡのマップ選択になります。ＵＳＡのほうがフィール

ドが広く、難易度も救出する時間もかかります。 

sdfasdf000151

 

ゲームがはじまると、OUTBREAK という箇所で感染が発生します。ここから一般市民がどんど
ん感染していきます。 

http://www.class3outbreak.com/zombie-games/c3o/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Class-3-Outbreak-_8B15/sdfasdf000150.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Class-3-Outbreak-_8B15/sdfasdf000151.jpg


ん感染していきます。 

ちなみにどのように感染してくかはシュミレーターというのがありますので、こちらからプレイ

する前にやってみましょう。 
Zombie Outbreak Simulator | Class 3 Outbreak 

 

こんな感じです。怖っ('A') 

さて、そんな感じで増え続けるゾンビを倒しながら救助に入るわけです。 

sdfasdf000152

 

スリーマンセルｘ2組 ツーマンセルｘ1組の警察官を操作していきます。右上のＵＮＩＴＳアイコ
ンをクリックすると、個々の警察官を選択することができます。 

操作方法は、警察官を選択（クリック）して目的地までクリックする（ＭＭＯのマウス操作）で

移動することができます。シングルクリックの場合 敵を排除しながら移動・ダブルクリックで目
的地を選択した場合 敵をスルーしながら移動します。強行突破などを行うとき便利ですね。 

http://www.class3outbreak.com/zombie-outbreak-simulator/
http://eyevio.jp/movie/408378
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Class-3-Outbreak-_8B15/sdfasdf000152.jpg


sdfasdf000153

 

感染者が５０人を超えると、研究者がオレンジ色のアイコンで表示されます。研究者もゾンビ化

してしまうので、やられないうちに警察官を操って救助します。 

sdfasdf000155

 

300人を超えると、パイロットマークが表示されます。 
このパイロットを救助してヘリポートへ向かう事でクリアとなります。もちろん最後は時間制限

が課さられるのである程度パターンを把握しておくといいですね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Class-3-Outbreak-_8B15/sdfasdf000153.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Class-3-Outbreak-_8B15/sdfasdf000155.jpg


sdfasdf000156

 

ヘリポートまで無事に到着したらゲームクリアになります。 

 

パイロットを引き連れてクリア動画 

それにしても音楽がなんともいえない不協和音で気持ち悪さを演出してますね。 

是非 ひまつぶしにどうぞ ('A')

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/Class-3-Outbreak-_8B15/sdfasdf000156.jpg
http://eyevio.jp/movie/408395


最強のオンラインストレージ Dropbox が正式版1.0ｘになり、同期フォルダの割り当
てなどが可能になったよ

drop

使い勝手が抜群で汎用性のよさなどから、非常に人気のあるオンラインストレージのDropbox が
とうとう正式版1.0ｘｘになりましたね。っというわけで、この際なので無料版での容量ＵＰ方法
や動機フォルダの割り当て方法などの設定をやってみたいと思います。

詳細は以下からどうぞ

Dropbox - Home - Online backup, file sync, and sharing made easy.
sdfasdf000138

 

バージョンアップしていない人は、まずはバージョンアップしてみましょう。公式から上書きす

る感じでセットアップが完了します。 

というわけで、まずは同期フォルダをＰＣごとに割り振ることができる機能を使ってみまし

ょう。 

これができることで、同アカウントでほかのＰＣ・モバイル端末でのみ欲しい情報が共有できる

ようになるという機能なんですね。特にモバイル（iphone とか GYARAXY)とか容量が少なくあ
まり必要ではないデータは共有せずに必要な情報のみ同期できるようにすることもできるん

です。 

https://www.dropbox.com/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-Dropbox-1.0_24FB/sdfasdf000138.jpg


drop2

 

Dropbox の設定ファイルをクリックして 
上のタブにある Advanced を選択してください。 

すると中段にSelective Sync という項目がありますので右側のボタンをクリック 

drop3

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-Dropbox-1.0_24FB/drop2_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-Dropbox-1.0_24FB/drop3_2.png


上記のように現在同期されているファイルが一式表示されます。このチェックをはずすと、この

ＰＣからチェックが外れたフォルダとは同期されないようになるって具合です。 

前からあったらいいなと思っていた機能なので満足です('A') Live Mesh ではその辺簡単に設定で
きたので 

あとは、Recentlychanged という機能（同期したファイル）もありましたね。 

sdfasdf000144

 

そんな便利なDropbox の容量を増やしてみよう。 
まずは公式サイトにアクセスして、左のサイドバーに表示されている。 

sdfasdf000146

 

Get extra space free をクリックしてください。 

sdfasdf000147

 

すると、だれか紹介すると無料で250MＢの容量を使えることができます。どんどん紹介してイン
ストールさせましょう。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-Dropbox-1.0_24FB/sdfasdf000144.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-Dropbox-1.0_24FB/sdfasdf000146.jpg
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sdfasdf000148

 

↑ 紹介フォームはここからですね。 
相手作のメールアドレスを入力して、相手側はそれを見てインストールをすれば、250ＭＢのＵＰ
が完了致します。 
どんどん紹介しても、５名分までの容量が限界となっております） 

これで容量がＵＰしたら、次はFacebook や twitter などでdropbox を紹介しましょう。 

sdfasdf000139

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-Dropbox-1.0_24FB/sdfasdf000148.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-Dropbox-1.0_24FB/sdfasdf000139.jpg


sdfasdf000141

 

Twitter で  Dropbox のいいところをつぶやいてください とか、フォローしてくださいとかが書い
てあります。 

https://www.dropbox.com/free 

上記ＵＲＬから、各コンテンツ + 128ＭＢ を設定できますので、ぜひやってみましょう。 

sdfasdf000140

 

容量が増えると上記のように表示されます。 

っというわけで、とりあえずざっくり機能を紹介しました。 
自分はLIVEMESH と併用利用しながら使っています。 
（誤って消してしまったファイルを復元できたりするから） 

あと個人的な使い方としては、データの保存先をDropbox に指定して、他のＰＣのデータと同期
することにより データの外部保存などをしなくてすみますし 

ＷＥＢサーバーにDropbox のフォルダを割り当てることによって、ＦＴＰを利用せずに利用でき
たり。 
これを第三者と共有すれば、ファイルサーバーとしても利用することができちゃったりしま

すね。 あー 便利 ('A') 

また、面白いことができるようになったら紹介させていただきます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-Dropbox-1.0_24FB/sdfasdf000141.jpg
https://www.dropbox.com/free
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-Dropbox-1.0_24FB/sdfasdf000140.jpg


まぐろのあら煮80円！&rdquo;財布にやさしくお腹はいっぱい&rdquo;激安居酒屋さく
ら水産に行ってきました。

sakura

まぐろのあら煮が８０円とか、二桁金額の料理が注文できる居酒屋さくら水産へ行ってきまし

たよ。料理メニューの画像はすごい量なのに、小さい注釈で ※この料理は５人前のイメージです
とか書かれている某居酒屋チェーンに比べたら、量も多いし本当に良心的で美味しかったので

レビューしてみます。

詳細は以下から

居酒屋「さくら水産」はヘルシーでおいしい新鮮な海産物料理を提供

sdfasdf000113

 

メニューはこんな感じです。 

http://www.oizumifoods.co.jp/index.html
http://www.teraken.co.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80_8BC0/sdfasdf000113.jpg


R0014643

 

お寿司９貫５５０円とか、コンビニの寿司より安いｗ 
('A') pakupaku 

R0014642

 

らっきょ80円 塩辛100円 魚肉ソーセージ50円 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80_8BC0/R0014643.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80_8BC0/R0014642.jpg


R0014641

 

お通しは200円でした。 

R0014644

 

あら、かわいい。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80_8BC0/R0014641.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80_8BC0/R0014644.jpg


R0014646

 

ソースも自社製（どこかのＯＥＭでしょうな） 

R0014651

 

キムチチゲ 480円 結構ボリュームありましたよ。 
某所居酒屋の量の５人前はありますなｗ 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80_8BC0/R0014646.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80_8BC0/R0014651.jpg


R0014655

 

まぐろのあら煮！８０円 おいしかったよ('A') 

R0014656

 

海鮮サラダさん。お刺身感覚で食べれるね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80_8BC0/R0014655.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80_8BC0/R0014656.jpg


R0014658

 

これは海鮮ピザさん。 

R0014660

 

お寿司9貫でございます。小ぶりながらもネタは新鮮でおいしかったです。 
これだけを食べに来てもいいですな ('A') 

というわけで、お財布にやさしく、味もボリュームも十分、いやはや、居酒屋という名の大衆食

堂でした。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80_8BC0/R0014658.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80_8BC0/R0014660.jpg


sdfasdf000114

 

また、系列店で ２５０円均一のにこにこ屋 なるお店もやっておるみたいですよ。こちらも一度行
ってみたいと思います。 

話題の激安居酒屋！「250円均一居酒屋 にこにこ屋」

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/80_8BC0/sdfasdf000114.jpg
http://www.teraken.co.jp/nico_web/


会員登録不要で相手先のアドレスを入れるだけ。150ＭＢまでファイル転送無料
のStreamfileを使ってみる

stream

大きなファイルをメールで添付したりすると、MAILER-DAEMON さんという方からメールが届き
ますし、かといってメディア媒体を利用すれば経費が掛かってしまいます。メールアドレスを入

力して目的のファイルを選ぶだけ、初心者にもやさしいファイル転送 Streamfile を使ってみま
した。

Streamfile - Send. Receive. Now.
大きなファイルを送信するときに重宝するのが、こういったファイル転送サービスなんですが、 

無料！大容量ファイル転送のFileTruck 
無料大容量ファイル転送サービス「宅ふぁいる便」 

などは基本的に会員登録をしなくては利用できないので気軽に転送するとは言い難いきもし

ます。 

Steamfile の場合、気軽にファイルを転送できるため一度使えばお気に入りツールという感じ
です。 

さっそく使ってみます。サイトを開いて 
下記の通り設定してみましょう。 

http://streamfile.com/
http://filetruck.jp/
http://www.filesend.to/


streamfile

 

1.Write recipient's email(s), separated by commas 
相手先のメールアドレスを入力 

2.Select one file 
150ＭＢまでの送りたいファイルを選択 

3.I accept the terms 
規約に同意するチェック 

そして、STREAM NOW を押すと転送が開始されます。 

sdfasdf000108

 

それでは、メールを待っていましょう。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/94db11ef2e63_125F0/streamfile_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/94db11ef2e63_125F0/sdfasdf000108.jpg


sdfasdf000109

 

Streamfile.com Team

You've got files!

というＨＴＭＬメールが届きます。（英語メールなのでチェーンメールと間違えないようにして

ください。） 

File name という項目を確認して、確かにファイルが正しいものか確認しましょう。 

そして、ＤＯＷＮＬＯＡＤ ＦＩＬＥ をクリック 

sdfasdf000110

 

すると、サイトにアクセスしてファイルのダウンロードを開始してくれます。 

期間内であれば何度もダウンロードできるので、その点もおすすめですね。（回数制限とかない

ので） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/94db11ef2e63_125F0/sdfasdf000109.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/94db11ef2e63_125F0/sdfasdf000110.jpg


個人的には、ファイルを送信する際にメッセージなような物をかける項目があったらいいなっと

思います。 

あと、SSL 256BIT暗号化認証のサービスを受ける場合は会員登録が必要になりますんで、 
ＧＩＧＡＺＩＮＥの未来への暴言に書いてある、ＹＯＵＴＵＢＥのみが真の破壊的ビジネスなよ

うに、転送期間が終了してもStreamfile で保管されている可能性もありますから、重要ファイルな
どのやり取りだけは避けた利用は必要かもしれませんね。（そこまで敏感になる必要はないと思

うけど）

とにかく 非常に使い勝手がよいので是非利用してみてください。



【動画、素材、WEB】あらゆるデザインの参考になる高クオリティなテンプレート販
売サイト

sousaku

クライアントに「ビジネスっぽいサイトを作って」とか、「オープニングはクールな動画を作っ

てよ」とか言われた時にネタとして便利なサイトをご紹介。

実際に気に入ったテンプレートを購入できるよう販売しているのはもちろんですが、 閲覧するこ
とは無料なので脳内の創作意欲に火をつける目的としてデザインの参考（ネタ探し）にすること

でも重宝します。

ページ1 | After Effects イントロ | プロ級ウェブデザイン | ホームページ テンプレート | Webデザ
イン テンプレート | ホームページ 作成 素材 販売 | webdezain.jp
テンプレート販売オンラインショップさんでは、 
企業ロゴの販売から、AEのイントロ、HTML5のテンプレートなんかまでも販売しております。
AEのイントロとか、結構かっこいいのがありますね。 

pasik000081

 

こんなのとか、 

商品#28718 | Corvus | プロ級ウェブデザイン | ホームページ テンプレート | Webデザイン テン
プレート | ホームページ 作成 素材 販売 | webdezain.jp 

商品#27734 | After Effects イントロ | プロ級ウェブデザイン | ホームページ テンプレート | Webデ

http://www.webdezain.jp/tmct/t-after_effects_intros/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/da6d2f7cc49f_843B/pasik000081.jpg
http://www.webdezain.jp/tmct/t-after_effects_intros/28718.php
http://www.webdezain.jp/tmct/t-after_effects_intros/27734.php


ザイン テンプレート | ホームページ 作成 素材 販売 | webdezain.jp 

WEBのテンプレートの種類も相当あります。 

pasik000082

 

宗教テンプレートというカテゴリもあるのが、すごい。ｗ 

ページ1 | 宗教テーマ | プロ級ウェブデザイン | ホームページ テンプレート | Webデザイン テン
プレート | ホームページ 作成 素材 販売 | webdezain.jp 

愛国主義って どんなテンプレと思ったら 
ページ1 | 愛国主義テンプレート | プロ級ウェブデザイン | ホームページ テンプレート | Webデザ
イン テンプレート | ホームページ 作成 素材 販売 | webdezain.jp 

デザインで困ったとき、自分の能力に限界を感じたとき、クライアントへのプレゼンテーション

が思い浮かばないとき、に利用できるのではないでしょうか？ ('A')ノ 
デザインも一昔な物ではなく、はやりをしっかり押さえているのがいいですね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/da6d2f7cc49f_843B/pasik000082.jpg
http://www.webdezain.jp/tmct/c-religious_17/
http://www.webdezain.jp/tmct/c-patriotic_templates_143/


SUBWAYの新作ビーフパストラミ＆モントレジャックチーズとスモークサーモン＆マ
スカルポーネチーズを食べてきました。

subway

SUBWAYのスタンプカードが満タンになったので、今だけの贅沢サンド２品を食べてきました。
(‘A’)

詳しくはこちら。

日本サブウェイ SUBWAY キャンペーン
main10-1

 

毎日やさいをはさもう！というわけで、オールウェイズココイチから、最近はＳＵＢＷＡＹに行

くようになりました。 

http://www.subway.co.jp/campaign/index10.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SUBWAY_1383E/main10-1_2.jpg


R0014594

 

絶賛広告中 

R0014596

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SUBWAY_1383E/R0014594.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SUBWAY_1383E/R0014596.jpg


R0014597

 

というわけで、お持ち帰り！レギュラーサイズで注文してみました。 

R0014607

 

これがスモークチーズ・・・・ 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SUBWAY_1383E/R0014597.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SUBWAY_1383E/R0014607.jpg


R0014609

 

