


ディスカヴァー21のリニューアルが少し延期されたようだ

2014.03.01 Sat
まずはおさらい：

電子書籍サービス Discover21 がリニューアルするそうだ (2/10 14:44)

たしかもうリニューアルしてるはずだよなぁ、連絡ないなぁ、

とふと見に行ってみますと（→ディスカヴァー21）

リニューアル、してる感じではありません（´｡｀)

で、あちこち探したら、ありました、リニューアルのお知らせ

これまでにご購入いただいた電子書籍について

これまでにご購入いただいた電子書籍はすべて、サイトリニューアル後にダウンロー

ドしてお読みいただけます。詳しいご利用方法は、リニューアル後に改めてご案内い

たします。

ディスカヴァーのビューワ「Discover21」で電子書籍を読む方法について
ディスカヴァーのオリジナルビューワ「Discover21」でご購入済みの電子書籍をダウ
ンロードしていただければ、引き続きお読みいただけます。

ダウンロードの期限は、★2014年3月1日（土）★までとなっております。 
※ 期限が変更になりました

あ、延びたんですか、そうですか(._.) φ メモメモ

さらに読み進めますと

※ 日程が変更になりました

2014年2月28日（金） 
オリジナルビューワ「Discover21」提供終了
2014年3月2日（日） 
電子書籍ダウンロードサービス終了・書籍販売終了

2014年3月4日（火）予定 

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=837
http://www.d21.co.jp/
http://www.d21.co.jp/company/news/20140213


リニューアルサイトでのダウンロードサービス提供開始

リニューアル作業のため、一時電子書籍の販売とダウンロードサービスを停止いたし

ます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願いい

たします。

ということは、3/4(火)に新しくなるんですね(._.) φ メモメモ

どんな風になるのか、興味津々です。

他のビューワーでも読めるようになる、ってことなんでしょうか。

epub形式？pdf？どうなるんでしょうか。

4日を待ちたいと思います。

# 11:06 追記：と、ところが・・・・
→ディスカヴァー21のリニューアルがさらに延期されたようだ (3/1 11:04)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=950


Kindle 日替わりセール、3/1(土)は「原因」と「結果」の法則

2014.03.01 Sat
月が変わりまして最初の Kindle 日替わりセール、
非常にオーソドックスな本となりました。

既読ですが買っちゃいました。

「原因」と「結果」の法則[Kindle版]

ジェームズ・アレン サンマーク出版 2012-07-01
売り上げランキング : 379

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

Kindle版、本日は399円です。

プライム、という印がついているので、オーナーライブラリの対象です。

3月になったらこれを読もうかな、と思っていたのですが、

・・・・買っちゃいました(‾∇‾)

ちなみに kobo 版は952円でした。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B008BCC9YO/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B008BCC9YO/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B008BCC9YO/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4763195093/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


「原因」と「結果」の法則
著者：ジェームズ・アレン
価格：952円（税5%込、送料込）
楽天ブックスで詳細を見る

たぶん Kindle も普通はこれくらいしてたんじゃないかな？
（だからオーナーライブラリで読むつもりだった）

月替わりセールも新しくなってると思うので、チェックしま〜す。

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/123fabd9.87d4de7b.123fabda.dac0d940/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frk%2F83fb29deb8ff44c88cc8c57e0e19b476%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakutenkobo-ebooks%2Fi%2F11612262%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/123fabd9.87d4de7b.123fabda.dac0d940/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frk%2F83fb29deb8ff44c88cc8c57e0e19b476%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakutenkobo-ebooks%2Fi%2F11612262%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/123fabd9.87d4de7b.123fabda.dac0d940/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frk%2F83fb29deb8ff44c88cc8c57e0e19b476%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakutenkobo-ebooks%2Fi%2F11612262%2F


2014年1〜2月の検索文字列とか。

2014.03.01 Sat
月が変わったので、検索文字列TOP30の記録をとってみました。

まずは2/28の遅い時間にとったスクリーンショット

これは2013年12月〜2014年2月のTOP30になりますね。

で、日付が変わってしばらくしてからとったのが

こちらになります。



わが愛機 ATerm MR03LN が人気です＼(^o^)／

今月はどんな話題が出てくるか、楽しみです(｀·ω·´)



ゆめシティ、2014年3月のポイント５倍デーは

2014.03.01 Sat
日付変わりましてもうひとつ重要な情報が出ております

いつものレプシィムさん情報です。

なんか、めったやたらにやってますね（ﾟ◇ﾟ）

そんなわけで本日3/1(土)はゆめタウンデーです。
この時間はまだ新しいチラシは出てないので、

おやすみなさ〜い(^_^)ノ""""

http://www.point.jp/lepsim/info/CSfStorePage.jsp?store=9028


パイ返しがとどいた＼(^o^)／

2014.03.01 Sat
ずいぶん前に応募して、ずいぶん前にあたった、パイ返しキャンペーン

→パイ返しが当たった（ﾟ◇ﾟ） (1/22 17:35)

本日、賞品が届きました。

おめでとうのご挨拶とともに！

パイ菓子3種類！

パイの実をさっそくいただきました(｀·ω·´)

ロリポさん、ありがとう！

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=702


ディスカヴァー21のリニューアルがさらに延期されたようだ

2014.03.01 Sat
夕べ（というか寝る前に）書いたばかりだというのに、

→ディスカヴァー21のリニューアルが少し延期されたようだ (3/1 0:00)

さらに延期されたらしく、メールが届きました。

ダウンロードの期限は、★2014年3月3日（月）★までとなっております。
※ 以前ご案内していた日程から変更になりました

あれっ、まだダウンロードできるの？（ﾟ◇ﾟ）

2014年3月2日（日）
　オリジナルビューワ「Discover21」提供終了

2014年3月4日（火）
　電子書籍ダウンロードサービス終了・書籍販売終了

2014年3月6日（木）予定
　リニューアルサイトでのダウンロードサービス提供開始

また2日延びました。
リニューアルのお知らせ、のページはまだ変わってませんでした。

メールは11:00になっていたので、これからですかね。

ん〜、やきもきします。

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=945
http://www.d21.co.jp/company/news/20140213


フィットネスクラブレフコゆめモール下関店、グランドオープン

2014.03.01 Sat
じゃ〜ん、ついに本日10時にグランドオープンしました！

フィットネスクラブレフコゆめモール下関店！

ゆめモールの敷地内に、どどんと建っている模様です。

http://www.refco.ne.jp/shop/shimonoseki/


体験会もやっているようですね(｀·ω·´)
1000円なら一度行ってみようかな？

お近くの方、お車で通える距離の方、ぜひどうぞ(^_-)-☆

# おまけ：デイタイム会員より、どうせならマスター会員の方がいいと思います。

→ゆめマート下関は今週末3/1,2もポイント5倍 (3/1 14:52)

# レフコのブログも更新されてました：やってきました！グランドオープン

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=955
http://ameblo.jp/refco-shimonoseki/entry-11784744412.html


あまちゃん紅白特別編がNHKオンデマンドで見られるよ

2014.03.01 Sat
ええ、わたくし1月に紅白のあまちゃんを見るために
見逃し見放題パックを契約したんですけどね

あまちゃん紅白特別編（第157回！）が、特選見放題パックで
見られるようになったそうです。（3/1 正午から）

実はわたくしあまちゃん本編は見てないのですけれども（´｡｀)
特選見放題パックだと、最初から見られるはずなので！

あまロスの方、ぜひどうぞ(^_-)-☆

月ごとに課金なので、1日から入るのがお得です。

http://www.nhk-ondemand.jp/share/campaign/tokuten_ama.html


Kindle 月替わりセール、今月は？

2014.03.01 Sat
3月になったので、Kindle月替わりセールも内容が変わりました。

こないだオーナーライブラリで読んだばかりのめいろまさんの本が

300円になってました（ﾟ◇ﾟ）

日本に殺されず幸せに生きる方法 (あさ出版電子書籍)[Kindle版]

谷本真由美（＠May_Roma） 株式会社あさ出版 2014-01-17
売り上げランキング : 14

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

あと、本田健さんの初期3部作が、なんと99円（ﾟ◇ﾟ）

幸せな小金持ちという生き方 — 本田健初期作【完全版】[Kindle版]

本田　健 ゴマブックス株式会社 2013-10-23
売り上げランキング : 56

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CRHZ9JQ/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CRHZ9JQ/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CRHZ9JQ/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4860636074/joeshomepag-22/
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00G48XK86/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00G48XK86/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00G48XK86/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%8DK%82%B9%82%C8%8F%AC%8B%E0%8E%9D%82%BF%82%C6%82%A2%82%A4%90%B6%82%AB%95%FB %81%5C %96%7B%93c%8C%92%8F%89%8A%FA%8D%EC%81y%8A%AE%91S%94%C5%81z&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&tag=joeshomepag-22
http://yomereba.com


ほんと、電子書籍は買うタイミングが難しいです（´｡｀)

で、オーナーライブラリで今月読むのは、

手帳術の本にしました。

手帳術って何だ？[Kindle版]