こちらさんが、ビーフさん 

うーん・・・ 
画像にすると、どうしてこんなに美味しくなさそうにとられるのだろうでしょうか・・・ 撮
り方・・・('A') 
（ＧＩＧＡＺＩＮＥさんは なんであんなに美味しそうに撮れるのでしょうかｗ） 

というわけで食べてみた感想、ビーフパストラミの方が美味しいかなぁ。 

スモークも美味しいのですが、食べてて、スモークの 
「ぬるっ」とした食感が否めないですねぇ。 
個人的にはマスカルポーネチーズとマッチしていないような気もします・・・ 

なので、食感と単純な味では パストラミの方が素直に美味しかったです。('A') 

んま、ベジーデライト大人買いには及びませんけどね。 

日本サブウェイ SUBWAY サブウェイのメニュー サンドイッチ 

期間限定かもしれないので、食べたい方はお早めに

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SUBWAY_1383E/R0014609.jpg
http://www.subway.co.jp/menu/index.html


便利すぎて導入する価値のあるMovabletypeのお気に入りプラグイン

mtp

これは便利で簡単に導入ができると思ったお気に入りの Movabletype プラグインをご紹介。(‘A’)
ノ

カユイところに手が届く系〜作業性ＵＰする系まで集めてみました。

moveble type プラグイン紹介サイト
Movable Type Plugins and Themes Directory
1.ページ分割を行ってくれるプラグイン：pagebute 

page

 

静的ページ用ページ分割プラグイン:PageBute | Movable Typeプラグイン | MTエンジニアブログ |
スカイアークシステム 

当サイトでも使っている静的ページを分割するプラグインです。Divpages も使い勝手はよいで
すが、導入のしやすさ設定の方法と汎用性の高さでこちらを紹介させていただきました。 
※ インクルードして分割するとパスの設定上うまく表示されないので、その辺だけ気を付ければ
かなり使い勝手はいいですね。 

2.ＭＴのカテゴリを並び替えるプラグイン：sortcatfld 

kategori

 

http://communities.movabletype.jp/plugins/
http://www.skyarc.co.jp/engineerblog/entry/2642.html
http://www.sixapart.jp/movabletype/plugins/divpages.html


カテゴリーとフォルダを並べ替えるプラグイン（MT4以降用） - The blog of H.Fujimoto 

MT標準ではカテゴリの順番をソートすることができないためウィジェットなどを利用すると、一
番先頭に持ってきたい言葉を表示させるために四苦八苦します。 
このプラグインは任意で好きな配列（サブフォルダも）できるので重宝します。 

3.記事の投稿を充実させるエディタ：Ckeditor 

cke

http://github.com/usualoma/ckeditor-for-mt/downloads 

記事の投稿エディタに画像挿入、ソート、フォントサイズなどを追加してくれるプラグイン

です。 
絵文字もついているので記事がカラフルになりますね。 

4.投稿記事にもテンプレートタグを有効にする:EvalTemplate 

eval

 

Life on the Kernel: MT::Plugin::EvalTemplate 
小粋空間: エントリーの中でMTタグを使う 

投稿記事などに <$MTBlogURL$> と記述しても、そのブログのＵＲＬは表示されず、そのまま
のテキストとして出力されてしまいますが、このプラグインを利用すれば記事の中にタグを埋め

込めるようになります。 

カスタムフィールド作るのめんどうな時とか便利ですねｗ 

http://www.h-fj.com/blog/archives/2007/08/28-114447.php
http://github.com/usualoma/ckeditor-for-mt/downloads
http://xeres.s55.xrea.com/2005/08/14/010500
http://www.koikikukan.com/archives/2005/10/25-003019.php


5.画像挿入時にlightboxを挿入してくれるプラグイン：lightbox2MT 

light

 

MTの画像挿入時に rel="lightbox"を挿入する「LightBox2MT」プラグイン[to-R] 

lightbox 関連はほとんどが特定のrelを付与するようになっています。いちいち設定している

のが面倒な場合、このプラグインを利用することで自動的にrelを付与してくれます。当時はす

ごい利用していました、現在はすべての画像に対してrelを指定しなくてもlighboxで開くよう

に設定したので使用頻度は低くなりましたが、あると便利ですね。 

6.関連記事やつぶやき・はてな・ブクマが簡単に導入できる：Zenback 

zen

 

http://communities.movabletype.jp/plugins/2010/09/zenback.html

当サイトでも導入しているＺＥＮＢＡＣＫです。 
関連する記事が一覧で表示されたり、アクセス元なども表示してくれたりします。 

7.ブログ記事をランダムに表示バナーや記事の表示に便利：ガチャットランダム 

http://blog.webcreativepark.net/2008/05/19-235050.html
http://communities.movabletype.jp/plugins/2010/09/zenback.html


ramdam

 

ブログ記事をランダム表示 ガチャット！ランダム - Movable Typeプラグイン専門 アップストリー
ム 

特定の記事をランダムに表示させる機能って実はデフォルトではついていないんですよね。そん

な便利な機能を追加するプラグインがこれです、まずは評価版でテストしてもいいですね。 

8.日時を指定して再構築を行ってくれるプラグイン：FutureRebuild
saikidou

 

日時を指定してページを再構築する:FutureRebuild | Movable Typeプラグイン | MTエンジニアブ
ログ | スカイアークシステム 

日時をしてしてページを再構築してくれるプラグインですね。リアルタイム再構築プラグイ

ン(MT4.1以降用) と併用すると結構重宝しますね。 

その他の便利なプラグイン 

システムメニューに「サイトを表示」ボタンを追加する。 - Junnama Online 

カテゴリ／フォルダ／ブログ記事／ウェブページを並べ替えるプラグイン（MT5用RC1） - The
blog of H.Fujimoto 

PubSubHubbub | MovableType.org - Home of the MT Community 

ResizeImage - MovableTypeプラグイン | 森下屋 

MTでアップロードや画像の貼り付けを劇的に使いやすくするプラグイン - WEBデザインストック

http://appstream.jp/random/
http://www.skyarc.co.jp/engineerblog/entry/futurerebuild.html
http://www.h-fj.com/blog/archives/2008/05/02-093212.php
http://junnama.alfasado.net/online/2010/02/mt4_3.html
http://www.h-fj.com/blog/archives/2010/02/17-092157.php
http://plugins.movabletype.org/pubsubhubbub/
http://www.morisitaya.com/index.php?id=19
http://www.webdesignstock.com/2008/07/mt.php


| WEBデザイン・Movable Type等の備忘録 

記事についたブックマーク数を管理画面に表示するMovableTypeプラグイン:BookmarkCounter
- Open MagicVox.net 

エムロジック放課後プロジェクト: EasyPodcasting アーカイブ 

Movable Type のコメント機能に５つ星評価を追加するプラグイン - 5 Star Comment Rating - か
たつむりくんのWWW 

番外：ログイン不要でウィジェット感覚で追加できるショッピングカート：Quickcart (シェアウ
ェア） 

quick

 

QUICK CART - QUICK SOLUTION 

ログインをしなくても、タグを貼るだけでショッピングカートのサイトが構築できちゃ

うQUICKCART 
昔は、広告表示で無償でしたが、ライセンスごとの販売形態になってしまいましたが、非常に簡

単にショッピングカートを導入できるプラグインです。 

っとまぁ、こんな感じ、

http://www.magicvox.net/archive/2010/01262245/
http://labs.m-logic.jp/cat2/easypodcasting/
http://www.tinybeans.net/blog/2010/01/12-125351.html
http://www.quick-solution.com/quickcart.html


LogMeInでPC遠隔操作！ユーザーサポートや出先からの設定など、これは便利なので
設定方法とか紹介。

logmein

 
遠隔操作と言えば、Windows リモートデスクトップやＶＮＣがありますが、セキュリティソフト
の影響で行えなかったり、ポートの設定をクライアント側で行う必要があったり、IPアドレ
ス（DDNS）教えたりとめんどくさい敷居が高かった部分もありました。

このLogMeInはインストール→アクセスコードの設定→リモート というべらぼうな使い勝手を実
現しています。

というわけで、使い方や設定等を行ってみました。

iphone からも操作ができるのですごいです。
利用する前に、こんな状況の時に便利です。 

1.会社のパソコンにアクセスして、必要なデータが欲しい時（パソコンの電源を切っていても
ＯＫ） 

2.「設定ができない」 など遠方のＰＣの設定やユーザーサポートなどを行う時 

3.サーバー監視や電源のＯＮ/ＯＦＦをしたい時 

LogMeInでは下記の設定を行えます。 



pakumein

 

ローカル（ネットが繋がっている環境）でも、インターネットで遠方のＰＣでも遠隔操作するこ

とが可能です。 

自分のＰＣは問題なくアクセスすることができます。 
他人のＰＣを遠隔操作する場合ですが、自分のアカウントのみで遠隔操作することができます。 

その場合 発生するであろうと思っていたクライアント側の弊害ですが、 
1.クライアントもアカウントを作らなくてはならない 
2.知らず知らず遠隔操作されているかもしれない 

Ｑ.クライアント側はアカウントを作成しなくても、ソフトのインストールのみでＯＫ、遠隔操作
のＯＮ/ＯＦＦはクライアント側で設定できるため不要の場合は常にＯＦＦにしていればさえよい 

sdfasdf000084

 

sdfasdf000083

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/pakumein_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/sdfasdf000084.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/sdfasdf000083.jpg


っというわけなんで、遠隔操作される側のクライアントはソフトのインストールとアクセスコー

ドの作成のみでおしまいなんですね。 

pakumein2

 

では、遠隔操作する側（ホスト）の設定をしてみます。 
まずは、公式ホームページからアカウントを取得してください。（基本ＦＲＥＥ版）を使い

ます。 

コンピュータへのリモート アクセスとデスクトップ制御用ソフトウェア 

pasik000077

 

sdfasdf000086

 

アカウントの作成ができたらログインしてみましょう。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/pakumein2_2.png
https://secure.logmein.com/JP/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/pasik000077.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/sdfasdf000086.jpg


sdfasdf000087

 

ログインが完了すると、自分のコントロールパネル画面が表示されますので、ここからクライア

ント（遠隔される側）への設定を行います。 

マイコンピュータ コンピュータを追加を選択してください。 

sdfasdf000088

 

ＰＲＯを利用するか ＦＲＥＥを利用するか聞かれますので、利用する方にチェックを変更して続
行を押してください。 

sdfasdf000089

 

ファイルのダウンロード画面が表示されます。 
ここで今すぐダウンロードを行いましょう。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/sdfasdf000087.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/sdfasdf000088.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/sdfasdf000089.jpg


sdfasdf000090

 

すると、LogMeIn.msi というファイルがダウンロードされます。このファイルが あなたのアカウ
ント専用のインストールファイルになります。 

ファイル名はどのアカウントで取得しても同じですが、ダウンロードファイルは、ログインして

ダウンロードしたファイルごと違います。 

caut

 

ＡというアカウントでログインしてダウンロードしたファイルはＡがホストで操作できるよう

になっています。 

ＢというアカウントでログインしてダウンロードしたファイルではＡで操作できるようになって

いません。 

クライアントに渡すダウンロードファイルは必ずホストからダウンロードしたファイルにしまし

ょう。 

これはまじで大事です、何度もテストしたので気を付けましょう。 

ファイルをダウンロードしましたら、 
そのダウンロードファイルをクライアントにメールでもＳＫＹＰＥでも送付しましょう。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/sdfasdf000090.jpg


WS000001

 

ダウンロードファイルを解凍して、インストールを行います。次へ

aka

 

caut

 

アカウントホルダ というのが表示されます。 
ここに書いてある情報が ホスト側であるか確認してください。 
（上記のダウンロードファイルがここに関係してきます） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/WS000001.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/aka_2.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/caut_6.png


WS000003

 

WS000004

 

WS000005

 

ホスト側に表示される名前になります。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/WS000003.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/WS000004.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/WS000005.jpg


WS000006

 

caut

 
ここで入力したアクセスコードを使ってホスト側が遠隔操作します。ですので、クライアント側

は入力した情報をホストに教える必要があります。、クライアントがＰＣに詳しくない場合は、

ホスト側からアクセスコードを指定することも手段と思です。 

WS000007

 

上記でクライアントの設定はおしまいです。 

次はホストから ↑の設定のパソコンを遠隔操作してみたいと思います。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/WS000006.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/caut_9.png
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/WS000007.jpg


pasik000078

 

ログインすると、上記のクライアントが表示されます。 
クライアントのＰＣの電源がＯＮになっているとリモート制御というボタンが表示されます。 

sdfasdf000091

 

sdfasdf000092

 

ＷＯＬ機能が有効であれば、スイッチオンというボタンが表示されます。クライアントＰＣが電

源ＯＦＦの場合もボタンひとつで電源をＯＮできるため重宝しますね。 

pasik000079

 

リモート制御可能になりましたら、アクセスコードを入力するとクライアントを遠隔操作するこ

とができます。 

sdfasdf000085  

遠隔操作された場合、クライアント側には画面のＴＯＰにリモートセッションという項目がひょ

うじされます。 

これで全ての設定はおしまいです。 
ユーザーサポートに使用する際は、面倒な設定などがないおかげで非常にスムーズに遠隔操作で

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/pasik000078.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/sdfasdf000091.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/sdfasdf000092.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/pasik000079.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/sdfasdf000085.jpg


きるので重宝しますね。 

Apple iPhone

 

それと、iphone からもリモートすることができるそうです。 
LogMeIn - LogMeIn Ignition for iPhone and iPad 

結構いい値段しますが、これも便利ですね、

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9c904a4d484d_1466/Apple iPhone_2.png
https://secure.logmein.com/JP/products/ignition/iphone/


【日本株取引・デイトレ】はじめたい人や個人投資家さんに向けて取引する前に読ん
で欲しい6つの事

kabukabu

リアルが本当に忙しくなりまして、日本株現物取引の前線から退ぞいてから数年が経ちました

。ジェイコム誤発注・村上ファウンド・ライブドアショック・ＮＥＯ・リーマンショック・とデ

イトレーダーがメディアに取り上げられていた時代、本当に全盛期だったのだなぁと感じる一方

、自己破産や行方不明になった人も少なくはありません。（知人含み）

今、どのような銘柄が注目され日経平均と為替はどのように変動し、日足はどうなっているのか

？などは見なくなりました。目に入る情報程度はチェックはしているのですが、最近の売買金額

減少や改正法などを読むと日本の経済は本当に不安なのだと感じます。

前置きが長くなりましたが、久々に昔書いた記事を読み返していたら、今でも大事だなと思うよ

うな内容が書かれていたので、付け足しながらと書いてみました。

駄文・長文ではありますが、読んでいただければ幸いです。

susipakusan000049

 

その前に、月の取引手数料が２０万近くいった時、初めてＩＰＯが当たった画像です。（記念）

当時は宝くじみたいな感じでしたから、連日Ｓ高は笑いが止まりませんでしたが、今はどうなっ

ているのでしょうか・・・ 

日本株取引・デイトレを始める方、参入しようと考えている方、そして現状やっている方、それ

から深みにはまってしまいどうしようかとここにたどり着いた方、susi-paku が偉そうに書いてま

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/12237b89d7f8_11B16/susipakusan000049_2.jpg


すが偉くないので太字だけ読んでみてくださいね。 

<< 短期できずして長期ならず >> 

tan

株の取引は、短期・中期・長期 という3つのカテゴリに分類されていると思います。デイトレの
枠を入れたら超短期とかも含まれるような気もしますが、第三者に株の取引きスタンスは？っと

聞くとこの3つに属しているはずです。 

そして、そんな質問をすると 多かった方の答えはこんな感じです。
｢この銘柄は長期ホールドしてます｣ 
ほとんど、買値よりも下げたために、結果として長期に変わった場合です。 
わかるんですよ、 押し目できず必然的にホールドしてしまったケース・・・
先行き不安な長期スタンスは極めてリスクが高いと言っているわけではなく、長期ホールドと言

っている人ほど長期の意味ってそんな意味なのか？っと 

個人投資家レベルでは資金（余力）ギリギリで自信を持って買った銘柄がいつの間にか押されて

しまい、カット所を失ってから、売るに売れなく上げたと思ったら買値までというのはよくある

事です。買値まで戻ったのだから売ればいいというのは他人事、実際取引した人間であればある

ほど、買い増しを考えたり更に上がるだろうと根拠のないホールド等の欲が出るんです。 

例えばこんな相場があったと仮定します。とある銘柄が特に材料もなく相場の影響で４０万が３

２万まで、１０日間続落で押されていました。２９万が年安だったので、３万下げれば安値更新

となる、どこが節目かを見極める必要がある難しい相場でありチャンスでもある相場です。人間

心理として、ここまで押されているのであれば何か不安材料が発表されるのではないか？など様

々な情報収集を経て、打診買いを行います。短期取引であればここは反発も狙い、３０万という

切りがいい節目と、年安の２９万という節目がそれにあたり、ここを崩されたらマネーゲームが

始まると仮定するわけです。 

もちろん、３０万に蓋がしまっているかそれが見せ板なのか、前日の動きはどのように売買され

ていたのか、夜間取引はどのような形だったのか、仕手の動きなどを確認することは当然です。 



これが、短期取引なわけです。（というのも、もっぱら自分が短期取引だったから） 
前置きが長くなりましたが、短期＝リスクは少なくすみます。だからと言ってリターンが少ない

わけでもないのです。後述する少数派取引でも書きますが、株を誰かが売れば株価は下がり、誰

かが買えば株価は上がります。 
1で買って10になって売れれば最高のリターンですが、5で買って8で売ることも4で売ることもで
きる＝短期でリスク管理が行えるようになるという事なんです。 

短期できずして長期ならずって、資金が減っても大丈夫！なら問題はなんらありません。しかし

、ほとんどの方がこの銘柄はきっと上がる！と夢を見ているのではないでしょうか？ 

長期取引では回避できないリスク、関東大震災、富士山噴火、テロや世界同時株安、検察が強制

捜査など、上げる要因よりも下げる要因の方が高い事を今一度認識して長期ホールドという意味

を再確認するべきだと思うんですね。

実際にリーマンショックは信用取引していた人間がどん底に落ちていました。 
長期保有している間に他のおいしい銘柄を捨てていますし、長期ばかりの取引は相場観がなくな

ってしまいます。 

パチンコしている人がその台に何万も何万も投資して、偶然隣に座った人が千円でＢＩＧを引く

ことなんてよくあります。 
最初から長期を選択する取引スタンスは非常にリスキーでもっとも難しい投資方法だと私は考え

ています。 

<< それが運なのか、それとも実績なのかの判断 >> 

un

1.相当な利益をあげている第三者が推奨している銘柄をあいのりして買ってみたが結果的にマイ
ナスをしてしまった。 
2.ＲＳＩ、板の状態、日足、などを考慮して数日間ずっと銘柄を監視しながら、 
買いのポイントを定めて買うが、日経の暴落にあいマイナスしてしまった。 
前者が運でのロス、後者が実績でのロスです。 

あまりにもあたりまえの事を書いてつまらないですが 
運で買った銘柄が上がり利益が出ようとも、その人のプラスはお金の収支だけです。有料でも無



料でも、第三者が推奨していた銘柄を買うにあたり買いの時期、売りの時期まで的確に指示して

いるのであれば別ですが、そんなリスキーな情報屋みたことありません。ｗ

 
また、推奨銘柄をあいのりして買うと、高値近辺での売却ができません。ましてや、最悪のケー

スとして、下げた場合はその人ももっているからという変な自信が発生＝死亡フラグ そんな人が
沢山いましたね。 
まずは自分の力のみで考察して、見定めた銘柄を偶然誰かが推奨していた程度に思うべきです。 

運の取引きは本当に取引をダメにします。一時的に儲かったとしても、それでやめられるわけが

ないのですから・・・ 
第三者の情報は二の次であり、伴う買いは自分の力で！ 
負けている時ってどうしても、第三者に依存してしまうんですよね。わかります。

某投資顧問とか本当にひどいもんですよ。 
今一度、自分はなんでこの銘柄を買おうとしているのか？という当たり前のことを常に持ってい

るのは大事ですね。それで負けても実績なのですから。 

<< 人と全く逆な事をするべき、少数決の取引 >> 

hitori

下がってきたのでみんなが買いたいといえば株価はあがりますが、そのみんなが利益が出たから

売りたいとなれば株価は下がります。相場というのはそういうもんですし、人間の感情と同じよ

うに思います。 

当時の板では、まだまだ下げるというネガティブな板ほど、買いであり 
今後この銘柄は爆上げするという銘柄ほど、売りでした。 

買い板支えがあるから株価は下がらないではなく、買い板支えがあるから株価は徐々に下がり、

売り板が厚いから株価は上がらないではなく、売り板が厚くなったので買いの展開だと昔はしょ

っちゅう言ってました。（成行以外の展開で） 
自分はこれをフェイク相場って呼んでましたね。（短期だとこれが儲かる） 
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（当時のマネパの板形成） 
例え薄利でも、その時の板を見極められた実績だけは残りますし、欲を取り除けばいくらでも売

れます。当時はあれほど売買取引がされていたにも関わらず、新高値を更新する銘柄と新安値を

更新する銘柄では後者の方が圧倒的に多いのです。新高値を出しているのが株式相場で勝ってい

る割合で、新安値を出しているのが株式相場で負債をしている人の割合だったんだと思います。 
だからバブルの頃はこれが逆転していたのですから。 

<< 上げたら買うな！人より先に売れ！１円でも利益！ >> 

kauna

 

・上げたら買うな！ 
買い上がりは1億円でも2億円でも上限がありません、（そのうち株式分割されますが）基本的に
青天井です。当時のマーケットメイク銘柄とかアホみたいな事になっていました。しかし、売り

は下限が限定されています。 
そうです、最低でも1円以下にはならないようになっているのです。 
上がった銘柄を追いかけると、本当に痛い目にあいます。 
特にデイトレにおいては、機関との戦いよりも個人投資家同士の戦いになるわけですから、仕込

めなかったのであればここは潔く、傍観するべきです。 
下げたら買う我慢と忍耐をつけるようにしましょう。 
監視中にあがってしまったらそれはそれでしょうがないとあきらめるべきです。 

・人より先に売れ！ 
上がっている時はニコニコしながら、ある程度売り板が厚くなりはじめると 
『そろそろ、売らないとまずいかなぁ・・・』 
「あぁ・・買値まで押されたぁぁ・・・』 
という展開を経験したことがありませんか？取引していると一度はこの経験があるはずです。一
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度に全部売却することはないので、薄利売りをするべきなんですが、 
人より先に買うのは難しいですが、 
人より先に売るのは意外と簡単です。 

感情が入れば入るほど実行することができないのが株取引なんです。

弱肉強食、食われる前に逃げろという事ですね。 

・１円でも利益！ 
その日の取引が数千万円にのぼったとしても、結果として１円でも利益が出れば、その日の取引

は十分だと思うべきです。要するに利益が出て終わるのか、利益が出ずに終わるのかその事自体

が非常に大事な事なんです。 
（って当時、友人にこの事を熱弁したら今でも実行しているらしく驚いた） 

------------------------------------------------------------------ 
っと言う感じで、当時を思い出したので書き出させてもらいました。 
現在はどのような相場形成しているのか、わかりませんが 
これから、株取引される方など賛否両論かとは存じますが少しでも自分の経験が取引にプラスに

なれれば幸いでございます。 

ここから、余談、当時はこんな取引の人が多かった。。 

<< 嫌な事は後回し、目先の欲だけを追い求める >>

闇金ウシジマくんにも度々登場する、奴隷君達 
借金を重ね、明日は勝てるという目先の欲で嫌な事（負債）を後回しにして依存してしまうとい

うストーリー。

株でも同じような事が言えるところでしょうか、明日は上がるという欲、もしくは第三者から上

がるという情報で欲を追い求め、実際の負債（または追証）を後回しにしてしまう、こつこつ勝

ちを重ねても、このような思考では、パチンコに依存して借金を重ねているおばさんとなんら変

わらないかと。 
知っていますか？ 
日本で一番消費者金融からお金を借りる地域に通る電車の中吊り広告には 
『多重債務の解決！』とかの弁護士の広告や 
『消費者金融のＣＭ』が多数ぶらさげられているのを・・・ 

弱者は強者に食い物にされているのです。



東京ミッドタウンのスターライトガーデンがすごいらしいので六本木へ見に行ってき
ました

tokyo

かれこれ８年前に六本木と西麻布が勤務地でして、その頃は東京ミッドタウンはおろか、六本木

ヒルズもなかったsusi-paku です。

「ずいぶんとおしゃれな街になりましたね」

っと年齢を感じるわけですが、そんな東京ミッドタウンのスターライトがすごい綺麗らしいので

見に行ってきました。

まずはどういうものなのか、東京ミッドタウンのスターライトガーデンのサイトはこちら

スターライトガーデン｜イルミネーション｜MIDTOWN CHRISTMAS 2010｜東京ミッドタウン 

場所はここ 

大きな地図で見る 

六本木交差点から乃木坂方面に歩いて外苑の東通りから入っていきます。 
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イルミネーションとカップルがいっぱい 

http://www.tokyo-midtown.com/jp/xmas/2010/illumination/index.html
http://maps.google.co.jp/maps?f=d&source=embed&saddr=35.666783,139.730675&daddr=&geocode=&hl=ja&mra=mift&mrsp=0&sz=17&sll=35.665682,139.731256&sspn=0.006677,0.013905&brcurrent=3,0x60188b78c8df8cf1:0x57e45f2c044af8cc,0&ttype=dep&date=10%2F12%2F15&time=22:19&noexp=0&noal=0&sort=time&ie=UTF8&start=0&ll=35.665682,139.731266&spn=0.006102,0.008583&z=16
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/281f3b3598b8_138A0/sdfasdf000081.jpg
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夜の撮影は慣れてないのでぶれまくり・・・EOS7 がほしい 
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ここがメインの広場ですね。 
何かすごいひとだかりができてて、異様な感じでした。 

R0014311
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撮影してみました。この光のながれっぷり yama_koさんの動画みたいですな。 

2010年11/11〜12/26 までやっているそうです。 
ぜひ、カップルで遊びに行ってみてください。('A')n 

ちなみにお正月企画もやるそうですよ。 
東京ミッドタウンのお正月 2011｜イベント｜東京ミッドタウン

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/281f3b3598b8_138A0/R0014306.jpg
http://eyevio.jp/movie/406767
http://www.tokyo-midtown.com/jp/event/feature2011/newyear/


作業用のメモや動画の保管、デスクトップの録画などに活用できる Camstudio を使っ
てみました。

camst

ＭＴでのソースの書き出しやら、アプリの操作とかが多くなってきまして 3日経つと忘れている
現状に”記憶より記録”というわけで デスクトップの録画を行えるツールCamstudio を使ってみま
した（動画あり）

意外と高ＦＰＳで録画できるので重宝します。(‘A’)
先日ＵＰした記事の動画撮影にも利用されてまして、 
どのように動画保存しているかという質問があったので今回ご紹介となりました。 

本家サイトはこちら 
CamStudio - Free Screen Recording Software 
日本語化パッチを配布しているサイトはこちら 
TiltStr::不定期版 
日本語版はこちら 
画面動画キャプチャーソフト CamStudio 日本語版 | twk @ ふらっと 

v2.6b_r294 の保管用zipはこちら （自己責任でおねがいします） 

広告は表示されないし、高品質に録画可能 さっそくインストールしてパッチを当ててみまし
ょう。 

pasik000056

 

今回はv2.6b をダウンロードしてインストールしてみたいと思います。 

http://www.susi-paku.com/pakuflashdesert-moon.html
http://camstudio.org/
http://tiltstr.seesaa.net/pages/user/search/?keyword=CamStudio
http://nonn-et-twk.net/twk/CamStudio/
http://www.susi-paku.com/CamStudio_v2.6b_r294.zip
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9eec6488e91f_89A7/pasik000056.jpg
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インストールは終了です。次に日本語パッチを当てます。 
日本語化パッチを配布しているサイトはこちら 
TiltStr::不定期版 
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インストールフォルダを指定して 
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以上でパッチの適用終了。 

さっそく起動して、まずは設定を行ってみます。 
pasik000066

 

デフォルト設定では一時フォルダを使用するようになっているので、作業ディレクトリを指定（

保存フォルダ）を選択 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9eec6488e91f_89A7/pasik000064.jpg
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次に、保存する領域の選択ですが、領域-領域を固定-ウィンドウ-全画面-画面を選択 という分類が
されています。 
個人的には動画を保存する部分を範囲指定するのが良いと思います。 
動画保存したくない部分まで録画されてしまいますからね。 
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では録画してみましょう。使い簡単はすごく簡単！赤い●を押せばＯＫ 
サンプルとして、２つほどＵＰしてみました。 

1.イラレの操作を動画保存してみました。 
 

2.youtube の動画を保存してみました。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/9eec6488e91f_89A7/pasik000067.jpg
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2.youtube の動画を保存してみました。 
 

ちょっとした動画を保存したい場合や忘れがちな操作方法などの保管には便利ですね。

http://eyevio.jp/movie/406698


これは面白い！エイリアン侵略を阻止するカオスなFLASHゲーム&rdquo;Desert
Moon&rdquo;をクリアしてみたよ

desert

先日、ＧＩＧＡＺＩＮＥさんの記事にＵＰされていた、エイリアン侵略を阻止するＦＬＡＳＨゲ

ーム Desert Moon というゲームをプレイしてみました。（動画あり）
紹介記事にも記載している通り、まさにスターシップトゥルーパーズのようにカオスな感じで、

うちのＦＰＳメンバーから 「今年一番面白いゲームだ、これｗ」っと言わせるゲームとなってお
ります。（ＦＰＳじゃないんだけどねｗ）

DAY1とDAY2のHARDモード（★★★）クリアを追記しました。（動画あり）

詳細は下記からどうぞ

Play Desert Moon : Max Games
どのようなゲームかというと、攻めてくる敵に対して防衛線をはり自陣の宇宙船を守るというシ

ステムになってます。説明画面↓ 
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装備武器を選択して、兵士を配置していきます。 
隅々まで攻撃を有効にしないと、宇宙船に侵入されてＬＩＦＥが減ってしまいます。 
かといって、隅々までいきわたらせる＝火力が足りなくて全滅→オワタ 
ということにもなりかねないので、鶴翼の陣とか魚林の陣って素晴らしいなと思いながら、ロマ

http://gigazine.net
http://gigazine.net/news/20101212_desert_moon/
http://www.maxgames.com/play/desert-moon.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b7223e12fb07_80D0/pasik000072.jpg
http://www.adult-movie-japan.com/battle/jinkei.html
http://homepage3.nifty.com/green-planet/roma-jin5.htm