高畑正幸、舘神龍彦、納富廉邦 株式会社ステイショナー 2013-12-03
売り上げランキング : 1186

Kindle by ヨメレバ

文具王に舘神さん、となると、読まずにはいられません(‾∇‾)

今月は買いすぎないように気をつけようとおもいます（´｡｀)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00H1RBZ40/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00H1RBZ40/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00H1RBZ40/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


カルディ、増税前のまとめ買いセール始まる

2014.03.01 Sat
昨日まで5%オフ＆珈琲ポイント2倍をやっていた、
カルディコーヒーファーム。

今日、サイトを見に行きますと・・・・・

増税前のまとめ買いセール、が始まっていました。

それはいいんですけどね

こないだ、5%引きで買ってきた、マイルドカルディが（´｡｀)

328円・・・・・やすっ

失敗しました〜。

今日のゆめタウンデーで買ってきたのでよかった感じ。

（前のがまだ残っているので）



ま、こういうこともありますね・・・・

というわけでカルディのセール、どうぞご利用ください。



ゆめマート下関は今週末3/1,2もポイント5倍

2014.03.01 Sat
土日はゆめタウン系とゆめマート下関とで別にチラシが出るようです。

ゆめシティ他は、今日がゆめタウンデーで明日は何もなし。

その代わり？衣料品やくらしの品などが本日は10倍です。

それに対し、ゆめマート下関は、基本的に食品だけなのですが

明日の日曜日も、ポイント5倍となります。

ほっほ〜

ということはですね、

本日オープンのフィットネスクラブレフコゆめモール下関店、

デイタイム会員にするよりは、日祝も使えるマスター会員にした方が

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=951


通いやすいのではないかと思います(｀·ω·´)

1000円しか違いませんしね

レフコに入るならついでにゆめマートでお買い物。

ポイント5倍の日にカシコク利用しましょう(^_-)-☆

スティックスイーツファクトリーもよろしくね。



くものまど。過去ログ電子書籍版を作ってみたよ

2014.03.01 Sat
実は前からやってたんですが、過去ログの電子書籍版を作ってます。

→くまのまぉさんの公開中の本

いまのところ、「くものまど。」のログしかありません。

今年の分からは、月刊にしてみました（最後の、目次のページを削除）。

それで、試しに(‾∇‾)
有料にしてみました。

月刊くものまど。100円です。

・・・・高いかな？（´｡｀)

ま、ブログ自体はずっとありますから、

もし電子書籍の形で読みたいな〜、という方がいらっしゃいましたら

買ってやってください(‾∇‾)

お布施、お待ちしてま〜すm(__)m

・・・・売れたら奇跡だな(〃'▽'〃)

# 続き：過去ログ電子書籍版を作り直してみた。 (3/3 18:01)

http://p.booklog.jp/users/kmnmao
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=968


リピエのホームページがちょこっと変わっていた。

2014.03.01 Sat
リピエのホームページ、一昨日の夜に見たときには、

ポイントカードの申込ができたのですが

今日になって見ると、トップページ・ポイントカードの案内のページからは、

申込ができなくなっているようでした。

どうやら、下関駅に行かないといけなくなったようです。

ということは一昨日気がついたのは超ラッキーだったということ＼(^o^)／

たぶん、まだ限定デザインのカードがもらえるだろうと思うので、

お申し込みはお早めに(^_-)-☆

カーソルをあてると、ちっこいふくが出てくるのがかわいいんだな〜

そういえば一昨日見たときは、もう１つありましたね

ポイントカードの申込ボタンだったかな？

ともかく、プレオープンが14日の午後、グランドオープン16日です。
楽しみですね。

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=938
http://www.ripie.jp/preopen/pointcard


小学館独和大辞典（２版）アプリ、3月に入って5800円に

2014.03.01 Sat
一昨日 Facebook で教えていただいてサクっと買った、
小学館の独和大辞典。

2月末まで4000円のセールでしたが、

好評につき延長！　ということはなく(T^T)

小学館 独和大辞典（第2版）
5,800円
(2014.03.01時点)

物書堂
posted with ポチレバ

5800円になっていました(T^T)

でも、紙版のもともとの値段を考えれば、十分お安いです。

縮刷版でももっとしますからね。

同じ物書堂さんから、ロベールも出ていますよ

小学館 ロベール 仏和大辞典
5,800円
(2014.03.01時点)

物書堂
posted with ポチレバ

同じく5800円です。
ポイントが貯まったら買おうっと！

私はハングルは挫折したのですが（´｡｀)
韓日・日韓辞典というのもあります。少しお安いです。

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=937
https://itunes.apple.com/jp/app/xiao-xue-guan-du-he-da-ci/id806184320?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/xiao-xue-guan-du-he-da-ci/id806184320?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/wu-shu-tang/id284350529?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
https://itunes.apple.com/jp/app/xiao-xue-guan-roberu-fo-he/id648343556?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/xiao-xue-guan-roberu-fo-he/id648343556?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/wu-shu-tang/id284350529?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


韓日·日韓辞典

3,900円
(2014.03.01時点)

物書堂
posted with ポチレバ

iPod touch と iPad mini に辞書アプリをたくさん入れておくと
楽しいです。各国語があるのがうれしいですね(^_-)-☆

https://itunes.apple.com/jp/app/han-ri-ri-han-ci-dian/id577657149?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/han-ri-ri-han-ci-dian/id577657149?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/wu-shu-tang/id284350529?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


三省堂エースクラウン英和辞典アプリ、発売特価1000円

2014.03.02 Sun
なんとなく辞書づいてますが

今日は英語の辞書のご紹介です。

三省堂の新しく出た英和辞典が、アプリになっています。

「三省堂エースクラウン英和辞典第2版アプリ版」は、紙の辞書の長所と電子媒体の辞
書の長所を合わせ持った、まったく新しいタイプの iOS版アプリです。
2014年1月発行の書籍版辞書『エースクラウン英和辞典第2版』の全コンテンツに加え
発音音声も収録。英語の基礎をしっかり定着させる新しい学習英和辞典を、電子版と

してさらに使いやすく、英語を効果的に学び、活用できるようにインターフェースの

工夫をこらしました。

書籍版辞書の長所である「前後の項目の見渡し」および「複数の関連する項目の見

較べ」を実現し、「引く辞書」にとどまらず、「読み、かつ理解する辞書」としてご

利用いただけます。

-------------------------------------------

現在、発売記念キャンペーンといたしまして、セール販売を実施しています。

　セール販売期間：2014年3月19日までの期間
　セール販売価格：1,000円　（通常価格：1,800円）

この機会にぜひともお求めいただけますよう、よろしくお願いいたします。

スクリーンショットをみたら色刷りで楽しそうだったし、

実は英和辞典はひとつも入れてないので(‾∇‾)
試しに入れてみました。

基礎英語を聞くのに役立つといいのですが。

三省堂エースクラウン英和辞典第2版アプリ版
1,000円

https://itunes.apple.com/jp/app/san-sheng-tangesukuraun-ying/id816063632?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/san-sheng-tangesukuraun-ying/id816063632?mt=8&uo=4&at=10ldb5


(2014.03.02時点)

三省堂
posted with ポチレバ

通常価格でも十分お安いですが、

セール価格の期間中にぜひお求めください(^_-)-☆

https://itunes.apple.com/jp/artist/san-sheng-tang/id614048604?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


電子ブック 楽天Kobo電子ブックリーダ
ーKobo Aura【メーカー保証1年付】【楽ギフ
_包装】【送料...
価格：12,800円（税5%込、送料込）

kobo glo で epub を読む時は拡張子を .kepub.epub にする。

2014.03.02 Sun
月刊・くものまど。を作るので、月に一度 epub ファイルができます。
kobo glo でこれを読むのが目的なのですが（有料にしたのは、おまけ）

なんとか.epub

のままだと、フォントを指定しない限り日本語が文字化けします（´｡｀)
まっっっったく読めません（フォントを指定すれば読める）。

これを

なんとか.kepub.epub

という拡張子に変えると、ちゃんと読めます。

あと、注意すべきことは、microSD カードの扱いです。
抜き差しをするのは、「電源を切ってから」にしましょう。

じゃないと認識しません(T^T)

来月は忘れなくてすむように、記録を残しておきま〜す。

http://p.booklog.jp/users/kmnmao
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088080%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000262%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088080%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000262%2F


バッテリーセーバー、2014年2月の記録

2014.03.02 Sun
先ほどから、ピンクの方の iPod touch の充電を始めました。
そういえば久しぶりだなぁ、と思って、

バッテリーセーバーの充電カレンダーを見てみますと

過充電のある方がシルバー、ない方がピンクのです。

どちらも今日充電するのですが、ずいぶん間隔があきました。

まぁ、Kindle Paperwhite や kobo glo で本を読む時間が増えて、
iPod touch を触る時間が減っている、ということでしょうね。

iOS7 でも電池の持ちがよくなってる気がするので、
これからも活用しようと思います(｀·ω·´)