サガ3-陣形5人とセンゴク明智光秀の殺し間はなかなか使えました。('A') 
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という感じで、エイリアンを倒していきます。 
難易度はＥＡＳＹ・ＮＯＲＭＡＬ・HARDと選択ができ、ストーリーはＤＡＹ1〜ＤＡＹ5まで、
ランクは★〜★★★ として評価されます。 

先日、ＥＡＳＹのＤＡＹ3をクリアしてみました。 
まずはＤＡＹ3の動画 地中からの敵が面倒ですね。 
 

ＤＡＹ4 だとゾンビ軍団 
 

カオスのＤＡＹ5 すべての敵が登場します。 
 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b7223e12fb07_80D0/pasik000073.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/b7223e12fb07_80D0/pasik000071.jpg
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http://eyevio.jp/movie/406540
http://eyevio.jp/movie/406539


っと言う感じで、★ ひとつでしたが ＥＡＳＹはクリアしました。('A') 
次はＮＯＲＭＡＬ → ＨＡＲＤ にトライしてみようと思います。 

HARDのゴールドクリアしました。DAY1とDAY2 

 
DAY1 

 
DAY2 

DAY2の攻略はとにかくサイドを強化しながら中央に火力を集中する感じです。ラストは補助火力
使わないと無理です。（★★★） 

現在、DAY3トライ中。地中きつすぎ、、 

ぜひ、暇つぶしに遊んでみてください。 
面白いです。

http://eyevio.jp/movie/409171
http://eyevio.jp/movie/409172


仕事の合間に最高なFLASHゲーム：Protector: Reclaiming the Throneをプレイ

Throne

結構前に人気になったFLASHゲーム
Play Protector: Reclaiming the Throne, a free online game on Kongregate

を各マップの攻略ＷＩＫＩを見ずにプレイ始めました。(‘A’)
いやはや、仕事の合間にさっくとやるのがいいですね！

sdfasdf000074

 

ゲーム開始画面はこんな感じです。 
えっと、最初の方は楽勝で、「あーこんな感じでクリアするのね」っという爽快感もありますが

、ＨＡＲＤになると各スキルの割り当てがめちゃくちゃシビアになります。 

sdfasdf000075

 

上記がマップ上でのメニューですね。 
1〜25 まであります。赤色が敵の弱点が表示されています。上記の画像の場合、弱点が毒（緑）
と赤（炎）になってますね。 

http://www.kongregate.com/games/undefined/protector-reclaiming-the-throne
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASHProtector-Reclaiming-the-ThroneWIKI_D591/sdfasdf000074.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASHProtector-Reclaiming-the-ThroneWIKI_D591/sdfasdf000075.jpg


その弱点に沿って、兵士と魔法使いを強化していかなくてはいけないという感じです。 

どうせやるのなら攻略ＷＩＫＩ見ずにどこまでできるかというわけでチャレンジしています。 

攻略見たい人はぐぐってくださいね。('A') 

sdfasdf000076

 

なのでプレイ時間が１１時間を超えていたりします。 
（やっと上記までクリア） 

一応ハードモードをクリアした動画をＵＰしてみました。 

 

マップをクリアするともらえる経験値で、兵士もしくは魔法使い、一般（General）のスキルをＵ
Ｐできるんですが、

一般のコスト削減 - ＬＩＶＥを+α - これと兵士の経験値+α は実に大事なスキルのような気がし
ます。 
ついつい兵士のスキルばかりあげてしまうのですが、人海戦術 - 単体の兵士のレベルＵＰ 対ボス
その辺で組み合わせると 

っというわけで、完全攻略までがんばってみます。('A')ノ

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/FLASHProtector-Reclaiming-the-ThroneWIKI_D591/sdfasdf000076.jpg
http://eyevio.jp/movie/406258


yama_koさんも講義する参加者100名越えのAEオフにて、実習形式の講義を受けてき
ました。

aeoff

 

FLASH時代の頃から、常々尊敬していたクリエイターのyama-ko さんも講義するオフ会があると
いうことで、AEオフ : ATND に参加して実習形式の講義を受けてきましたよ。
100名を超えるという大規模なオフ会です。 

sdfasdf000069

 

会場となる場所は早稲田大学の理工学部５２号館でございました。 

R0014447

R0014450

 

http://www.yama-ko.net/
http://atnd.org/events/10197
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_8B6/sdfasdf000069.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_8B6/R0014447.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_8B6/R0014450.jpg


R0014452

 

R0014453

 

一人ひとりに名刺サイズのネームカードが配られました。 
クオリティ高っ！ 

制作・運営のむらしん@クズPix (murasin) on Twitter さんご苦労さまです。 

R0014469

 

自分の名刺はこんな感じ。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_8B6/R0014452.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_8B6/R0014453.jpg
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R0014468

 

裏はこれ、よくできてます。 
第二回開催の時に提示するといいことがありそうです。  

ほとんどの人がノート持参してます。 

sdfasdf000070

 

こちらが配布された資料 
「へぇー こうやって作られているのかぁ」っという感じでした。こちらの資料については後日、
ダウンロードできるそうです。('A') 

仕事つれーとか言って予習を怠けたおかげで 
まったく使い方を忘れていたのできつかったぁ・・・ 

当時、ＩＴ講習でおじさんに教えている感覚がｗ 
隣で色々、ヘルプしてくれたmeola さん 感謝でした。 

yama_ko さんの講義の感じはこんな感じ ↓ 

講義内容はUstream で配信されていたそうです。閲覧者1000名を超えたらしいですね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_8B6/R0014468.jpg
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http://twitter.com/#!/_meola_


こんな大人数の大規模なオフ会（ＰＣを使った実習含）でトラブルもなく無事に終了（受講者側

からですが） 

（実はむらしんさんのメインＰＣが急きょ故障して、代替ＰＣを使用するなどバタバタがあった

らしいです） 

そんな感じで１次会（？）の講義は終わり、大人の２次会は下記の通り 

場所：ぐるなび - 貸切パーティーの出来る店 Ｃａｆｅ・Ｌａｇｏｏｎ  

R0014495

 

ソーセジとピザ が美味しかったぁ ('A')  

ちょうど、入り口付近にプロジェクターがあり 
雑談しながら、飲んで、動画見て歓声あげる 
結構人数いたんですね。 

講義中では話せなかった yama_koさんとも話しができて名刺も交換させてもらいました。('A')b 

いやはや、mattarifactory の頃からのファンなので来てよかったですな。まじで。 

http://r.gnavi.co.jp/g689800/


Exif_JPEG_PICTURE

 
COOLな名刺です。 

あっという間に１日が終了 

運営の皆さんしかり関係者の方々、本当にお疲れ様でした。ぜひ 第二回も期待しております！ 

それまでには、今日の復習をして、一つでも作品作ろうと思います。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/100_8B6/R0014508.jpg


誰でも使える！インストール不要でブラウザ上からフォトショップ並みに画像加工が
行える無料サイト

editor

画像加工を行うというと、大抵利用する機能としては

・ 画像が暗いので、明るさとコントラストの調整
・ 画像サイズが大きすぎるので解像度の縮小/拡大
・ メッセージを入れたいので文字を書き込む 
この程度で利用する割合が圧倒的に多いと思われます。

上記によりソフトのインストール作業を行ったり高価なドローソフト（フォトショップなど）の

購入したり → めんどくさい/お金ない → 画像加工やらない っとなってしまう事を解決してくれる
サイトを使ってみました。 (‘A’)

Photo editor online

サイトを開くと英語表記で、4つの項目を選択してくださいと表示されます。英語アレルギーの人
はこのページを見るとすぐに閉じたくなると思いますので。３クリックすればすぐに日本語化さ

れます！っというのをまずは説明します。 

1.上記の項目で一番上をクリック 

http://www.pixlr.com/editor/


sdfasdf000037

 

2.とりあえず ＯＫを押しておく（どのような画像サイズを変更しますか？） 

sdfasdf000050

 

3.メニューが開いたら 上段メニューの Language をクリック ドロップダウンメニューの中から（
下から二番目）日本語を選択する。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/23ba734db5d6_8836/sdfasdf000037.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/23ba734db5d6_8836/sdfasdf000050.jpg
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4.日本語化される。 

sdfasdf000052
 

このサイトを勧める時は、まず最初にこの設定を教えましょう。 

基本的な使い勝手はフォトショップとほとんど一緒ですね。 

それでは、自分が便利な機能だと思う箇所と個人ブログでの画像加工程度しか利用しない人向け

↓ に説明したいと思います。
・ 画像が暗いので、明るさとコントラストの調整 
・ 画像サイズが大きすぎるので解像度の縮小/拡大 
・ メッセージを入れたいので文字を書き込む 

まずは画像の読み込みから始めます。 
sdfasdf000053

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/23ba734db5d6_8836/sdfasdf000051.jpg
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・新しい画像 
・画像を開く 
・画像ＵＲＬを開く 
・画像ライブラリーを開く 

っという４タイプがあります。 
・画像を開く 
ＵＳＢやＨＤＤに入っている画像を編集したい場合は画像を開くからフォルダパスを選択すれば

目的の画像がウィンドウ内に表示されます。 

ここで便利なのが、画像ＵＲＬを開くという機能ですね。 
外出先などで画像データがオンライン上にしかない場合とか、第三者の画像を利用したい場合な

どに重宝する機能ですね。 

sdfasdf000038

 

これを選択すると、目的の画像ＵＲＬを入力してくださいというウィンドウが表示されます。 

入力すると 

sdfasdf000054

 

このように目的とした画像が自動的に読み込まれます。（'Ａ'）便利ですね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/23ba734db5d6_8836/sdfasdf000038.jpg
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それでは次は、画像が大きすぎるのでリサイズしようと思います。 

では、4000 × 2672 の↓画像を小さくしてみたいと思います。 

sdfasdf000055
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画像サイズの変更 

sdfasdf000057

 

縦横比を固定にチェックを入れていると 
幅に応じて高さを調整してくれます（逆も可能） 
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sdfasdf000058

 

結果はこのとおり、これで画像サイズは小さくなったので 
あとは名前を付けて保存ですね。 

画像が暗いなと思ったら。メニューの調整から明るさコントラストを選択してください。 

sdfasdf000059
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明るさをリアルタイムに確認することができます。 

他にもボタンひとつでエフェクトできる機能がついてます。 
（ちなみにキーボードのショートカットも使えますよ） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/23ba734db5d6_8836/sdfasdf000058.jpg
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これは古い写真 
sdfasdf000061

 

これはセピア 
sdfasdf000063

 

これはクロスプロセリ （なかなか面白い） 
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不飽和化 
sdfasdf000065

 

ポスタライズ 
sdfasdf000066

 

色検索 （グラデーションから選べます これもいいですね） 
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sdfasdf000067

 

というような感じで画像加工をすることができます。 
他にもフィルター機能やブラシツールなども充実していますしレイヤーも利用できるのでトー

ンカーブを使って、合成画像なんかもできると思います。 

インストール不要でブラウザ上から利用できるのだからすごいですね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/23ba734db5d6_8836/sdfasdf000067.jpg


他社セキュリティソフトと併用可能なクラウド型の無料アンチウィルスソフトgred AV
を使ってテスト検証してみた

gredav

MSのウィルスソフト、 Microsoft Security Essentials だけでは心配な方など、他社ウィルスソフト
と併用して使用することを前提として作られている gred AntiVirus を使って、ノートン先生と
ダミーファイルのスキャンをテストしてみましたよ (‘A’)
2010.12.7 にgred AV アクセラレータ 2.0 Free をリリースし、 
plus 版もリリースされるみたいですね。 

gred AntiVirus free アクセラレータ｜ダウンロード 

pasik000033

 

電子メールスキャンや圧縮ファイルのスキャンなどの機能が追加されているみたいです＠Plus 版 
pasik000034 pasik000035

 

http://www.microsoft.com/Security_essentials/default.aspx?mkt=ja-jp
http://www.gredavx.jp/index.html
https://www.gred.jp/avx/download.html
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-gred-AV_AA09/pasik000033.jpg
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価格と機能比較はこんな感じ、 

ともあれ、既存のセキュリティソフトのサブで使用することを目的としているので 
PLUS の機能はノートン先生とかでカバーしてもらいますが故、トライアルを利用したいと思い
ます。 
pasik000036

 

インストール中に、疑わしいファイルをクラウドへ送りますというチェック項目が表示されま

した。なんだかスパムメールソフトのＰＯＰＦＩＬＥみたいな感じですね。 

pasik000037

 
インストール終了 
pasik000038

 

起動を行うとこんな感じで表示されます。 
基本的にはＭＳＥと同様、特に行わなくてはいけない設定やウィンドウが表示されたりはしない

ので初心者さん向けにはいい感じですね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-gred-AV_AA09/pasik000036.jpg
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WS000001

 
しいて言えばＶＥＲ1.ｘｘのインターフェイスの方が見やすかった感じがします。 

pasik000041

 
ノートン先生を起動すると、左スミに 「同時に動作しているウィルス対策ソフト」 
というのが表示されました。 

他の無料ウィルスソフトも入れて同時起動もテストしてみました。 
無料アンチウイルス ソフトウェア - Avira AntiVir 
ウイルス、スパイウェア、マルウェア対策 | Microsoft Security Essentials 

pasik000042

 
こんな感じで追加されました。 
動作も非常に軽量ですし、無料ということもありなかなかおススメしたいソフトですね。複数Ｐ

Ｃを使用して、3ライセンスまでしか対応しない国産セキュリティソフトでは対応できないサブＰ
Ｃに導入したりするには重宝するかと思われます。

 

youtube に動画があったので転載してみます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-gred-AV_AA09/WS000001.jpg
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http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-gred-AV_AA09/pasik000042.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=JwjgRlBDKt4


gred AntiVirusアクセラレータのウィルス誤検出（W32 Generic Ethos） 

こういうことが起きなければいいですねー。 
というわけで、eicarのダミーウィルス検出をノートン先生と比較してテストしてみました。 
eicar | THE ANTI-VIRUS OR ANTI-MALWARE TEST FILE 

pasik000051

 

ファイル種類は圧縮ファイルから実行ファイルまでありますね。 
まずは、対応していないであろう圧縮ファイルからチェックしてみます。 
pasik000046

 

ダウンロードっと 
pasik000043

 

pasik000044

 
ノートン先生の場合 上記のように検出してくれました。 

http://the-fool.me/pc/software/gred-antivirus.html
http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-gred-AV_AA09/pasik000051.jpg
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ノートン先生の場合 上記のように検出してくれました。 

pasik000045

 

スキャンしたのですが、やはり圧縮ファイルはスルーされるっぽいですね。 
ＰＬＵＳ買えというわけですね。（購入すればスキャンできます というポップでも出ればいい
のに・・・） 

さて、お次は実行ファイルをやってみましょう。 
pasik000052

 

ノートン先生は、ダウンロードしただけで検出され、削除してくれました。 
さすが僕らのノートン先生 

次は gred AV でスキャンしてみました。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-gred-AV_AA09/pasik000045.jpg
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pasik000049

 

これはダミーウィルスだから安全という意味でしょうか？ 
実行ファイルでも発見されませんでした ('A') 
うーん・・・ 

一応、ほかのセキュリティソフトはどうだろうっと思い 
ＭＳＥ と ＡＶＩＲＡ でもチェックを行ってみます。 

pasik000053

 

見事に検出されました。('A') 
ってなわけで、軽いし クラウド化されているので きっと最新のウィルスにいち早く対応してくれ
るサブウィルス対策として考えるといいかもしれませんね。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/-gred-AV_AA09/pasik000049_1.jpg
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フォント探しの悩みを解決！インストールされているフォントを一括表示してくれる
サイト

font

イラレやフォトショなどフォントを使用してデザインする時に重宝するサイトをご紹介します。

(‘A’)「どのフォントを使用しようかな」 → フォント選ぶ（小一時間）・・・・という時間を見事
に解決してくれますので、100以上のフォントをインストールしている人は是非利用してみてくだ
さい。

ロゴ作りに便利！ベースフォントを一気に探せるツール！

sdfasdf000033

 

フォトショップでフォントを選ぶ場合、このように表示されます。（どれにしよう

かな・・・・） 

http://aulta.jp/fontsview/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/ee48aa5fb911_13B85/sdfasdf000033.jpg
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イラレの場合はこんな感じですね。 

sdfasdf000036

 

Free fonts for both commercial and noncommercial use | FontPark.net 

FontParkあたりで、フォントを多量にインストールすると、どれだどれだかさっぱりわからなく
なりますね。 

いつも決まったフォントを使ってしまいます。 

AULTA FONTS VIEWER 
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このサイトでは、アクセスすると同時にパソコンにインストールされているフォントを読み込み

自動的に出力してくれます。 

デフォルト状態であれば、インストールされたフォントがフォント名に変換され、一括表示され

るようになっています。これは便利ですね。 

sdfasdf000035

 

もちろん、希望する文字を入力して change! を押すことによって書体ごと表示されます。 

※ サイトのアクセスの際にインストールされているフォントを読み込むわけですが、結構な量
のフォントをインストールされている場合、使用しているブラウザによっては相当長い時間ロー

ドされたり、落ちたりします。 

そんな症状が発生しましたら爆速ブラウザの google chrome さんを利用すると ものの2〜3秒くら
いで表示してくれます。 

 
和文フリーフォント集 大谷 秀映
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GIGAZINE 10周年書籍「未来への暴言」を買って、GIGAZINEっぽくレビューしてみ
ましたよ。

gigazinesan

本日、発売しましたGIGAZINEの山崎恵人（編集長）著書の１０周年記念書籍「未来への暴言」
をamazonにて購入してきましたので、記念にGIGAZINEっぽくレビューしてみました。
amazon の特急便にて正午に注文→１８時に到着となりました。（ゆうぱっくで届いたのにびっ
くり） 
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届いた商品はこんな感じ 
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GIGAZINE＝MAGAZINE というわけで少年ジャンプとか その辺の大きさかと思ったら、意外と小
さかったです。 
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実際に少年ジャンプと並べてみました。 
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小生が大好きなウシジマくんと比較してみました。 
「未来への暴言」の方がちょっとだけ大きいです。 
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注文伝票↑ 
朝日新聞出版さんから出版してました。 
ちょうど、記事にて編集のやり取りもしてましたね。 
GIGAZINE10周年記念書籍「未来への暴言」、本日より発売開始 - GIGAZINE 

ここの出版社さんからは先日、朝日新聞出版 最新刊行物：書籍：「贖罪」 酒井法子 が発売されて
いるようです。 

売れないというニュースを見かけたので、この「未来への暴言」がベストセラーして補填できれ

ばいいですね。 
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酒井法子自叙伝が売れない...風呂で薬抜き、夫婦仲まで書いたのに (1/2ページ) - MSN産経ニュー
ス 
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こういう付箋って、なかなか便利ですね。 
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裏にはGIGAZINEの紹介がされていますね。 
ブログトップ25 とか、どんだけモンスターサイト・・・ 

http://sankei.jp.msn.com/entertainments/entertainers/101206/tnr1012062104012-n1.htm
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ちなみに表紙のデザインと 
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本日のサイトデザイン（広告欄）は一緒となってます。 
なかなか、考えてますね。 
左上の広告が 新作のMMOかと思いましたｗ。 
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肝心な内容は買った人のお楽しみで！ 
個人的な感想からいうと、文字が大きくて オンラインの記事を読んでいるようにすらすら読め
ます。 
途中途中に用語の解説も入っていますから、 
こっち方面に強くない人とかも読める内容になってますね。 
さっき来たばかりなので半分ちょっとしか読めてないですが、GIGAZINEっぽいというか編集長っ
ぽい色が出てます。しかるべき場所にしかるべきの記事は個人的に好きですね。('A')b
あとはWEBっぽく、続きを読む↑ っていうお遊びもありました。ｗ 

というわけで、eyevio で冊子をぺらぺらめくってみました。ｗ 

電車通勤の人は堂々とこれを読んで、周りから「あーGIGAZINEの本読んでるよ」っと指差されて
みてください。ｗ 

そういえばこの書籍って電子化するのかしら。('A') 

 
GIGAZINE 未来への暴言 山崎恵人
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CS-CART v2.1.2-jp-1の大幅アップデート！表示速度向上やHTMLエディタの日本語化
など、

cs212

CS-CARTの大幅アップデート（v2.1.2-jp-1）が2010年12月6日にありました。
CS-CART twitterでもつぶやかれていたとおり キャッシュ機能による表示速度向上、個人的には地
味に嬉しいHTMLエディタの日本語化など、盛りだくさんな更新内容となっております。

CS-Cart.jp ネットショップを始めるなら、このショッピングカート！
v2.1.2の更新情報はこちら
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管理画面からログインしたら、さっそく利用可能な案内 

今回のアップデートで特に気になった点としては、 
[+] 「クイックサーチ」アドオンを追加（日本語未対応） 
[+] Ajaxを利用したブロックコンテンツのロード機能を追加 
[+] インストール時の設定項目に「CS-Cartの設定情報をcs-cart.comに送信」を追加 
[+] 商品詳細ページ用テンプレートを追加 
[+] ショップエリアにおけるブロック内コンテンツのキャッシュ機能を追加 
[+] 注文検索フォームに対する画像認証機能を追加 
[+] ページの表示速度を向上させる「ライブモード」を追加 
上記の部分ですね。 

とにかく、アップグレードを試してみます。 

http://twitter.com/#!/cscartjp
http://www.cs-cart.jp/
http://www.cs-cart.jp/archives/2682
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cf5bc4b6b41a_254E/pasik000011.jpg
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前々回のアップデートでは、処理中にエラーが発生して、 
完全に起動しなくなった苦い経験があるので、今回は事前にエクスポートを行い臨みました。 
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（アップグレードなぜか失敗するのもありました。） 
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日本語化アップデートがうまくされていないようでした。 
（ほかのCS-CARTはうまくいくのに、、、仕様かなぁ？）
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管理画面の内部リンクを押すごとに赤い警告ページが開きます。ｗ 
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公式からアップデートパッケージを落として何とか回避でした。 

さて、気になるアップデートされた部分ですが。 
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HTMLエディタは完全に日本語されておりましたね。 
これで、クライアントが入力するときに説明せずに、 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cf5bc4b6b41a_254E/pasik000016.jpg
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視覚的に操作ができるようになります。 
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上が今回、下が旧エディタになってます。 

sdfasdf000028

 

sdfasdf000029
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あとは気になる開発モードとライブモードの切り替えですね。 

以前は、ブラウザ（FIREFOX）では点数の多い商品の表示速度が遅く 
Chrome を利用していたのですが、これでブラウザを気にせずOKそうです ('A')b
  
2500点あるショッピングカートにて、一覧表示を500件程度にした場合、２度目以降は確かに早
くなっておりました。 

そういえば twitter にて 
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次回のアップデートは携帯アドオンのようですよ。('A') 
これは期待できる情報ですね。 
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というわけで、記念に susi-paku ハイエンドPC という商品を作ってみました。 

pasik000028
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このように、パソコンショップのカスタマイズPCなんかも作れたりするんですよ。 

EC-CUBEとの機能比較 - 【CS-Cart】 ネットショップを始めるなら、このショッピングカート！  

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/cf5bc4b6b41a_254E/pasik000027.jpg
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で比較してみてくださいね。 

そういえば、更新情報のページ 
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タイトルのバージョン情報文字間違えてないですかね？ｗ 

さて、最後に 
今回アップデートされて、特に気になった点を赤文字にしてみました。（自分の主観です） 

+++++++++++++++++++++++++++
[+] 「カタログモード」アドオンを追加 
[+] 「クイックサーチ」アドオンを追加（日本語未対応） 
[+] Ajaxを利用したブロックコンテンツのロード機能を追加 
[+] インストール時の設定項目に「CS-Cartの設定情報をcs-cart.comに送信」を追加 
[+] 商品詳細ページ用テンプレートを追加 
[+] ショップエリアにおけるブロック内コンテンツのキャッシュ機能を追加 
[+] 注文検索フォームに対する画像認証機能を追加 
[+] ページの表示速度を向上させる「ライブモード」を追加 
[+] 注文ステータスの並べ替え機能を追加 
[+] 配送方法にEMSを追加 
[*] "Basic"スキンのスクリーンショットを更新 
[*] "cscart_sales_reports_intervals" テーブルにおける "value" フィールドの型式を "int(11)" に変更.
[*] "元に戻す" リンクを直近のアップデートに関する情報ページにのみ表示 
[*] 「SEO」アドオン - サーチエンジンフレンドリーなURLを生成する際のベースとなるhrefメタ
タグを修正 
[*] 「価格表」アドオン - 商品サムネイルが存在しない場合に自動生成する機能を追加 
[*] 「処理待ち」以外の注文ステータスについて「クレジットカード情報を削除」をデフォルトで
有効化 
[*] 「セット販売」アドオン - 特定オプションの選択が必要な商品セットをオプションを選択せず
にカートに追加した際に警告メッセージを表示 
[*] 「注文商品ブロック」アドオン - サムネイルが存在しない商品について "No image" を表示 
[*] 「バナー」アドオン - フックポイント "get_banners" を改善 
[*] MySQLキャッシュ用のストレージエンジンをMyISAM.に変更 
[*] PDF納品書への複数通貨出力に対応 
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[*] インポートページにおける商品のオプションおよび追加情報のデータ構造に関する説明文を修
正（英語のみ） 
[*] 英語表示の際の住所フォーマットを修正 
[*] エクスポート可能なサムネイルが存在しない場合に自動生成する機能を追加 
[*] オランダ語の言語変数を更新 
[*] 各種メッセージの通知システムを改善 
[*] 各種メッセージの表示システムを改善 
[*] カナダの州名を修正 
[*] 管理画面ログイン後にメッセージを表示するためのフックポイント "set_admin_notification" を
追加 
[*] 管理者用パネルのログインおよびパスワードの変更フォームのデザインを変更 
[*] キャンペーン設定時の条件および特典の追加・削除処理を改善 
[*] ギリシャ語用言語コードを GR から EL に変更 
[*] 購入手続き時に「利用規約に同意」チェックボックスがチェックされていない場合の通知方法
を改善 
[*] サムネイルの自動生成時に代替テキストが存在しない場合にポップアップ用画像に設定された
代替テキストをコピーする機能を追加 
[*] ファイルアップローダーの表示を修正 
[*] フィルタリングソフトによるブロックを回避するため "/images/banner" ディレクトリを
"/images/promo" にリネーム 
[*] 複数言語におけるALTテキストのインポート・エクスポートフォーマットを簡素化 
[*] フックポイント "get_product_price" を追加 
[*] フックポイント "orders:confirmation" を "checkout:order_confirmation" にリネームし注文完了ペ
ージに移動 
[*] 返品管理アドオンにおける通知設定を削除 
[*] ボタンを無効化するテンプレートを追加 
[*] ロシア語の言語変数を更新 
[*] 注文詳細ページの「配送状況」タブにヤマト運輸もしくは佐川急便の配達状況確認ページへの
リンクを表示 
[*] 配送手続一覧ページのページの氏名表示順を変更 
[!] 「アンケート」アドオン - アンケートがセンターカラムに配置されている場合に画像認証コー
ドが正しく表示されないバグを修正 
[!] 「カスタム商品」アドオン - ページのリロード後に在庫切れ商品が選択可能になるバグを修正 
[!] 「カスタム商品」アドオン - カスタム商品の構成商品に数量割引が設定されている場合、カテ
ゴリー内商品一覧において価格が正しく表示されないバグを修正 
[!] 「カスタム商品」アドオン - 選択必須の商品グループにおいてデフォルトで選択される商品が
在庫切れの場合でもカートに追加できるバグを修正 



[!] 「ギフト券」アドオン - 返品に関するページにおいてギフト券が正しく表示されないバグを
修正 
[!] 「ギフト登録」アドオン - 商品を削除してもイベント情報から商品情報が削除されないバグを
修正 
[!] 「ギフト登録」アドオン - 全イベントの一覧表が正しく表示されないバグを修正 
[!] 「ギフト登録」アドオン - ポップアップ画像のみ登録されている商品において商品詳細ページ
にサムネイルが表示されないバグを修正 
[!] 「コメントとレビュー」アドオン - カテゴリブロックの表示内容を「評価」にした場合に評価
の低い順位カテゴリーが表示されるバグを修正 
[!] 「サイトマップ」アドオン - サイトマップにおける静的ページへのリンクをクリックすると他
のサイトにリダイレクトされるバグを修正 
[!] 「新着情報とメルマガ」アドオン - メルマガに掲載したリンクのクリック数が正しくトラッキ
ングされないバグを修正 
[!] 「添付ファイル」アドオン - 商品を削除しても関連する添付ファイルが削除されないバグを
修正 
[!] 「添付ファイル」アドオン - 商品を複製した場合に添付ファイルが複製されないバグを修正 
[!] 「添付ファイル」アドオン - 添付ファイルが複数言語に対応していないバグを修正 
[!] 「添付ファイル」アドオン - 同名のファイルが存在する場合に削除できないバグを修正 
[!] 「添付ファイル」アドオン - ピッカーIDが既存のものと重複する場合があるバグを修正 
[!] 「店舗所在地」アドオン - アドオンの設定ウィンドウ内のレイアウトを修正 
[!] 「統計データ」アドオン - リファラに関するリンクが正しく生成されないバグを修正 
[!] 「返品管理」アドオン - 管理者用パネルの返品情報ページにおける "この返品申請を削除" リン
クに "cm-confirm" クラスが設定されていなかったバグを修正. 
[!] 「返品管理」アドオン - 返品申請を削除した場合に一部のデータが削除されないバグを修正 
[!] "fn_format_price" 関数が正しく動作しない場合があるバグを修正 
[!] "Paypal Express Checkout" の決済完了ページからCS-Cart側に遷移した際に、アメリカ以外の
国の都道府県・州情報が配送先情報として正しくセットされないバグを修正 
[!] "PayPal Express Checkout:" の決済ページで登録した配送先氏名が CS-Cart側に遷移した際に
使用されないバグを修正 
[!] "sl" で始まるスクリプトを実行する場合に言語の選択が機能しないバグを修正 
[!] "会員登録なしでの購入を禁止" と "新規登録されたアカウントは管理者によるアクティベーショ
ンが必要" が共に有効化されている場合に、注文手続きページに不要な情報が表示されるバグを
修正 
[!] "購入手続き時にSSLを使用" と "お客様が「購入手続き」ボタン/リンクをクリックした場合
に「カートの内容」ページに遷移させる" が共に有効化されている状態で支払手続き失敗する
と「カートの内容」ページに遷移されてしまうバグを修正 
[!] "比較リストに追加" リンクが検索エンジンにインデックスされるバグを修正 
[!] "別ユーザーとしてログイン" リンクが正しく動作しない場合があるバグを修正 