バッテリーセーバー - バッテリ寿命を向上させる
無料
(2014.03.02時点)

KS Mobile, Inc.
posted with ポチレバ

https://itunes.apple.com/jp/app/batteriseba-batteri-shou-mingwo/id615987910?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/batteriseba-batteri-shou-mingwo/id615987910?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/ks-mobile-inc./id615987923?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


くまモンがカウントダウンしてくれるアプリが出たよ

2014.03.02 Sun
か、かわいい(〃'▽'〃)

くまモンのカウントダウンアプリ　くまカウント

無料
(2014.03.02時点)

akira okamoto
posted with ポチレバ

くまカウント(‾∇‾)

スクリーンショットを拝見しますと

https://itunes.apple.com/jp/app/kumamonnokauntodaunapuri-kumakaunto/id823969200?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/kumamonnokauntodaunapuri-kumakaunto/id823969200?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/akira-okamoto/id823969203?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


きゃっ、かわいい(〃'▽'〃)

さっそくダウンロードしてみましたところ、

くまモンの誕生日はデフォルトで入ってるのですね(｀·ω·´)

いくつになるのかな？

九州新幹線全線開通からまる3年ですか・・・・
また鹿児島に行ってみたいな。

あ、熊本も(^_-)-☆



小学館独和大辞典のアプリは iOS6 以降だった。

2014.03.02 Sun
先日からご紹介している、小学館の独和大辞典のアプリですが。

小学館 独和大辞典（第2版）
5,800円
(2014.03.02時点)

物書堂
posted with ポチレバ

お買いになった方が

iPod touch が古すぎて使えない(T^T)

とおっしゃってました・・・・

よく見たら、iOS6 以降なんですね。

ということは・・・・・

iPod touch なら、第4世代以降、ということになります。

もし、古くて使えないよ〜、とおっしゃる方は、

この際第5世代をゲットなさってはいかがでしょうか。

今なら整備品もいくつかでていますよ(^_-)-☆

https://itunes.apple.com/jp/app/xiao-xue-guan-du-he-da-ci/id806184320?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/xiao-xue-guan-du-he-da-ci/id806184320?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/wu-shu-tang/id284350529?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
http://store.apple.com/jp/browse/home/specialdeals/ipod




今日の Google は、ひな祭り

2014.03.03 Mon
あかりをつけましょぼんぼりに〜

というわけで、本日はひな祭りです。

Google さまも祝ってくださっています。

金の屏風にちゃんと G O O G L E と入ってますね(｀·ω·´)

おっしゃれ〜



NHK語学のサイト、一部サービス年度末で終了

2014.03.03 Mon
お知らせがでていました

サイトの一部終了のお知らせ

PCサイト「チャロ・オンライン」、ケータイサイト「NHK語学ケータイ」「チャロ
・ケータイ」「ニュースで英会話ケータイ」は2014年3月末で運用を停止します。
4月以降は、「リトル・チャロ」の情報は当サイトで掲載します。また、モバイル端末
でのご利用は当サイトのスマホ版をご利用ください。

なお、「チャロ・オンライン」の情報は、マイ語学の「チャロ・料理レシピ」を含め

て3月末でご利用いただけなくなります。
また、その他のケータイサイトの情報は、4月末でご利用いただけなくなります。

チャロ・オンラインはチャロの2年目（NYシリーズ）のころに
よく使っていましたが・・・・

シリーズ４まで行って、利用者も減っていたのでしょうね。

はっ！ニュースで英会話のケータイサイトがなくなるということは。

毎日送ってきてくれてる、メールもなくなるということでしょうか。

それは残念ですな（´｡｀)

ケータイサイトがなくなるのは、時代の流れかもしれません。

私も WiFi WIN を廃止して Ezweb はほとんど使わなくなったし
（メールしか使わないのでパケ代がかからない）

世の中、スマホに移行してますから、しょうがないのかも。

でも、ちょっと、さみしいですね。

https://cgi2.nhk.or.jp/gogaku/topics.cgi


BIGLOBE LTE の案内ページが税別表記に変わった。

2014.03.03 Mon
ATerm MR03LN が買えるようになってから1ヶ月になりましたが。

BIGLOBE LTE・3G の案内ページが、税別表示になっていました。

こないだまでは 980円〜　だったよね

各プラン、どれもリーズナブル。

アシストパックも税別表示になりました。



さて、MR03LN を一括で買った方がいいのか、アシストパックがいいのか、
迷うところですが

BIGLOBE LTE はセットで買えて便利なので、
アシストパックはいかがですか(^_-)-☆

OCN がいい方はこちらもありますよ（3/11発送）

【3/11以降出荷予定】AtermMR03LN クレードル付【OCN モバイル ONE マイクロSIMセット】

NTTコムストア by goo SimSeller

楽天市場 by カエレバ

クレードルがあれば有線LANから無線LANにできるので、
ぜったいクレードルセットにした方がいいと思います(｀·ω·´)

ともかく、ATerm MR03LN はオススメです(^_-)-☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+IAFPD
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fgoosimseller%2Fmr03lncradle-simset%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fgoosimseller%2Fmr03lncradle-simset%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FAtermMR03LN%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


ATerm MR03LN の表示カラーを変えたよ！

2014.03.03 Mon
あちこちのサイトで MR03LN が紹介されてますが、
ときどき、うちの子の青とは違う色のがあったんですね

色を変えることが出来る、って話も聞いたわけですが

本体をぺたぺた触っても、その設定がわかりません。

そしたら今日のスタパちゃんの記事のすみっこに

→全部入りじゃ〜ん!!　なモバイルルータ「AtermMR03LN」

さりげなく、ディスプレイ設定、の文字が！

なるほど、パソコンから設定するあの画面の中にあるのか！

というわけで、MacBook Air から MR03LN につなぎ、
192.168.179.1 だったかな、魔法の呪文をかけ、
設定画面に入りましたら

ディスプレイ設定、というのが確かにありました。

カラーはブルーの他、グリーン、オレンジ、グレイ、マゼンタ、

イエロー、だったかな？いろいろありましたよ

で、選んだのは、マゼンタ！（オレンジと迷ったんだけど）

設定ボタンを押したらすぐ変わるのかと思ったら、

再起動しないとだめなんですって。

小心者の私は、そこで MacBook Air との接続を切りました。
（MacBook Air はおうちの J:COM につなげなおしました。）

http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/stapa/20140303_637169.html


待つことしばし

じゃ〜ん！色が変わりました。

気分を変えたくなったら、また設定画面に入ろうとおもいます。

ATerm MR03LN、個人的にはかなりオススメです。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+IAFPD


過去ログ電子書籍版を作り直してみた。

2014.03.03 Mon
おととい、有料で(‾∇‾) 電子書籍版を作った、月刊くものまど。ですが。
→くものまど。過去ログ電子書籍版を作ってみたよ (3/1 17:39)

まぁ有料にしてもしょうがないよね、ということで、

無料にすると同時に。

1月号・2月号を合本して、「くものまど。2014年(1)」にしました。

月ごとに章立てできるらしいんですが

kobo で読んでもよくわかりませんな
（1月の目次、の次のページが2月の記事になっている。
扉みたいなのが入るのかと思ってたのに。）

で、ブクログのパブーというので作っているわけですが、

これのプロ版に登録すると！（もちろん有料、500円税別）

Kindle ストア、kobo イーブックストアにも配信できるんですって（ﾟ◇ﾟ）

おもしろそう(‾∇‾)

と、思いましたが、JUGEMプラスに300円税別払ってるのに、
さらにパブーのプロ版に500円税別、は、苦しい（´｡｀)

売れそうな本が書けたら、プロ版にしようっと(‾∇‾)v

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=956
http://p.booklog.jp/book/83291
http://p.booklog.jp/about/pro


そんなわけで電子書籍版も眺めてやってください。中身は同じです。

（古いのから新しいのに並んでいるだけ）

http://p.booklog.jp/users/kmnmao


Kindle 日替わりセール、3/4(火)は世界史の本

2014.03.04 Tue
今日のKindle 日替わりセール、おもしろそうなのでポチりました。

世界史の誕生！

モンゴル出身の力士さんが活躍しておられますし

モンゴル語はキリル文字（ロシア語で使う文字）を使ってるらしいし

ちょっと、興味がありまして

本日限り299円です。お早めにどうぞ。

世界史の誕生─モンゴルの発展と伝統 (ちくま文庫)

岡田 英弘 筑摩書房 1999-08
売り上げランキング : 15490

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4480035044/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4480035044/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4480035044/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00ETOQLYM/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F1087674%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104480035044.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


吉田初三郎さんって知ってる？

2014.03.04 Tue
今日の Google は

吉田初三郎　生誕130周年！

・・・・・だ、だれ？（ﾟ◇ﾟ）

吉田 初三郎（よしだ はつさぶろう、1884年3月4日 - 1955年8月16日）は大正から昭和
にかけて活躍した鳥瞰図絵師。生涯において3000点以上の鳥瞰図を作成し、「大正
広重」と呼ばれた。

Wikipedia 先生に聞いてみました。

鳥瞰図のことを「とりあえず」っていう家族がいるんですが(‾∇‾)

明日は何が出てくるか、楽しみです(｀·ω·´)

・・・・あ、毎日あるわけじゃないのか（´｡｀)

https://www.google.co.jp/


ASAHIネット LTE が2014年4月から安くなるそうだ

2014.03.04 Tue
これはわが BIGLOBE LTE・3G の強力なライバルです（ﾟ◇ﾟ）

ASAHIネットLTE というのがあるそうで、
100MB/3日＝月1GB相当の1ギガプランというのがあるのですが、
4月から税別900円とお安くなるとのこと。

この度、2014年4月1日より、ASAHIネット LTE 1ギガプランの月額利用料並びに128K
プランのサービススペックを以下のとおり改定いたします。

また、現在1ギガプラン、128Kプランをご利用中のお客様につきましても、2014年4月
1日ご利用分以降、以下の通り改定させていただきます。

3月お申し込みの方に特別キャンペーンを実施いたします！
2014年3月31日までに「ASAHIネット LTE」をお申し込みいただいた方には、3月およ
び4月の月額利用料を無料とさせていただきます。ぜひ、お早めにお申し込みください
。

※在庫状況によっては、SIMカードの到着が3月下旬となる場合がございます。予め、
ご了承ください。

ということは、今はいるとお得！



ちなみに BIGLOBE LTE は税別933円で月1GBのエントリープランがあります。
33円、負けました(‾∇‾)

といっても BIGLOBE の方は月1GBでも3日間は360MBまでなので、
使う日と使わない日がある人（それは私）は BIGLOBE の方がよさそう。

コンスタントに使う感じなひとは

1日30MBがいい人→OCN
1日だと超えちゃうかもしれないけど3日100MBならいい人→ASAHIネット

と、選択肢がいろいろできたような気がします。

え、あたしは考えるのめんどくさいから BIGLOBE です(‾∇‾)v

そんなわけで ASAHIネット（古巣でもあるのだけど）が好きな方、
ご検討ください(^_-)-☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+IAFPD


Kindle と kobo でダブって買った電子書籍があった(T^T)

2014.03.04 Tue
調子に乗って電子書籍を買いまくっているので、

Numbers '09 で日付・書名・買ったところと値段を入力してみました。
Gmail に残してある、注文メールを読んで、手入力です。

ちまちま、やっておりますと

去年に入ったあたりで、ざわっっっっっと悪い予感が（´｡｀)

書名でソートをかけてみますと、やっぱりありました(T^T)

左が Kindle, 右が kobo です。
もう一列、honto もあるんですが、さすがにここはダブってませんでした。

あああああああ

Kindle と kobo で同じのを買っちゃった(T^T)
ま、安いのでよかったです（というか高ければ気づいてたでしょう）

・・・・これからは気をつけます・・・・・



海響マラソン2014、一部値上げ

2014.03.04 Tue
NHK山口放送局のニュースによりますと、
今年の海響マラソン、一部値上げされるようです。

大会の実行委員会では今後、▼警備員や▼棄権したランナーを運ぶバスの台数を増や

すことに加え、▼消費税の引き上げなどを考慮して、大会の参加料を一部で引き上げ

ることを決めました。

参加料は、▼フルマラソンでは、現在の５千円から７千円に、▼５キロコースの一般

の部では３千円から４千円にそれぞれ引き上げられます。

ことしの大会は、１１月２日に開かれる予定で、参加の受け付けは、５月２０日から

行われます。

海響マラソンのサイトを見に行きましたが、まだ出てませんでした。

東京マラソンの参加料を見てみましたが

1.マラソン：国内10,000円／海外12,000円
2.10km：国内5,000円／海外6,000円

ということなので、7000円といってもそんなに高くはない・・・かな？

なんといっても、ふく雑炊だかふくの味噌汁だか、が出ますしね(｀·ω·´)

11月2日は市内でも交通規制がなされるわけですね
Googleカレンダーに今から書いておこうっと。

２つの海を駆け抜ける！海響マラソン、

フルで走れる方、ぜひおいでください(^_-)-☆

# 18:42 追記：山口新聞の記事もありました。

http://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/4065682391.html
http://kaikyomarathon.jp/top.shtml
http://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2014/0304/2.html


九州新幹線、さくらラッピング列車運行中

2014.03.04 Tue
九州新幹線、全線開通がくまモンの誕生日（3/12）でしたが
まだ3年だと思っていたら

開業、10周年

なんだそうです。

さくらラッピング新幹線運行！

というページを見ますと

3月1日から、既に運行している模様。
カレンダーがあって、日付をクリックすると日程が見られるので、

試しに明日5日のを見てみますと

http://www.jrkyushu.co.jp/sakura_shinkansen/index.jsp


ほっほ〜

これは楽しそうですね(〃'▽'〃)

九州の方、さくらラッピングのさくら（つばめもある）はいかがですか(^_-)-☆



Kindle 日替わりセール、3/5(水)は「超思考」

2014.03.05 Wed
あ〜、もう電子書籍はあまり買わないようにしよう、と

思っていたのに

今日のKindle 日替わりセール、またポチってしまいました。

北野武：超思考

本日Kindle版199円です。

超思考

北野 武 幻冬舎 2011-02
売り上げランキング : 123053

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

単行本は2011年2月ということですから、
震災より前に書かれたものですね。

楽天ブックスのページを見ますと、目次が載っておりまして

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4344019458/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4344019458/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4344019458/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00EOJCTB6/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F6989679%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104344019458.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


【目次】（「BOOK」データベースより）
日本総国民思考停止／医は仁術か、商売か／死刑の是非。生死の価値／そのハンバ

ーガーは旨いか？／暗闇の老後をどう走り抜けるか／夢を売るバカ、探すバカ／芸術

は麻薬だ／理想の国はあるのか／どっちにしろ幸せだ／唯一無二の価値はないか／人

知の及ぶ範囲／飢える贅沢／本音という作り話／右向け、左！／師弟関係／俺の絵は

売らない／爆発前夜／目に見えないこと／くそジジイとくそババア

ひゃ〜、ちょっと過激かも（ﾟ◇ﾟ）

読む前からドキドキしています。

眠れなくなるといけないので、起きてから読もうっと。



ミスド、ポン・デ・センバツ＆春の感謝セール（15種100円）

2014.03.05 Wed
本日から、ミスタードーナツで２つの企画が始まってます。

その１：ポン・デ・センバツ!!

ショップ考案の新作ポン・デ・リングが新発売され、

それの人気を競うキャンペーンのようです。

東日本と西日本で違う種類が出てきます。

西日本はこれ

http://www.misterdonut.jp/


個人的には下のおいもさん系列が気になります(｀·ω·´)
ゆめシティショップ、3/8にオープンだから、食べられるかな？

その２：春の感謝セール

ストロベリードーナツなど15種類が、100円セールです。
3/5〜3/11とのこと。

やった〜ゆめシティショップ開店していきなり100円だ＼(^o^)／

一部ショップでは実施しておりません、って注意書きがあったけど、

ゆめシティでもやってくれるといいな(｀·ω·´)



そんなわけであと3日でゆめシティショップオープン予定です。

た・の・し・み(〃'▽'〃)



ディスカヴァー21のサイトがシステムメンテ中。3/6(木)13時リニューアル

2014.03.05 Wed
また延びてたりして〜、とちょっと気になって見に行った、

Discover21 のサイトですが。
現在、システムメンテ中のようです。

3/6（明日ですね）13時までの予定、とのこと。

リニューアルのお知らせ のページも、変更になっていました。

リニューアルの予定について

※ 日程が変更になりました

2014年3月2日（日） 
オリジナルビューワ「Discover21」提供終了
2014年3月4日（火） 
電子書籍ダウンロードサービス終了・書籍販売終了

2014年3月6日（木）予定 
リニューアルサイトでのダウンロードサービス提供開始

リニューアル作業のため、一時電子書籍の販売とダウンロードサービスを停止いたし

ます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願いい

たします。

いよいよですね(｀·ω·´)

http://www.d21.co.jp/
http://www.d21.co.jp/company/news/20140213


epub形式のファイルをダウンロードできるようになるんでしょうか？
kobo glo でも読めたりするのかな？

明日を待ちましょう。



iPod touch で .kepub.epub の過去ログを読んでみた。

2014.03.05 Wed
くものまど。過去ログを .kepub.epub という拡張子に変えて、
kobo glo で読んでいたのですが。

試しに、iPod touch でも読んでみようじゃないか！ということで
Dropbox から読み込んでみました。

Dropbox 自体では表示ができず、「このアプリで開く」を選びます。

iBooks, kobo, Goodreader などいろんなアプリが出てきます。
この３つで試してみましたところ。

GoodReader は、認識してくれませんでした。

koboアプリと iBooks はバッチリです。



左が kobo で右が iBooks ・・・だったと思うんですが

どちらも、iPod touch 第5世代の Retina ディスプレイで
くっきりはっきり読めます。

なかなかナイスです。

kobo glo では横480pxの画像が小さくなっちゃいますが、
iPod touch だと横いっぱいになるのが気に入っています。

ん〜、やはり Retina はいいなぁ。
iPad Air か、iPad mini Retina が欲しいです。



ミスタードーナツゆめシティ店、3/8(土)オープン

2014.03.06 Thu
お待たせいたしました！チラシにも載りました！

ミスタードーナツゆめシティ店、明後日3/8(土)オープンです！
その他、リニューアルオープンのお店もあります。

楽しみですね(｀·ω·´)