[!] "別ユーザーとしてログイン" リンクが正しく動作しない場合があるバグを修正 
[!] 「分析」ページの "リファラ" 情報について404エラーが発生するバグを修正 
[!] cs-cart.comに送信される情報からアップデートに関する項目を除外 
[!] Eメールアドレスによる注文検索を実施した場合に不要なメールが送信されることがあるバグを
修正 
[!] Google Baseにデータをインポートする際に、商品名にダブルクォーテーションが含まれると
二重に出力されるバグを修正 
[!] IE7で商品サムネイルに設定したリンクが動作しないバグを修正 
[!] アドオンを利用した商品詳細ページ用テンプレートの追加ができないバグを修正 
[!] インストール時に指定したHTTPSパスが空でない場合にサイトマップ向けのサーチエンジンフ
レンドリーなリンクが生成されないバグを修正 
[!] インポートおよびエクスポート時のコールバック関数において値が "TRUE" の引数を正しく処
理できないバグを修正 
[!] オプション単位で在庫を管理する商品についてデフォルト表示されるオプションの組み合わせ
を修正 
[!] オプションの組み合わせに関するレイアウトがIE7で崩れるバグを修正 
[!] オプションの指定方法に "上から順に指定" を指定しても管理者用パネルの注文編集ページでは
動作しないバグを修正 
[!] カスタム商品内のセレクトボックスで不要な " " が表示されるバグを修正 
[!] 管理者用パネルで指定したサムネイル画像の背景色が反映されない場合があるバグを修正 
[!] 管理者用パネルの 基本設定 >> セキュリティ設定の各項目を有効にするとユーザーのログイ
ンフォームが表示されない場合があるバグを修正 
[!] キャンペーンの条件 "数量" において、指定した数量と同数を購入しないとキャンペーンが適用
されないバグを修正 
[!] 言語が追加された場合にテンプレートのデバック用コンソールが動作しないバグを修正 
[!] 言語変数 "list_without_options" のロシア語訳を修正 
[!] 件名に特殊文字を使用したEメールにおいてEメールのヘッダー情報が正しく表示されないバグ
を修正 
[!] 在庫管理をしない商品についても在庫数が0だとショップエリアに表示されないバグを修正 
[!] 最小注文数が設定されている商品の在庫が最小注文数を下回っている場合に、最小注文数以下
の注文を受付けてしまうバグを修正 
[!] サイトマップの管理ページにおける "セクションの追加" ウィンドウで必須項目の入力チェック
が行われないバグを修正 
[!] サムネイルの出力形式を指定しても元画像と同じ形式で出力されるバグを修正 
[!] 商品詳細ページのサムネイルをギャラリー形式で表示する設定下において、商品オプションに
画像が登録されているとオプション選択時にIEでJavascriptエラーが発生するバグを修正 
[!] 商品情報生成スクリプトを改善 
[!] 商品フィルタと商品の追加情報において大量のカテゴリーを同時指定することができないバグ



を修正 
[!] 商品フィルタにおいて特定の商品追加情報を指定した際の抽出結果が正しくないことがあるバ
グを修正 
[!] ショップエリアの注文検索フォームを空のまま送信するとフィールドに0が表示される場合があ
るバグを修正 
[!] 税額の算出基準に "注文小計" を指定している場合に税額の算出ルールを追加しても正しく更新
されないバグを修正 
[!] チェックボックス形式で表示されるオプションを持つ商品について、"カートの内容" ページに
おけるAjaxによる商品価格計算が正しく実施されないバグを修正 
[!] 注文検索結果を記載したメールが注文時の言語でない場合があるバグを修正 
[!] 注文手続きの過程で会員登録を行った場合に請求先および配送先住所が空の状態で会員登録通
知メールが送信されるバグを修正 
[!] テキストフィールドに対して日付に似た値が入力された場合に誤った形式でフォーマットする
バグを修正 
[!] テンプレートエディタによるファイル作成ができない場合があるバグを修正 
[!] テンプレートエディタのファイルアップロード用ポップアップでバリデーションが機能しない
バグを修正 
[!] パスワード再発行リンクがすべてショップフロント側にリダイレクトされるバグを修正 
[!] フックポイント "reward_points:userlog" が「返品管理」アドオンにおいて異なる名前で定義さ
れていたバグを修正 
[!] ページの編集時に "開始日" および "終了日" が正しく動作しないバグを修正 
[!] 返品申請を行った注文に関してポイントログが正しく表示されないバグを修正 
[!] マイナス在庫を許可する設定において在庫数がゼロの商品について "在庫切れ" と表示されるバ
グを修正 
[!] メルマガ一覧において不要な " " が表示されるバグを修正 
[!] メルマガに多数の購読者を一括登録できないバグを修正 
[!] ユーザーが1度に2つ以上のユーザーグループへの参加申請を行った場合に管理者が承認できな
いバグを修正 
[!] リストア用URLからショップをリストアする場合に英語以外の言語変数が正しく表示されない
バグを修正 
[!] 配送手続きを追加する際に国内の運送会社が選択できないバグを修正 

オープンソースCMSテンプレートデザイン—Dreamweaver & Fireworksによる 伊丹 シゲユキ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4883375757/susipaku-22/ref=nosim


SKYPEで経費削減！会議やサポに使ったりと便利すぎるので色々な使い方を紹介して
みるよ。複アカ起動とか

skypesan

当時（＠Ver1.xxx）の頃はあまりの重たさにＦＰＳゲームをやりながらSKYPEでボイスチャット
を行うと 30ＦＰＳが10以下になりsystem dump error が発生するという仕様・・・
他のプレイヤーがteamspeakとかYahoo!メッセンジャーを利用していたのに、SKYPE使い続けて
いた古巣ユーザーのsusi-paku です。

今だから有名になりましたが当時はずいぶんと泣かされました。そんなＳＫＹＰＥを利用して色

々提案しているわけで自分が使っている機能とかを紹介します。

無料のインターネット通話と電話への格安通話 － Skype

SKYPEの当然の機能とか課金機能は無視するとして、基本無料であるため、au はよくやっ
たなぁー 

ＫＤＤＩの"禁断のアプリ" 「Ｓｋｙｐｅ ａｕ」の正体 ：日本経済新聞 

とか思っているわけですけど、i-phone だとアプリであるし遅すぎるくらいかなぁっとは思うとこ
ろです。 

さておき、カンファ通話、コミュニティ、エクストラ（ゲーム）など拡張機能が増える中、使っ

てないと知らない機能もあったりします。今回紹介する機能。 

・画面共有機能 
・複数アカウント起動 
・ＷＯＬで監視カメラ機能 
・ＷＥＢ上にSKYPE状態を表示 
・職場などで利用できるSKYPEフォン 

画面共有機能 

この機能はすっごい助かる機能ですね（主にＰＣサポートの時）、ボイスチャット + ＷＥＢカメ
ラで大抵は事が足りるんですが、「このウィンドウって何？」とかパソコン画面の事言われても

サッパリわからない 遠隔操作などが出来ない場合などに重宝しますね。 

相手に発信を行い。 

http://www.teamspeak.com/
http://messenger.yahoo.co.jp/
http://www.skype.com/intl/ja/home
http://www.nikkei.com/tech/business/article/g=96958A9C93819499E3EAE2E3E68DE3EAE3E2E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;p=9694E3EAE3E0E0E2E2EBE0E4E2E2


sdfasdf000016

 

画面の共有を選択します。 

sdfasdf000018

 

その後はどのモニターを共有させるか選択すれば、 
相手側にリアルタイムの画面が表示されるという感じです。 

sdfasdf000017

 

こんな感じ。 
クライアント側（モニターを表示させてる）を閲覧できるだけなので、遠隔操作はできません。

（そのうちできるようになると面白いですね。） 

複数アカウント起動 

国産Twitterクライアント「Janetter」のように複アカでの起動される方もいらっしゃると思い
ます。 
SKYPEも多重起動ができるツールが存在してます。 

窓の杜 - 【REVIEW】「Skype」で複数のアカウントを同時に利用できる「Skype多重起動」 

そのうち、公式でできるようになるとうれしい所ですね。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SKYPE_B879/sdfasdf000016.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SKYPE_B879/sdfasdf000018.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SKYPE_B879/sdfasdf000017.jpg
http://janetter.net/jp/
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20100531_369381.html


個人的には SKYPE OUT の使い分けができるので。 

ＷＯＬで監視カメラ機能 

ＷＯＬ（Wake-on-LAN）で監視カメラ機能にしてみる。 
LAN上にあるPCの電源を他のPCからONにできる機能でございます。これを利用して、見たい時
にＰＣを遠隔でＯＮにさせて、SKYPE経由でカメラを使って状態を確認することができます。（
ＷＯＬ使わなくてもＰＣつけっぱなしだったら 下記設定だけでＯＫですね） 

sdfasdf000020

 

監視カメラ用のアカウントをひとつ作り、 
SKYPEのプライバシー設定を閲覧側のクライアントユーザーのみコンタクトリストに追加し
ます。 

sdfasdf000021

 

通話設定にある、通話をコンタクトリストに設定し、自動応答にチェック、通話中ビデオ通話を

開始にチェック 

これで、監視カメラ用アカウントに通話を開始するだけで 
自動的に部屋の様子が閲覧できたりします。 

絶対、コンタクトリストのみにしておきましょうね。 

第三者さんから通話がかかってきたら映像配信されてしまいます。ｗ 

ＷＥＢ上にSKYPE状態を表示 

ホームページやブログ、またはサポートページなどで自身のSKYPE状態を知らせることができ
ます。 

コンタクトリストに追加されていない人への告知など 
そいういったサイトに追加するのもいいと思います。('A') 

設定で↓ にチェックを入れます。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SKYPE_B879/sdfasdf000020.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SKYPE_B879/sdfasdf000021.jpg


sdfasdf000022

 

あとは、Skypeボタンを活用 を読んでいただきソースコードを貼れば終わりですね。 

sdfasdf000023

 

ログイン状態

 

↑ このように表示されますね。 

職場や会議などで使用するSKYPEフォン 

自室でボイスチャットとかするのならヘッドセットとかで事足りるわけですね。音声はスピーカ

ー出力でも問題はないとは思うんですが、、、 たとえば公共の場だったり、社内での運用だと周
りに音声が聞こえるのはＮＧですし、ましてや ごっついヘッドセットつけるのも抵抗があると思
います。なので、いくつか紹介したいと思います。 

Skype(スカイプ)社公認 USBハンドセット サイバースピーカーW(CyberSpeakerW) V655SK
ちょっと値段はしますが、パソコンの音声出力に依存しなくてもいいタイプですね。オンボード

のサウンドカードだとノイズが発生したりと安い買い物が実は高い買い物になった経験がある

ので、さすがにskype社公認だけ安定度はあります。 
また、これ単体で機能する為 パソコンのスピーカーがなりながらSKYPEの音声はSKYPEフォン
を利用できるタイプなので SOHOやっている方とかは嬉しい機能だと思います。 

価格だけ見たら ほかのＵＳＢフォンとしては 

ALLA Skypeフォン(USB) ブラック AL-SKP100(Black) 

サンコ- Skype Phone AKIBA56 

他にはバッファローとかハギワラシスコムとかから ＵＳＢフォンが販売されていますが、バッフ
ァロー以外は音声と使い勝手がいまいちですね。（気にしないのであればサンコーのは使え

ます） 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SKYPE_B879/sdfasdf000022.jpg
http://www.skype.com/intl/ja/tell-a-friend/get-a-skype-button/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/SKYPE_B879/sdfasdf000023.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000FUA0DW/cagylogic-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001334F4K/cagylogic-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002NS2K14/cagylogic-22/ref=nosim


あとは、一か所で複数人が会議する時などで重宝するのが会議通話用のこれです。 

【SANWASUPPLY】SkypeなどのWeb会議に最適。5m/360度で集音可能な高性能USBWEB会議
スピーカーフォン MM-MC14 

本店・支店間や定例会議での部署ごとによる打ち合わせの場合は、一人ひとりにヘッドセットを

用意して話すことができないため集音できるスピーカーフォンが重宝されます。この間はU-
STREAMで、これ使っているとか言ってましたね。 

他にも面白い使い方を思いついたら追記したいと思います。フォルダごとファイル送信機能がほ

しいこの頃です。 

経営者とビジネスマンのための無料電話ソフト Skype(スカイプ) [DVD] 趣味

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002TTY4NE/cagylogic-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000B63GWM/cagylogic-22/ref=nosim


京都の無縁仏で有名な化野念仏寺〜商売繁盛祈願の伏見稲荷を観光してきました。

inari

そうだ、京都に行こう！っというわけで、連休を利用して

気分転換 + 日本の和を堪能 + 祈願 しにあだしの念仏寺と伏見稲荷に
一泊二日で旅行してきました。

化野念仏寺（あだしの念仏寺）

伏見稲荷大社

R0014124

 
多数の無縁仏と六道で有名な（B級的な意味で）あだしの念仏寺に行ってきました。 
嵐山からバスで15分くらい揺られたところにあります。 

R0014114

前の商店街（？）が静かすぎて不気味でした、それにしても建物がカッコイイなぁ 

http://www.nenbutsuji.jp/
http://www.inari.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbd1a93e3147_B332/R0014124.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbd1a93e3147_B332/R0014114_1.jpg


R0014115

 

DSC00446

 

DSC00447

 

伏見稲荷に向かう前に北野天満宮（学業の神様）にも寄りました。 

R0014131

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbd1a93e3147_B332/R0014115_1.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00446.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00447.jpg
http://www.kitanotenmangu.or.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbd1a93e3147_B332/R0014131.jpg


R0014128

 

DSC00458

 

DSC00459

 

R0014132

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbd1a93e3147_B332/R0014128.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00458.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00459.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbd1a93e3147_B332/R0014132.jpg


DSC00468

 

DSC00464

 

ちょうど、境内で結婚式やってました。 

錦市場も行ってきました。 
京都の台所 錦市場｜京都錦市場商店街振興組合公式ウェブサイト 

DSC00474

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00468.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00464.jpg
http://www.kyoto-nishiki.or.jp/
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00474.jpg


DSC00477

 

DSC00483

 

R0014148

 
伏見稲荷も登ってきました。 

DSC00559

 
鳥居が生えてます。 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00477.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00483.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbd1a93e3147_B332/R0014148.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00559.jpg


DSC00557

 
ポイントごとに休憩所も・・・ 

DSC00563

 

鳥居の基礎作ってました。 

DSC00572

 

R0014144

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00557.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00563.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/71c5678adb45_2770/DSC00572.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/dbd1a93e3147_B332/R0014144.jpg


もうね、すごいよここ 
もっと写真撮ればよかったと思うわけです。 
パワースポットって感じですかね、いい気分転換になりました。('A')b 

 
稲荷大神 (イチから知りたい日本の神さま)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4864030030/susipaku-22/ref=nosim


ゾウバスは名作！リンドグレーン賞（絵本のノーベル賞）受賞作家の荒井良二さんの
展示を見に行ってきました。

arai

 
絵本のノーベル賞をと名高い（うけうり）リンドグレーン賞を

受賞した絵本作家である 荒井良二さんが浦和で展示をやっているということで
荒井ワールドを堪能しに足を運んできました。

荒井良二スキマの国の美術館

荒井良二 Ryoji Arai
 
L8520080

  
ゾウバスが描かれたチケット。 
（このチラシをもらおうと聞いたら展示終わった後ならとOKとのこと・・） 
L8520075

  