ああ、ミスドにしろスティックスイーツファクトリーにしろ、

甘い誘惑が・・・・・

サブウェイも戻ってこないかな・・・



サブウェイの日3/27(木),28(金) ローストビーフとサブウェイクラブ290円

2014.03.06 Thu
プレスリリース出ました〜

サブウェイの日、今年もやってきましたよ

2014/3/27,28の2日間！
ローストビーフとサブウェイクラブが290円になるそうです。

昨年末に値上がりしてから初の「サブウェイの日」ですが、

今度も太っ腹の290円！

シーモール下関店、行ってこようかな(‾∇‾)

http://www.subway.co.jp/press/year2014/news1517/


2014/4/1(火)のゆめタウンデーは4/6(日)に変更

2014.03.06 Thu
ゆめシティのチラシを眺めておりましたら、重要な情報が。

来月１日のゆめタウンデーは、6日(日)に変更になるそうです。
消費税があがる関係でしょうか？

（関係ない気もしますが）

手帳に書いておかなくっちゃ！



ディスカヴァー21のメンテ、少し延びてるみたい

2014.03.06 Thu
ディスカヴァー21のサイト、どうなったかな〜

と、13時すぎに見に行きましたが、
メンテ中です、と出てきます。

しばし待って、14:30すぎ（つい今し方）見に行ったら

メンテのお知らせが、延びてました。

16時と18時と、どっちやねん(*｀Д´*)

と思いましたが、まぁ18時に見に行きましょう(‾∇‾)

epub形式でダウンロードできるのかな？どうなるのかな？
わくわく。

http://www.d21.co.jp/


ゆめシティ、3/9(日)はお客様感謝デー、ポイント5倍

2014.03.06 Thu
ゆめシティ mail news が届きました。

今度の日曜日、3/9はお客様感謝デーだそうです。
その他、新テナント情報も載っていましたよ

さっきゆめじんを見たら、16日はハッピーデイと書いてました。
毎週日曜日に5倍でお得・・・なのかな？

さて、初ミスドはいつ行こうかな(｀·ω·´)



ディスカヴァー21のサイトが新しくなったよ！

2014.03.06 Thu
17:55頃、入れました、Discover21 のサイト。
リニューアルのお知らせが出てましたよ

サイトリニューアルのお知らせ

2014.3.6その他
2013 年 3 月 6 日、ディスカヴァーのサイトをリニューアルいたしました。

リニューアルのポイント

1. 電子書籍のご提供方法を「ダウンロード方式」に変更しました
この度ディスカヴァーは、自由に電子書籍を楽しみたい、好きなビューワで読みたい

という皆さまのリクエストにお応えして、電子書籍のご提供方法を「ダウンロード

方式」に変更いたしました。

今後は、今までご購入いただいた電子書籍もすべて、iOS、Android、パソコン、kindle
など、お客様のお好きなビューワでお読みいただけます。

で、購入してある電子書籍は、

epub 形式でファイルがダウンロードできました。

まずは iBooks で読んでみました。OKです。
拡張子を .kepub.epub に変えて kobo glo にぶち込んでみましたが
これもちゃんと読めているようです。

というわけで速報でした(^_-)-☆

# 18:20 追記：さらに、mobi ファイルに変換する方法が書いてあったので
それをやってみたら、Kindle Paperwhite でも読めました。

http://www.d21.co.jp/
http://www.d21.co.jp/news/other/20140306-1


マックフライドポテト全サイズ150円、3/7(金)〜3/20(木)

2014.03.07 Fri
マクドナルドもゆめシティ（の駐車場）にあるので、

ちょこっとサイトをチェックしに行ってみますと

どど〜ん

フライドポテト、全サイズ150円！
それは L を食べるに決まってるでしょう(‾∇‾)v

回転がよくなって、揚げたてアツアツを食べられそうですね。

・・・ま、カロリーが心配だけど。

ともかく、今日からやってるようです。

マクドナルドのポテトが好きな方、ぜひどうぞ(^_-)-☆

http://www.mcdonalds.co.jp/index.html


IIJ、音声通話機能付きSIMカード（みおふぉん）の提供を開始

2014.03.07 Fri
お名前がかわいいんですけど(〃'▽'〃)

みおふぉん。

IIJmio に音声通話がついた SIM が出るそうですよ。
プレスリリースはこちらです。

あと、バンドルクーポンが増量されるようで・・・・・

BIGLOBE LTE・3G 危うし！（BIC SIM だと wi2 がついてくるから）

業界標準？が1GBで900円税別になってきているようで・・・・

http://www.iij.ad.jp/news/pressrelease/2014/0307.html
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42


もし、SIMフリー iPhone とか docomo 回線が使えるスマホとか
音声通話できるのが欲しくなったら、

この回線にしようかな？

BIGLOBE LTE・3G はモバイルルータで使い続けるけど、
SIM 2枚欲しい場合は・・・・・

スタンダードプラン(BIGLOBE)やファミリーシェアプラン(IIJ)にするよりは、
別々のサービスのを使った方がお得？

ま、今のところはモバルタの1GBで満足してますけどね(‾∇‾)

ともかく IIJ のサービス、なかなかよさげです。
BIGLOBE LTE・3G 派のわたくしはちょっと複雑な気分ですが(‾∇‾)

でも、がんばれ、各社。

サービス詳細のページもご覧下さいね。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
https://www.iijmio.jp/hdd/service/


今日の Google は、ハッピー国際女性デー

2014.03.07 Fri
今日の Google トップページは、ハッピー国際女性デーとやらだそうで

▷をいじってると、動画が出てきましたよ

国際女性デーおめでとう！的なのを各国語で言ってました

もいちど見に行きますとこんなのが出てました

まいにちロシア語で、3月8日が女性の日、とかいうのを
習った気がするのですが

あ、やっぱりそうでした。Wikipedia より

国際女性デー（こくさいじょせいデー、IWD: 英語 International Women's Day）は、記



念日の一つである。毎年3月8日。国際婦人デー、国際女性の日などとも呼ばれる。

前の日からお祝いしてるんですかね？

明日はゆめシティのミスドがオープン、お洋服のお店もリニューアルオープン。

なんとなくめでたいです＼(^o^)／

いろんな国の言葉を聞きたい方、Google トップページをどうぞ。

http://www.google.co.jp/


ヨドバシカメラで BIGLOBE LTE・3G のSIMパッケージ販売開始

2014.03.07 Fri
お、BIGLOBE LTE・3G も、買えるところが増えたようですよ

→プレスリリース

ヨドバシカメラにて「BIGLOBE LTE・3G」を販売開始
〜SIMパッケージをヨドバシカメラ全店・ネットショップで販売〜

BIGLOBEは、高速モバイル通信サービス「BIGLOBE LTE・3G」を申し込める「はじ
めまセット（SIMパッケージ）」（注１）をより手軽に購入できるよう販売チャネルを
拡充し、現在提供しているイオンリテール店舗、総合オンラインストアAmazon.co.jp
に加え、3月8日より、全国のヨドバシカメラ全店、およびインターネット通販サイ
ト「ヨドバシ・ドット・コム」での販売を開始します。

とのこと。明日からですね。

実店舗でも買えるというのがよろしいですね(｀·ω·´)

IIJmio を買いたい人はビックカメラ
BIGLOBE LTE・3G がいい人はヨドバシカメラ

に行けばよい、と(._.) φ メモメモ

この２つと ASAHI ネットと OCN のどれがいいかというと
・・・・わかりません（´｡｀)

どちらかというと、1日何メガ、というより、1ヶ月で1GB、の方が
使いやすいと思うので、IIJmio と BIGLOBE LTE・3G オススメです。

あ、ひとつ注意が。

「はじめまセット」からの申し込みの場合、すでにBIGLOBE IDをお持ちの方でも、
BIGLOBE IDを新たに発行する手続きが必要となります。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
http://www.biglobe.co.jp/pressroom/info/2014/03/140307-1
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42


すでに BIGLOBE の会員の人は、ヨドバシで買わない方がよさそうです。
長期利用でポイントupするので、お持ちの BIGLOBE ID を使った方がいいです。

がんばれ BIGLOBE。



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+IAFPD


ミスタードーナツゆめシティ店でもゆめかが使えそうだよ

2014.03.07 Fri
気になったので、ゆめシティに電話して（Skypeで(^_-)-☆）
聞いてみましたところ。

明日オープンのミスタードーナツは、ゆめカードのポイントがつき、

ゆめか支払いもできる模様です。

さて明後日のお客様感謝デーで5倍になるでしょうか？

明日になるかどうかわかりませんが、ミスドに行ったら

ゆめか支払いの実験をしてみま〜す(^_^)ノ""""

まだミスドのサイトにゆめシティショップは載ってません（´｡｀)
早く載らないかな〜

ともかく、明日3/8オープンです＼(^o^)／
楽しみですね。



# 17:21 追加情報！
明日は10時オープンだそうです。
ドリンクはなくて、ドーナツのみの提供だそうです。

イートインスペースはいちおうあるみたい。

ゆめか払いはできますが、ゆめカードのクレジットは使えないそうです。

以上、突撃隊でした(｀·ω·´)v



また月表示のカレンダーアプリを入れてみた。明後日まで100円。

2014.03.07 Fri
カレンダーアプリ、けっこう好きなのかもしれません、私

半額セールというのを聞いて、試しに入れてみましたよ

MonCal (月表示専用カレンダー)
100円
(2014.03.07時点)

gggatelier
posted with ポチレバ

ええっと、あたしが持っていたのは、MoCa だったっけな(〃'▽'〃)

月特化カレンダー Moca
無料
(2014.03.07時点)

aill, k.k. (JP)
posted with ポチレバ

こっちは無料で、広告をはずすのに課金されます。

・・・・で、MonCal ですが。
予定の下に、開始時刻が（設定によって終了時刻も）表示されます。

これ、マンスリーだとあまりなかったかもしれない。

週の開始曜日も設定できます。デフォルトは月曜日。

文字の大きさ、デフォルトは小で、極極小までありますが、

さすがに極極小はつらかったので極小にしてみました。

iPod touch では、縦画面の方が見やすいです。
横画面でも見られますが。

iPad mini に入れたら（iPhone アプリなせいか）
ちょっと見た目がビミョーだったので、すぐ消しました（´｡｀)

どこが違うのかわかりませんが、無料の MonCalite というのもあるようです。

https://itunes.apple.com/jp/app/moncal-yue-biao-shi-zhuan/id505795137?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/moncal-yue-biao-shi-zhuan/id505795137?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/gggatelier/id505795140?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
https://itunes.apple.com/jp/app/yue-te-huakarenda-moca/id533031474?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/yue-te-huakarenda-moca/id533031474?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/aill-k.k.-jp/id293879399?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


手軽に予定管理(MonCalite)
無料
(2014.03.07時点)

gggatelier
posted with ポチレバ

MonCal（ライトじゃない方）、3/9まで100円セールと聞いております。
ちょっと予定をさらすのが恥ずかしくて(‾∇‾)
スクリーンショットなしですが、気になる方は今のうちにどうぞ(^_-)-☆

https://itunes.apple.com/jp/app/shou-zhini-yu-ding-guan-li/id588076354?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/shou-zhini-yu-ding-guan-li/id588076354?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/gggatelier/id505795140?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


3月のゆめじんに一割引券はないけど、ゆめシティは今日も5倍

2014.03.08 Sat
そういえば昨年の12月のゆめじん（ゆめタウンの広報誌）にも
土日の食料品1割引券がついていませんでしたが、
この3月号にもついてませんでした。

消費税が上がる前で、1割引券がなくても売れるからかな？

で、今日のゆめシティ＆ゆめモールのチラシを見ますと！

土日とも、食料品は5倍です。明日は全館5倍。

ゆめマート下関は、土曜日は「キャッシュレスデー」なのですな

お、開店時刻だ。

ミスドは10時オープンだから、ゆめシティ行ってこようかな。



熊本市電のでんでんニモカ、運用開始は2014/3/28(金)

2014.03.08 Sat
くまモンのニモカで検索してこられる方、お待たせいたしました

というか発表されていたのを知らなかったのですが(‾∇‾)

おさらい：熊本市電のでんでんニモカ、くまモンデザインの限定バージョンも (1/29 20:04)

でんでんニモカの運用開始日が決まった模様です。

熊本市交通局からのお知らせ

詳細の pdf への直リンクも貼ってしまいましょうか

これによりますと、運用開始は2014/3/28(金)始発電車から。
発売も3/28からだそうです。市電車内でも売ってくれるみたい。

で、気になるくまモンのニモカ情報はスクリーンショットで(^_-)-☆

ふ〜む、競争率高そうですな（´｡｀)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=750
http://www.kotsu-kumamoto.jp/Content/asp/topics/topics_detail.asp?PageID=2&ID=542&type=1
http://www.kotsu-kumamoto.jp/Content/Upload/p2_1_11denden-nimoca-start2603061300.pdf


ふ〜む、競争率高そうですな（´｡｀)
熊本に行ける方、ぜひお求めください。



ミスタードーナツゆめシティ店、本日堂々オープン！

2014.03.08 Sat
待ちに待った、ミスタードーナツゆめシティ店がオープンしました＼(^o^)／

10時を狙って行ったつもりが、もうお客様がたくさん（ﾟ◇ﾟ）
少しはやくあけたのかな？

なんといっても、ちょうどセールに当たってますので、

お客様の列が切れることはなかったです。

100円セールの商品がイチオシのようでした。



イートインスペースもなんとなく雰囲気がいいですよ

ただし、今日はドリンクの提供はなくて、

今後どうするかはわからない、という話でした。

「ぜひドリンクを置いて下さい」とお願いしておきました。

・・・・・可能だといいですね。

ミスドといえば珈琲のおかわりですから(‾∇‾)v

で、混んでいるのでドーナツを買うのは諦めて、

ダスキン系列である、スティックスイーツファクトリーに行きました。

窯出しクッキーシューがまだ出てなかったので、

エクレールショコラとフォンダンショコラシュー。



美味でございました。

その後もう一度ミスドに行ってみますと。

昨日、Twitter で知った通り(‾∇‾)

ポン・デ・ライオンがいました＼(^o^)／

「○○さんですか？」と聞きたかったけど、やめました(‾∇‾)

あとはカルディを見たりダイソーに行ったり（掘り出し物あり！）

いろいろ楽しい思いをして、帰りに見てみましたら



スティックスイーツファクトリーに窯出しクッキーシューが（ﾟ◇ﾟ）

開店早々では出てないのかもしれません。

・・・・というわけで

ミスドゆめシティショップ、オープンいたしました。

ドリンクを置いていただけるよう、みんなで投書しましょう(^_-)-☆



下関市内、2014年8月末までに docomo 112.5Mbpsのエリア拡大

2014.03.08 Sat
やった〜＼(^o^)／

ドコモのサービスエリア、速度別のところを見てみました。

ゆめシティのある、伊倉新町3-1-1 で検索したところ、
「2014年8月末まで」に112.5Mbps のエリアになるようです。
その他、市内のかなりの地域にわたってエリアが拡大する模様。

5月末までのところには入ってなかったので、
6月以降8月までの・・・・・

いつだろう？

楽しみです！

# 19:30 追記：前みた時に7月末まではまだだったはずだから、



たぶん8月に拡大するのですね(｀·ω·´)

→docomo Xi 新下関駅周辺はすでに112.5Mbpsエリアになっている! (2/3 19:57)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=794


ダイソーの子供用コップ袋が Kindle Paperwhite 入れにいい感じ

2014.03.08 Sat
さて今日はゆめシティのダイソーで、袋をさがしていました。

というのも、スポクラでレッスンを待っている間に、

Kindle Paperwhite か kobo glo で本を読むんですが、
その時に入れておく袋があると便利だなぁと思って。

ぐる、ぐる、回ってみたところ。

子供用のコップ袋とシューズ袋がありました。

そう、薄いのが欲しかったんです。

で、お店の外にちょっと出て、

Kindle Paperwhite と kobo glo を出してみました。

で、コップ袋にあわせてみますと。

大きさ、ちょうどいいです(｀·ω·´)

画面を内側にしてあわせて入れたら、十分保護できそう。

Belkin のケースはちょっとごつくて、スポクラ用の手提げに入れるのが
いまいちなので（成城石井の袋を今でも使っています）

Belkin (Kindle Paperwhite専用) グリップ スリーブ ブラック

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B005KELR3A/joeshomepag-22/ref=nosim/


Belkin 2012-01-10

売り上げランキング : 216

Amazon by カエレバ

ジムに入る時は、コップ袋の方でいこうと思います(｀·ω·´)

105円で気に入るのが見つかって、ラッキーです＼(^o^)／

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B005KELR3A/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%83O%83%8A%83b%83v %83X%83%8A%81%5B%83u Kindle Paperwhite%90%EA%97p&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com


リピエのポイントカードが来たよ〜

2014.03.08 Sat
ぴんぽ〜〜ん

呼び鈴が鳴りました。なんだなんだ？と思ったら

簡易書留（ﾟ◇ﾟ）

なんじゃらほい、と封筒を見ると、ripie の文字が！

そうか、ポイントカードだ(‾∇‾)

ちゃんとふぐがついてましたよ(^_-)-☆

ネイルファイルとやらも入っていました。

じょりじょり、爪をといでみました(‾∇‾)