これが受付ですね。写メ。

大きな地図で見る 
（場所はここ） 

http://www.add-system.co.jp/arai/top.html
http://www.ryoji-arai.info/
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/3f5301189a4b_9B8E/L8520080.jpg
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/3f5301189a4b_9B8E/L8520075.jpg
http://maps.google.com/maps?f=q&source=embed&hl=ja&geocode=&q=%E6%B5%A6%E5%92%8C%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8&sll=36.126687,136.23573&sspn=7.309495,10.030518&ie=UTF8&hq=%E6%B5%A6%E5%92%8C%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8&hnear=&cid=14331078692846478086&ll=35.860629,139.652457&spn=0.024346,0.036478&z=14&iwloc=A


さて、展示では撮影が禁止だったので画像掲載できませんが、 
スースーとネルネル、ルフランルフランの原画に感動しましたねぇ。 
やっぱり、絵本とは違いますね原画は・・ 

L8520076

 

展示を観た後は作品が作れるスペースにも寄りました。 
お子様を連れはウキウキ 

L8520077

 

閉館間近だったため何も作れず・・・('A') 
時間があったら、粘土作品作りたかった・・・ 

L8520078

  

最終日だけに子供たちが作った作品が沢山 
飾られていました。こう見ると、子供の作品って素晴らしいです。 

http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/3f5301189a4b_9B8E/L8520076.jpg
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/3f5301189a4b_9B8E/L8520077.jpg
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/3f5301189a4b_9B8E/L8520078.jpg


大人になると作れないよなぁっと実感。 

んなわけで、絵本も描いてみたいとか思ってしまっているわけです。 
そのうち描いてみよう。コッソリ 

スキマの国のポルタ BOX [DVD]

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000VUSIMG/susipaku-22/ref=nosim


物件選び中・引っ越しする前に確認しとく、事故物件をGoogle Mapsに貼ってあるサ
イト

teru

ここ８年の間に合計８回ほど引っ越ししている

絶賛引っ越し貧乏のsusi-paku です。
長く住めない＝なんかの仕業だと勝手に思っているわけですが、

リアルな話、ほとんどの人が住んでいる物件でなんかあったかなど、知らずに

生活しているんじゃないでしょうか。(‘A’)

そんな、知っておきたい事故物件を紹介しているサイトです。

大島てる

大島てる＠ついった

 

ＧＯＯＧＬＥが始めた不動産検索って便利だなぁーっと地域の相場の格差とか 
見て、やっぱり東急東横沿線は高いと実感しているんですが。 

格安物件とか、この部屋は人が亡くなっているよとかは 
不動産の都合で告知義務が実質ないようなわけで、 
体験入居なんて無いご時世、下見で決めるのって 
意外と難しいと思うんですよね。 

http://www.oshimaland.co.jp/
http://twitter.com/#!/oshimaland
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=s_q&hl=ja&q=%E6%97%A5%E6%9C%AC&mrt=realestate&ie=UTF8&ll=36.5626,136.362305&spn=56.06754,69.345703&z=4&utm_campaign=ja&utm_medium=van&utm_source=ja-van-apac-jp-gns-gm
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1910717.html


例えば日中は静かだけど、夜中は決まってギシアン聞こえたり 
日曜大工のお父さんが早朝から電動工具で騒音とか、 
本当に長く住む場合って周りの環境のリサーチって 
非常に大事だと思うわけです。 

自分も2DKのマンションに住んでいた頃は、朝の９時から 
スポーツカーを手入れするために６時間近くエンジンをかけていた 
人間のおかげで引っ越ししましたからね。頭おかしくなってしまう。 
まぁ、そんな感じで『いわくつき物件』とか調べていたらですね。 

大島てる 
http://www.oshimaland.co.jp/ 

なう もやられていらっしゃいますので 
フォローしたら 最新の事故物件情報が手に入ります。 

事故物件をＧＯＯＧＬＥＭＡＰＳに晒してくださるサイトなんですね。 
えっと、地元で有名なマンションとかもバッチリ情報に 
入っていたので信ぴょう性は高いと思われます。 
  

 

http://karapaia.livedoor.biz/archives/51759115.html
http://www.oshimaland.co.jp/


こんな感じで表示されます。中には硫化水素自殺＠201号室とか 
リアルにマンション番号まで書いてある物件もあったりします。（'Ａ'）！ 
不動産の管理会社は風評とかきついでしょうね。 

んま、以前にすごい事件にもなった隣人を襲って殺害した最悪な事件の 
マンションは住民がほぼ退去しているとか書かれてましたね。 
取り壊しをするそうですよ。 
そこの不動産さんはお気の毒ですね... 

っとまぁ、お引越しするときは業者よりも霊感が強い人に 
見てもらった方が心強い気がする今日この頃です。 

 
幽霊物件案内—怪奇探偵のマル秘情報ファイル (ホラージャパネスク叢書) 小池 壮彦

http://blog.livedoor.jp/hanzaidb/archives/50661922.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4810426254/susipaku-22/ref=nosim


バイクで富士山を一周！山中湖〜サファリパーク〜白糸の滝〜青木が原（樹海）〜富
士急〜川口湖

huji

バイクの免許を取りまして、めでたく１周年を迎えたので

記念にと、お盆の連休を利用し山梨県＠富士山一周へ出発しました。(‘A’)

河口湖で泊まったカントリーダイアリー（ペンション）

下記がルートなんですが、神奈川県から抜けるだけでも50kmぐらいありますｗ 
7linden000146

  

オール下道で山中湖〜河口湖を一周してます。 
祝日、連休だった為 富士山スカイラインは利用できませんでした。 
車で行ったら渋滞で一日が終わりそうなくらい混んでました。('A')

大きな地図で見る

最初の412号の山道＠峠はビックスクーターで行くものではないなと実感したわけです。 

http://www3.ocn.ne.jp/~diary03/
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/7linden000146.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?f=d&source=embed&saddr=35.30326,138.732405&daddr=&hl=ja&geocode=&mra=mift&mrsp=0&sz=13&sll=35.30588,138.739815&sspn=0.106608,0.135098&brcurrent=3,0x601979161b2c17cd:0x2731d5ab752dd7ff,0&ie=UTF8&start=0&ll=35.30588,138.739815&spn=0.049031,0.072956&z=13


R0013954

 

こんな感じ、直前にもののみごとに台風が接近してきたので曇ってます。 
直射日光じゃなかった分、逆に過ごしやすかったって感じですかね。 

そんな感じで、１日目は山中湖でお泊りしまして。横浜県からここまでで１００キロちょいで

した。 

R0013943

 

R0013944

 
ものの見事に曇ってます。霧？ 

R0013935

  
お泊りした宿はロフト付でした。 
朝はリスがひまわりの種食べてました。('A') 

http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0013954.jpg
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0013943.jpg
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0013944.jpg
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0013935.jpg


R0013934

 
ウォーリーを探せが・・・ 

DSC00346

 

DSC00347

河口湖で泊まったカントリーダイアリー（ペンション） 
http://www3.ocn.ne.jp/~diary03/

そんな感じで、猛烈に混んでいるであろう 富士サファリパークに開園からGO 

R0013977

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0a1b486df44b_EE7D/R0013934.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85799f3ffcb3_2636/DSC00346.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85799f3ffcb3_2636/DSC00347.jpg
http://www3.ocn.ne.jp/~diary03/
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0013977.jpg


R0013979

  
乗ったやつ 

R0013986

 

DSC00350

 

DSC00359

 

車で遊園する とは知らなかったので すごく楽しめました。 
個人的には動物たちが暑さにやられて、ダメになっていた姿が印象的でした。

http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0013979.jpg
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0013986.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85799f3ffcb3_2636/DSC00350.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85799f3ffcb3_2636/DSC00359.jpg


R0013985

  

DSC00386

 

次は白糸の滝を見に寄りました。 
個人的には音止の方が落差あって好きでしたねー。 

R0013998

  

R0013997

 

http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0013985.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85799f3ffcb3_2636/DSC00386.jpg
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0013998.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0a1b486df44b_EE7D/R0013997.jpg


R0013996

 

DSC00392

 

DSC00395

 

あら、キレイ 

んで、精進湖に寄り道して、 

大きな地図で見る 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0a1b486df44b_EE7D/R0013996.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85799f3ffcb3_2636/DSC00392.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85799f3ffcb3_2636/DSC00395.jpg
http://maps.google.com/maps?hl=ja&q=%E7%B2%BE%E9%80%B2%E9%83%B5%E4%BE%BF%E5%B1%80&ie=UTF8&hq=%E7%B2%BE%E9%80%B2%E9%83%B5%E4%BE%BF%E5%B1%80&hnear=&t=h&z=14&iwloc=A&cid=7091699995508047009&ll=35.479009,138.61197&source=embed


DSC00404

 

DSC00400

 

青木が原にある 精進湖のとある街に寄り道してから 

富士急ハイランドに行ってきました。 

R0014009

 

企画物でエヴァワールドやってましたけど、待ち時間が１時間半とか 
ありえない状態でしたね。  

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85799f3ffcb3_2636/DSC00404.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/85799f3ffcb3_2636/DSC00400.jpg
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0014009.jpg


 

R0014007

 

前回行った時よりも ３割くらい混雑しておりまして 
さすがお盆休みと感じさせてくれます。 
結局、富士急を観光して、トンデミーナ（ピザーラのやつ）乗って 
帰りました。('A') 

R0014012

 

R0014013

 

たぶん「乗る乗らない」で彼氏らしい人と喧嘩して乗れなかった女の子↑

これはと思い撮影してみました。 

ほかの施設、（前回乗った） どどんぱ ２時間５０分待ちとか笑いました。 

http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0014007.jpg
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0014012.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/0a1b486df44b_EE7D/R0014013.jpg


R0014017

 

んで、走行距離は３５０キロ ('A') 

個人的にはもう１泊したかった...っという 
すごいハイスピードな旅行でした。

 
封印された日本の秘境 鹿取 茂雄

http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/45818335a322_8E3B/R0014017.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4883927717/susipaku-22/ref=nosim


GIGAZINEの求人がまさに魔女狩りのよう、社内の膿みを出す求人

gigazin

 
今朝ほどGIGAZINEを開いたら
トップに『GIGAZINE求人』というタイトルが立っておりまして
『結構儲かっているんだなぁー…』っと感じながら文章を読んでいたら、
なにやら、すさまじいGIGAZINEの内部と伴なう人材一刷という求人に驚き記事を
書かせていただきました。

GIGAZINE求人情報
【追加】 ネットワークエンジニアなども募集
GIGAZINE解雇されたけど質問ある？ （釣りの可能性あり）
↑に対して法廷な手続きを考慮しているとか

7linden000113

 
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100802_gigazine_job/ 

読んでいただくとおわかりの通り編集長の苦悩が伺えるわけです。 
非常に失礼ですが良い意味で言うと、とっても日本人な長文でございます。 

編集長は本当に現場で叩き上げられた社長なんだなぁと感じました。 

ブログという媒体における、記事を書くという業務としての捉え方で 
ブログのアクセス数をUPさせる為の記事の書き方という講義をしている 
セミナーのコンサル会社のプロデやディレさんら当人が面白い記事を 
書けているといったら、まったくそうでもなく。 
それが、業務としてのものなら確かにいいのかもしれないけれど 
GIGAZINEでそれらは通用しなく、超越する何かを持った人たち、 
これまた失礼ですが 変態な社員（記者）しかいないと思っておりました。 

http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100802_gigazine_job/
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100803_gigazine_job_2/
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-3082.html
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100831_access/
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/GIGAZINE_A10D/7linden000113_1.jpg
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100802_gigazine_job/


なので、この記事を読んでかなり驚いております。 

特に、編集長が危惧していた箇所である、文中に書いてあった 記事の質の低下 については、 
それを気づかずユーザー自身の裁定として『これがGIGAZINEのクオリティ』として 
認識されつつあったたという点でしょうかね。 

伴い、今回の求人なわけでしょう。 
もう、モロに社内一刷の為 ユーザーへの記事配信というよりも 
社内告示な気がするわけです。そのつもりでしょうが... 
これ見て『俺のことか・・・』っと思った膿を出すおつもりでしょうね。 
良い意味で、一種の魔女狩りのようにも思えたわけです。 
（見せしめに一人解雇したし、魔女でありながら魔女ではないと否定したって 
殺されるのなら、黙殺していつづけられるのが嫌でしょうね。 
解雇したらそれなりの費用も発生するのでしょうし...） 

私も思うんですが、経験して、それが甘いのか辛いのかを体験してみる。 
それもせずに机上での議論を始める人って本当に多いのだと思う。 
もちろん、検証し検討することは当たり前ですが、 
それに違和感を感じる頃、そこには当時の自分の姿がまったく無い 
っというのも経験だったりするわけです。 

もちろん、今回の編集長しかり自分の考えが常に正しいというのは間違っています。 
アップルのスティーブ・ジョブズだって事実上更迭されていますし、 
それが会社の運営の為に必要な事であるのならば、例え産みの親であっても 
自己犠牲しての再建というものは必須な事項であると考えます。 

どう考えたって、今回の求人でユーザー視点から言うと 
『うわぁ、GIGAZINEご愁傷さま』とか『GIGAZINEやばいんだな』 
っと思ったユーザーが大半だったと思います。 
ある意味、GIGAZINEの存続をかけた今回の求人 
青汁のキャッチコピーである 『うぅーまずい もう一杯！』 
的な感じで、『こんな状況だけどGIGAZINEは変わります！』 
というメッセージをユーザーに向けて配信したかったんでしょうね。 
もちろん社内の膿も出し切るということも込めて 

そう考えると編集長はなかなか考えているなと思うわけです。 

話はそれましたが、編集長が書いている社内の一部の人間さんが 



話はそれましたが、編集長が書いている社内の一部の人間さんが 
どんな人であり、どのような行為を行ったかなんて 
第三者で会ったことも一緒に仕事したことも無い人間の自分が 
この編集長側からの記事を読んで同情することはできませんが、 
これだけは言える事は、 
「言えなくなったらおしまい、そこで成長は止まる』ですかね 
個人的には常に楽しさを追求するといのも大事なんですが、 
これだけは自分ルールを設けておりまして、ちょっと共感する部分ではありました。 
さて、編集長が現場あがりの社長だから、それを求める人材も 
同じような感覚を持つ人材を欲している、むしろ、自分を超える逸材を 
探しているかのような文脈ですが、 
有能な監督が必ずしも有数なプレイヤーであるわけでは無い っをふまえまして 
これを経験として、更に良いGIGAZINEを作ってもらいたいと思います。

ここからは余談ですけど、 
業務時間内で仕事を終えるとか、他人の顔色を伺いながら業務するとか 
何だか、MMOでやることなくて永遠とMOB狩りするとか 
FPSゲームでやり込みすぎてパターン化したりするとか 
それがいつの間にかゲームをやっているのではなくて業務をしているかの 
ように楽しさを忘れる時 それが限界なんだなっと思ったりしますよね。 
そうなると、自分自らイベント作ったり、新しいルール作ってやったりとか 
そうやって、自分は考えちゃうんですが、そういう脳がない人に限って 
『やること無いとか』『開発者くそだ』とか反社会的かつネガティブな 
ワードを口にするような人、何だか似ているなっと 