で、プレオープン＆テナントのご案内が入っていたのですが。



ヴィドフランスではオリジナルエコバッグプレゼント

サンマルクカフェではチョコクロ170→100円

という、数量限定キャンペーンがある模様です。

エコバッグ欲しいかも〜

いよいよ来週オープンですよ、楽しみですね(^_-)-☆



kobo glo でページ送りが逆になる感じがすることがあったので

2014.03.08 Sat
kobo glo を使ってると、ページをめくったはずなのに、
前に戻ってしまうことがたびたびありました。

なにこれ不具合ですか？

と思ってググってみますと

楽天Kobo touch(glo)　ページの、めくり方（捲り方）ページ送りの方法

というページを発見！

スクリーンショットをとらせていただきますと、こんな感じです

http://kobo.rakuten-kobo.com/blog-entry-92.html


そうか、タッチしたつもりで、逆方向にスワイプしていたのかも。

ということで、すりっ。とスワイプすると、

思い通りにめくれるようになりました。

調べてみるもんですね(｀·ω·´)



電子ブック 楽天Kobo電子ブックリーダーKobo Glo（
コボ グロー）★目に優しいフロントライト内...
価格：7,980円（税込、送料込）

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088016%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000077%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088016%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000077%2F


2014年度から気象通報は16時台だけになる模様

2014.03.08 Sat
私は語学講座大好きなのでいいんですが

新年度の番組表を見ると、9:10〜9:30、22:00〜22:20の枠にも、
英語講座が入っています。

これは〜

気象通報はどうなるんでしょう、と聞いてみましたところ。

漁業関係の利用者が減っている

山岳関係者は16時のを聞いている

との判断で

16時台だけ、残して、あとは社会人向けの英語講座を拡充した、
ということのようです。

びっくりびっくり。

新年度に向けて、タイマーをセットしなおさなくちゃ。

9:15 からビジネス英語をやってますよ(^_-)-☆

# 22:13 追記：参考リンクがありました (pdf)
平成26年度 国内放送番組 編成計画
平成26年度(前半期) 放送番組時刻表

http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/hensei/pdf/26kokunai.pdf
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/hensei/pdf/26jikokuhyo-kokunai.pdf


Kindle 日替わりセール、3/9(日)は逆説の日本史

2014.03.09 Sun
今日のKindle 日替わりセール、日本史の本です。

逆説の日本史1　古代黎明編／封印された「倭」の謎 (小学館文庫)[Kindle版]

井沢元彦 小学館 2012-11-19
売り上げランキング : 2

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

本日299円となっております。

目次

●序論　日本の歴史学の三大欠陥

　1．信長と安土
2．アカデミズムと丸山ワクチン
3．「素人」が大それたことをする理由
第1章　古代日本列島人編−日本はどうして「倭」と呼ばれたのか
第2章　大国主命論−「わ」の精神で解く出雲神話の“真実”
第3章　卑弥呼編−女王殺害と紀元二四八年の重大事件
第4章　神功皇后編−邪馬台国東遷説を裏付ける宇佐神宮の拝礼作法
第5章　天皇陵と朝鮮半島編−日本人のルーツと天皇家の起源
年表

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00ABGO8O2/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00ABGO8O2/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00ABGO8O2/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4094020012/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


卑弥呼・・・・謎が多いですよね

天照大神だなんて、そんなそんな、ほんまかいな（ﾟ◇ﾟ）

日本史は高3の時に授業が週5時間あって（´｡｀)
受験科目でもあり（´｡｀)
が〜〜〜っと詰め込んだ感じで、あまりいいイメージがないのですが

ちぃっと勉強してみた方がいいですかね(〃'▽'〃)

なお、逆説の日本史、16巻くらい+別巻がいくつかあるようです。
ディアゴスティーニ状態です(‾∇‾)

興味のある方はぜひどうぞ。



下関駅ビル・リピエのホームページが新しくなってるよ

2014.03.09 Sun
下関駅ビル・リピエのホームページが、preopen じゃなくて
ホンチャンになっているようです。

駅ビルはこんな感じなんですな(._.) φ メモメモ

そして！オープン日早々のイベントが載ってます。

トートバッグプレゼント、と、ポイント5倍！
（ゆめシティみたいだな(‾∇‾)）

http://www.ripie.jp/


新しくなった駅ビル、どうぞお運びください。

【iPhone5S】【iPhone5】【Clear Arts】【iPhone5Sケース】【iPhone5ケース　カバー】【ス
マホケース】【docomo】【au】【SoftBank】【クリアケース】【音符】 ip5-09-mu0002

jiang（ジアン）

売り上げランキング : 74291

Amazon
楽天市場 by カエレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CBTIXLQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CBTIXLQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=iPhone5S iPhone5S ip5-09-mu0002&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FiPhone5S%2520iPhone5S%2520ip5-09-mu0002%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


電子書籍はいいタイミングで買うとかなりお得だね

2014.03.09 Sun
先日から、Kindle, kobo, honto で買った電子書籍の一覧を
Numbers '09 で作っています。

買った時の値段と、ポイントなどでの割引と、払った値段。

そして、紙版があるものは、紙版の値段。

など、入れてみました。

ずいぶん買ったなぁ（´｡｀)
語学講座のテキストは省略してて、これだもんなぁ（´｡｀)

と思いましたが。

紙版との差額が、すでに10万超えています（ﾟ◇ﾟ）
iPad Air 買えるじゃん(‾∇‾)v

うちは置き場所の問題があるので、紙版にこだわらずに、

電子書籍があるものはそっちにしようかと思っています。

まぁ、質感とか

ステータスっぽいのとか

実際の本には勝てません、ってところはあるんだけど・・・・

でも、字の大きさを変えられるし。

クーポンなどを利用すると、お安い時もけっこうあるし。

Kindle Paperwhite や kobo glo に入れて、持ち運びも楽だし。

やめられません(‾∇‾)

kobo glo も意外によかったので、おひとついかがですか〜



電子ブック 楽天Kobo電子ブックリーダーKobo Glo（
コボ グロー）★目に優しいフロントライト内...
価格：7,980円（税込、送料込）

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088016%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000077%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088016%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000077%2F


OCN光モバイル割新登場

2014.03.10 Mon
プレスリリースがでております

「OCN光サービス」と「OCN モバイル ONE」のお得なセット割引
「OCN光モバイル割」が新登場
〜家族みんなが割引対象！人気の30MB/日コースが実質月額734円〜

という見出しで。

2.「OCN光モバイル割」の概要

【対象者】

「OCN 光サービス」と「OCNモバイルONE」をご契約のお客さまおよびそのご家族(
図1)
＜割引適用条件＞

・「OCN光サービス*1」と「OCN モバイル ONE*2」のご契約者が『同一住所』か
つ『家族』であること

*1)対象プラン：OCN光withフレッツ/OCN光おまかせプランwithフレッツ/OCN光「
フレッツ」(OCN光「フレッツ」WiFiアクセスを除く)/OCN光おまかせプラン「フレ
ッツ」/OCNひかりあんしんプラン「フレッツ」
*2)「OCN モバイル ONE プリペイド」は対象外となります。
・「OCN光モバイル割」のお申し込み手続きをすること

【割引額】

「OCN モバイル ONE」1契約につき200円/月　(税抜)
※OCN光サービス1契約につき、「OCN モバイル ONE」最大3契約、最大600円/月ま
での割引となります。

【割引受付開始】

2014年3月10日(月)〜
※お申し込み日の翌月ご利用分から適用されます。(無料期間は適用外)
【お申し込みページ】

http://s.ocn.jp/hmw
※対象者のお客さまでもお申し込みをしないと割引の提供がされません。

※OCN光モバイル割の詳細はお申し込みページ(http://s.ocn.jp/hmw)を参照ください。

http://www.ntt.com/release/monthNEWS/detail/20140310.html


これ、OCN光を家でひいてる方には、すごくお得ではありませんか？
BIGLOBE LTE・3G もGポイントでポイントを稼いで安くできますが
月200ポイントは稼げてない（´｡｀)

くぅぅ・・・・・

負けたかも。

あ、でもうちは J:COM だから関係なかった(‾∇‾)

ともかく、おうちで OCN光の方には、かなりオススメできますね。
ついでに、MR03LN のセットでポイント10倍とかいうのがあったので
リンク貼っときます。

MR03LN は自信もってオススメできます(^_-)-☆

【3/13以降出荷予定】AtermMR03LN クレードル付【OCN モバイル ONE マイクロSIMセット】

NTTコムストア by goo SimSeller

楽天市場 by カエレバ

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fgoosimseller%2Fmr03lncradle-simset%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fgoosimseller%2Fmr03lncradle-simset%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FAtermMR03LN%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


リピエのヴィドフランス、エコバッグプレゼントはプレオープンから

2014.03.10 Mon
リピエにはいるヴィドフランスに、突撃取材してきましたよ(｀·ω·´)v

エコバッグプレゼントについて、聞いてみましたところ。

プレオープンの3/14から、3/16まで、500円以上のお客様
先着で300名様の予定、とのことです。

あ、ちゃんと聞かなかったけど、毎日先着100名ってことかな？

16日はめちゃこみになりそうですし、プレオープンに行きますかね(｀·ω·´)

しかし500円買うのは大変そうだ・・・・
イートインでお茶してこようかな。



Windows パソコンを増税前に買っちゃうか悩む。

2014.03.10 Mon
iPad mini よりも安い、Windows パソコンがあります。
買っちゃおうかどうしようか、迷ってます。

考えてるのは、これ

Lenovo 59394996 Lenovo B590 [ノートパソコン 15.6型液晶 HDD500GB DVDスーパーマルチ]

Lenovo

売り上げランキング : 1093

Amazon
楽天市場 by カエレバ

Windows 7 Professional というのがよさげな気がして。
Office とかはもちろんついてませんよ

何を使うかというと

honto のデスクトップアプリ←仮想環境のWindowsでは使えない。Mac用なし。
PDIC辞書の編集←編集だけは Windows じゃないとだめ（仮想環境OKだけど重い）
パソリで、Edy や Suica のチャージほか←仮想環境でもいいけど重い

この３つですな

あとはMacでもできるのだけれども・・・・・

さて、どうしよう。

MacBook Air に「バッテリーの交換修理」も出てるし。

買うなら今なんだけど

買わないという選択肢もあるしなぁ（´｡｀)

カートには入れたんですけど、注文を確定できずにいます。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00FPH9DGK/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00FPH9DGK/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=B590 HDD500GB&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FB590%2520HDD500GB%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


う〜ん。



iOS 7.1 が来たよ

2014.03.11 Tue
iOS 7.1 が正式公開されたということなので、
iPod touch 1本だけアップデートしてみました。

194MB と小さなアップデートのようなのですが
ダウンロードにか〜な〜り、時間がかかりました（´｡｀)

やっとできたのがこのくらいのお時間



基礎英語１の終わり頃に始めたのに、基礎英語２が終わって

さらにしばらくしてやっとできました。

ドックのアプリ、字が目立つようになりましたよ

ほかのところもそうなのかな？

ちなみに iOS 7.0.6 のはこんな感じ



文字が白かったのが黒くなったので目立つのですね。

あと、ネットラジオはここにありました。（だいぶ探した）

なぜか、らじる★らじるよりだいぶ送れて、NHK第2も聞けました。

Siri なども改善されたらしいんですが、試してませ〜ん。

以上、iPod touch をひとつ iOS 7.1 にした報告でした。



ゆめシティに佐世保バーガーのお店ができるらしいよ

2014.03.11 Tue
こないだ行った時はまだサボテンブラザーズがあったと思うんですが、

今日見たら、工事中になっていました。

もとのドーナツやさんのところがタコスの店になっていたのですが、

またテナントが変わるようです。しかも3/13(木)オープンですって！

それは・・・・・

佐世保バーガーのお店だそうです！！！！！



佐世保バーガーって・・・・あの、めっちゃデカいやつでしょ？

ゆめシティに来るとはびっくりです。

一度は食べてみましょうかね(‾∇‾)

でも・・・食べきれるんでしょうか。

お顔くらいの大きさがあるとかないとか・・・・・

今度はあの場所も流行るといいですね。



サンマルクカフェでかけこみ福袋やってるよ

2014.03.11 Tue
さて今日はお昼をゆめシティで食べていい日だったものですから

スタンプが貯まっているのを利用してサンマルクへ・・・・

と思ったら、ちょうどチョコクロが焼き上がった時だったので！

急遽、ランチセットにしました。

やっぱり焼きたてはおいしいですね(｀·ω·´)
ほんとは、チョコクロは抜きにする予定だったんですが・・・・

（あとでミスドに行くため）

で、サンマルクに、気になるポスターが貼ってありました。



1000円で、チョコクロ５つ+ドリンク券５枚ですって（ﾟ◇ﾟ）
ドリンク券だけでも十分モトがとれますよこれ

さすがに、チョコクロを食べた後では無理なのでやめましたが

「なくなり次第終了」とのことでした。

今週末にはたぶんもうないんじゃないですかね、とのこと。

その後、えいやっ、とミスタードーナツへ。

いきなり団子のポン・デ・リングを狙っていたのですが、

（ちゃんとメールクーポンも用意してあった(｀·ω·´)v）
今日は見当たりませんでした。



15種100円のセールが今日までということなので、
試しにいちごのポン・デ・リングにしてみましたよ

そしたら、サブウェイのいつものお姉さんがいらして(〃'▽'〃)
なんとなく、懐かしかったです

イートインスペースには、welcome! の札があったので、
記念撮影してみました(｀·ω·´)

ドリンクはないけどお水はいただけました。



「いちおう」イートインもできる、という感じで、

テイクアウトがデフォルトのようでした。

お茶を飲んでゆっくりするなら、

サンマルクかスティックスイーツファクトリーがいいな。

ミスドにもドリンク置いてくれるといいんだけどな〜

この次は、いくつかおうちに買って帰ることにしましょうか。



iOS 7.1 で、LTE SIM の挙動が変わったらしいよ

2014.03.12 Wed
IIJ のブログ　てくろぐ　さんより。
速報: iOS7.1ではLTEの利用環境が改善？

iPhone 5s/5cで、データ通信専用SIMでもLTE通信可能に

iOS 7.0では、SMS対応SIMでないと利用できなかったLTEが、データ通信専
用SIM(SMS非対応のSIM)でも利用できるようになりました。これは、IIJmio側の変更で
はありません。iOS・キャリアプロファイルが変更されたことが原因だと思われます。

アンテナピクトの表示は従来通り、データ通信専用SIMでは表示されません。また、テ
ザリングはすべてのSIMでご利用頂けません。これらの動作はSIMフリー版・docomo
版共通です。

iPhone 4・iPad 2で、データ通信専用SIMでも通信可能に

SMS非対応のSIMでも LTE 通信ができるようになった、というのは朗報ですね。
IIJmio 側の問題ではない、ということは、BIGLOBE LTE・3G や OCN でもそうなのかな？

BIGLOBE LTE・3G のご案内ページにあったこの注意書き

iPhone 5s（iOS 7.0.4）【ドコモ販売版、Appleストア販売版：モデルA1453】
とiPhone 5c（iOS 7.0.4）【ドコモ販売版：モデルA1456】では、SMSオプションを利
用した場合にLTE通信ができます。
※iPhone 5（iOS 7.0.4）【SIMロックフリー版：モデルA1429】では、SMSオプショ
ンの有無にかかわらずLTE通信はできません。
※iPhoneのLTE通信は、iOSのバージョンにより対応可否が変わる場合があります。ご
注意ください。

まさに iOS のバージョンで変わる、ということですね(._.) φ メモメモ

http://techlog.iij.ad.jp/archives/984
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42


またあちこちのサイトをチェックしようと思います。



iTunes で買った楽曲をダウンロードせずに聴いてみた。

2014.03.12 Wed
今まで知らなかったんですが

iPod touch や iPad mini では、iTunes で買った曲を
ダウンロードしなくても、クラウドから聞けるんですね。

そっか〜、じゃ、MacBook Air に置いておかなくてもいいや、
と、いつぞや300円で買った、ブーレーズのマーラー全集、
MacBook Air からは削除しました。

で、久しぶりに Mac mini をつけたので、そちらの iTunes には
ダウンロードしてみました〜。

・・・・そしたら何度もクリックしちゃったらしくて（´｡｀)
同じ曲が複数ダウンロードされてしまっていました。

がしがし削除して・・・・

ゴミ箱をカラにしたら、20GB くらい！あきました（ﾟ◇ﾟ）

あ、ダウンロードしてない MacBook Air では、
ちゃんと聞けませんでした（´｡｀)

iOS だけなのかな。

ゆめシティに行くときはBGMがかかってるから、
出先で音楽を聴くこともなかろうと思うんですね。

なので、クラウドで聞くのでいいや、と思ってます。

おうちの無線LANばんざい＼(^o^)／

そんなわけでこのブログ、いま Mac mini から書いてます。
Google Chrome さまのおかげで、設定はまるまるそのまま。
いやぁ、便利ですなぁ、くらうど。

これなら MacBook Air のバッテリーの交換修理の間も、
Mac mini でちゃんとブログが書けるかも(｀·ω·´)



修理、だそうかなぁ・・・・・

# 19:37 追記：
その後、iTunes の設定をいろいろいじったら、
MacBook Air の iTuens でも購入済の曲をダウンロードせずに聴けました！
さらに、使っているうちにバッテリーも復活。

まだ修理しなくてすみそうです〜



OS X 10.7 Lion でも楽しいスクリーンセーバーがあるのね

2014.03.12 Wed
さて久々につけた Mac mini (mid 2011) ですが。
実はまだ Lion のままなんです。
Mavericks にすると TESLA を入れ替えないといけないので
めんどくさくて(〃'