それにしても、自分が会社営んでなくて、コピーロボットとかできたら 
是非やってみたい仕事のひとつでもあるなーっと感じました。 
これも編集長の文才に引き込まれたとのか、、、っと釣られ気味に言ってみます。 

そういや、この間 
日本製よりも安いから海外の製品を買って 
『日本の不景気はうんぬんかんぬん』とか立派な言う人いましたけど 
消費することはおおいに結構なんですが、日本製は買わないの？ 
どうなの？っと感じました。ｗ 

おしまい 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4860632095/susipaku-22/ref=nosim


それでも就職したいあなたに—既卒、フリーター、第二新卒の大逆転内定獲得術 秋庭 洋



「パチンコで人生オワタ」という記事を読んで、パチンカスの終わりっぷりを調べて
みた

pachi

パチンカス＝パチンコに依存してらっしゃる人（ベストアンサー）

が人生オワタとなる記事を読んで胸が熱くなっている susi-paku です。
その中毒っぷりに、韓国でさえ法律で禁止されているわけで、

そんな、ウシジマクンのお得意様になってしまう麻薬である

パチンコについて調べてみました。

パチンコは麻薬

まずは、自分の体験談ですけども、 

当時、大学生の頃に水商売をしていたパチンコ大好きの友人と 新台入替でパチンコ屋さんの 開店
前に寒い中並びに行った事があるんですね。 

そこにはすでにダンボールが２つほど置いてあって。 
「もう先約がいるのか すごいなぁ」 
っと感じていたら。開店１時間前になっても置いたダンボールのやつは 
現れなかったので、迷惑だと思いゴミ捨て場にポイしたら 

開店30分前におっさん４人が登場しまして、 
「おい おまえらここにあったダンボール捨てただろ？」 「あん？」 
っとか喧嘩を売られた事があります。 
「え？どこにですか？」 
っと答えていると、 
「は？？」 
っと喧嘩になりそうな感じになってしまい 
あわてて仲裁に入ろうと従業員が割って入りました。 

その後、従業員に対して、おっさん達が威嚇するかのように大声で話てるんですよ。 
「佐藤ちゃん（仮名）あいつら、俺らの方が早く並んでたのによー横入りしているんだぜー」 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1218179207
http://pachinkokouryaku.fc2web.com/kinshi.htm
http://www.geocities.jp/pachimaya/


「ったく、常連なめんなよ・・・」 
「んま 俺も３２になったし、大人になんたんだよなぁー若い頃だったろ半殺しにしているぜ！」 

「ひゃっはー・・・・」 

7linden000047

 

っとまぁ、当時20歳の自分はこんな大人と同じ事をしていたのだ＠パチンコ、 
そしてこの大人に絶望し あまりにもアホらしくて家路に帰りました。 
何だか虚しいを通り越してひどく切なくなりました。 

それからは本当に、付き合いとか以外はやらなくなりました。 

というわけで、そんなパチンコでオワタ人生の中で特に印象深い箇所をピックアップしてみま

した。 

--------------------------------------------------------------------
〜私の履歴書〜 
18の時 某有名大学に受かる。入学するも気の合う友人ができず、入った部にも馴染めず大学に失
望し始める。 図書館に入り浸って社会科学系の本を読み漁る。 
19の時 クルクルセブンに出会う。 いい店が近くにあったこともあり結構な勝率を上げる。 これ
でパチンコにのめりこみ、セミプロと化す。 この頃は、打っているときだけが『楽しかった』。 
20〜21の時 だらだらとパチンコを打ちつづける。 次第に、「こんなことでいいのだろうか」と思
い始めるも、危機感はまだそれほどでもない。 一応有名大学だから大手企業に入るのもそう難し
いことではない時代 だったし。 
22の時 5月からようやく就職活動を始めるも、サラリーマンになる人生がどうしても実感が持
てず、いいかげんに活動をする。 日本生命、東京海上、エッソ石油、ダイエー、興銀と言った企
業の内定を受けるも全部けって某会社に入る。（ランクは下）早まったカナと後悔するも後

の祭。 まあ、この会社で少し頑張ろうと思う。 
23の時 入社式で早まったことを確信して鬱になる。 明るく振舞っていたが、次第に耐え難くなり
、辞める決心をする。 元々会社づとめをしながら、資格でもとって独立しようと思ってい たので

http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/51fb8ab7bf55_BA2D/7linden000047.jpg


、辞める決心をする。 元々会社づとめをしながら、資格でもとって独立しようと思ってい たので
勉強に専念しようとマジでやめる。 
24の時 まだまだ若いからといいかげんに勉強してあっさり落ちるも1年で受かるとは思ってなか
ったので全然気にせずスロットを楽しむ。 
25の時 不眠になり、スロットを一時止めるも、勉強も手がつかず、お金だけがどんどん減ってい
く状態に耐えられず、又スロットで稼ぎ始める。 
26の時 会社辞めた時の、『やるぞ！』という熱意も冷め、惰性でやっている状態に危機感を覚え
るも、事態は変えられず鬱になる。 公務員試験でもうけるかと思うも、それじゃ会社やめた意味
ないと思い思いとどまる。 
27の時 原因不明の病気になり、だるさ、疲労感が一日中抜けない状態になり、就職することも
無理、勉強もできないという状態になりとても焦る。 
今、 だるいながらも少しずつ勉強するしかないと思い、すこ〜しづつ勉強する。しかしスロット
でマジで勝てなくなり、貯金がどんどん減ってきており来年試験に落ちたらどうしようもない状

態になる。 
そして今日も鬱を深めながら、スロットで負けに行くのであった。。。 
完全実話

-------------------------------------------------------------------- 

この24歳あたりはあまりにもリアルで笑えないですな。 
これパチンカスだけのことじゃなくて 
派遣切りされた人とか、とか当てはまるんじゃないですかね。ｗ 

たとえばこういう方とかね ↓ 

生活保護 → パチンコ っというのも現状らしいし もう 働いて納税している 
のがあほらしく感じます。（まぁ 生活保護についても今度書くとして・・・） 

話はとびましたが、自分の周りにもパチンカスさんがいらっしゃいますね。 

どっか行く時に、「エヴァがどうなん・・・」「海がなんとか・・・」「ハネなんとか・・・」 
何しゃべってんだ・・・ っとまぁ、「本当にパチンコ好きなんだねぇー」 
っと話を流しているんだけれど、 

それと、電話してもメールしても 夜23時以降にならないと返事しないのとかね。ｗ 

あと写メで数千枚ゲットしたぜーとか恥ずかしくないのかと聞きたいです。 

http://www.youtube.com/watch?v=5q2EJN6y31g
http://www.y-mainichi.co.jp/news/17020/


もう30歳のいい歳なのに・・・ 

というわけで、パチンカス終わっとる。ってな記事をまとめてみました。 
タバコと一緒で依存し過ぎちゃまずいですな。 

パチンコで狂った人生 
http://www.geocities.jp/pachimaya/kuruwasita.html 
http://www.geocities.jp/pachimaya/kuruwasita2.html 

パチンコで生活できるんですよ 
http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/127789311.html 

パチンカスにありがちなこと 
http://tannsokuvip.blog54.fc2.com/blog-entry-2094.html 

パチンカスの生態 
http://www.unkar.org/read/namidame.2ch.net/pachi/1234341948 

っとまぁ こんな感じ。 
是非 闇金ウシジマくんを読んでいただきたいですな。おしまい 

闇金ウシジマくん 1 (ビッグコミックス) 真鍋 昌平

http://www.geocities.jp/pachimaya/kuruwasita.html
http://www.geocities.jp/pachimaya/kuruwasita2.html
http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/127789311.html
http://tannsokuvip.blog54.fc2.com/blog-entry-2094.html
http://www.unkar.org/read/namidame.2ch.net/pachi/1234341948
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4091873413/susipaku-22/ref=nosim


夜景で有名な湘南平の電波塔（南京錠だらけ）に昼間、行ってきました。

syounan

バイクで遠出するついでに、夜景で有名な湘南平の電波塔へ行ってきました。

高所恐怖症の方は注意が必要かと思うくらい、いい眺めでございます。

湘南平 神奈川県平塚市の夜景 - 夜景を見に行かNight
昼間に行った理由としては、展望台が21：30に登ることができなくなっちゃうからなんですね。 

大きな地図で見る

場所はこちらです。ヤビツ峠よりは複雑ではないし、カーブも少ないので来やすい感じですね。 

DSC00278

 

DSC00280

 

カギ 鍵 ・・・・ 

http://yakei-mn.com/yakei/kanagawa/syonandaira
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&q=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E5%B9%B3%E5%A1%9A%E5%B8%82%E4%B8%87%E7%94%B0790&ie=UTF8&hq=&hnear=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E5%B9%B3%E5%A1%9A%E5%B8%82%E4%B8%87%E7%94%B0%EF%BC%97%EF%BC%99%EF%BC%90&brcurrent=3,0x6019ab8b9d70d3fd:0x26b8b2e214f3e956,0&ll=35.319743,139.308472&spn=0.024511,0.036478&z=14&iwloc=A&source=embed
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c19aa5a634e2_2BC1/DSC00278.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c19aa5a634e2_2BC1/DSC00280.jpg
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http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c19aa5a634e2_2BC1/DSC00281.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c19aa5a634e2_2BC1/DSC00284.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c19aa5a634e2_2BC1/DSC00279.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c19aa5a634e2_2BC1/DSC00286.jpg
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展望台からの眺め。 （'Ａ'） 
DSC00292

 

DSC00293

 

のぞきＯＫ！ 

次回は夜に来たときのレビューでもしてみます。 
すごい景色がいいですよ。紅葉とかも楽しめそうな感じでございます。 

東京高層夜景 TOKYO Sweet Retreat-PREMIUM Night View [DVD] BGV

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c19aa5a634e2_2BC1/DSC00289.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c19aa5a634e2_2BC1/DSC00292.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/c19aa5a634e2_2BC1/DSC00293.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000WCEMN2/cagylogic-22/ref=nosim


国立科学博物館で万年時計とか大哺乳類展-陸のなかまたち-を観てきました

riku

2010.3.13〜6.13 まで国立科学博物館で開催されていた 大哺乳類展-陸のなかまたちを観に行って
きました。 

国立科学博物館

大哺乳類展トップ

1254820

 
朝一番で突撃したのですが、日曜という事で30分程度待ちました。（子供連ればかり） 帰りには
1時間半くらいの列になってました。('A') 

さて、カメラ撮影ができないとばかり思っていたので  

 

DSC00224

 

ツノフェチにはたまりませんな。 

http://www.kahaku.go.jp/index.php
http://www.kahaku.go.jp/exhibitions/ueno/special/2010/mammal/riku/index.html
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/5b8c8943e537_AC1D/1254820.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/04f69ad20a42_24E3/DSC00224.jpg
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壁にかけたいですな 

 

DSC00233

 

DSC00230

 

クマー！ 
次に国立科学博物館の通常展示の方観てきました。

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/04f69ad20a42_24E3/DSC00225.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/04f69ad20a42_24E3/DSC00227.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/04f69ad20a42_24E3/DSC00233.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/04f69ad20a42_24E3/DSC00230.jpg


 

DSC00240

 

DSC00237

 

個人的にはこっちの方（通常展示）のクオリティにびっくりです。 

dsafdafds

 

匠の技である万年時計！（やっと観れた） 
あと、池貝鉄工の旋盤1号機も見れて歓喜していたわけです。 
ベルト式の旋盤すげぇって感じです。巻き込まれたら大変です。  

DSC00248

 

http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/04f69ad20a42_24E3/DSC00240.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/04f69ad20a42_24E3/DSC00237.jpg
http://www.susi-paku.com/WindowsLiveWriter/5b8c8943e537_AC1D/dsafdafds.jpg
http://www.susi-paku.com/Windows-Live-Writer/04f69ad20a42_24E3/DSC00248.jpg


コッコの剥製 
いやはや、子供の頃に来館したら 色々と影響されていたのでしょうね。 

次は目黒寄生虫館あたりにも行きたいなぁーと思ってます。

http://kiseichu.org/default.aspx


susi-pakuのほしい物、興味ある物、ゲットした物を紹介

hanpanai

管理人であるsusi-pakuが欲しがっている物とか、興味ある物を紹介してきます。随時欲しいもの
があったらメモ帳代わりに追記していきます。

興味そそられる物があったら買ってみてくださいね。

というわけで、amazonの商品にて紹介。
 

美術手帖2011年10月号
 

Digio2 災害対策 非常用水電池 NOPOPO NWP-3-D
 

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X5 EF-S18-55IS2レンズキット KISSX5-1855IS2LK
 

Transcend SDHCカード 16GB Class10 永久保証 [フラストレーションフリーパッケージ (FFP)]
TS16GSDHC10E
 
 

エツミ インナーボックス モジュールクッションボックスD ブラック E-6288
 
 

エツミ 写真用品 ラバーフード 58mm用 E-138
 
 

Canon スピードライト 270EX II SP270EX2
 
 

SLIK 三脚 F740
 

Canon EFレンズ 50mm F2.5 コンパクトマクロ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B005KK4R72/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B005FSWMZS/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004MKNE52/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003VNKNEQ/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003T4OENS/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003N632CG/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004MKNE5W/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001HLCY1E/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000ACCMY/susipaku-22/ref=nosim


 
 

シグマ 50mm F2.8 EX DG MACRO キヤノン用
 

日本通信 ZTE Light Tab V9+10日間無料SIM付き BM-LTBU300
 

日本通信 ZTE Light Tab V9用b-mobileSIM8ヶ月使い放題パッケージ BM-U300-8MLTB
 

ついまる フォロ美
 

ついまる フォ郎
 

 
GIGAZINE 未来への暴言 山崎恵人
 

 
Canon デジタル一眼レフカメラ EOS 7D ボディ EOS7D
 
 

 
Canon EF-S レンズ 55-250mm F4-5.6 IS EF-S55-250IS
 

 
プロガードＡＲ for Canon EOS 7D ディスプレイ保護フィルム / DCDPF-PGEOS7D
 

 
HAKUBA ブロアープロCP KMC-32
 

 
キヤノン EOS 7D オーナーズBOOK (Motor Magazine Mook カメラマンシリーズ)
 

 
TAMRON SP AF28-75mm F2.8 キヤノンAF用 A09E
 

 
ハクバ 防カビ・防湿剤 カビストッパー ４袋入

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0002P19PS/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004PC9O3S/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004Q891AC/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0046W792U/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0042HNJIM/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4023308714/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002NEFL64/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000V9D5LG/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002NXN05Y/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0017IDXJY/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862791794/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000V6DE6/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000WMAE8Y/susipaku-22/ref=nosim


 
 

 
Transcend 400倍速CFカード 32GB 永久保証 TS32GCF400
 

 
ケンコー リモートコード キヤノン C3
 

Norton Internet Security 2011 オフィスパック 5PC
 

エイサー ノートパソコン acer Aspire 5742 AS5742-F52DK

BUFFALO おまかせ節電 11n/g/b対応 無線LANルーター Air Station 単体 WHR-G301N

学生・教職員個人版 Adobe Illustrator CS5 Windows版 (要シリアル番号申請)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002WE4H8I/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003THO232/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003ZK73YS/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004KR52NE/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002X79784/susipaku-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004UJRH58/susipaku-22/ref=nosim

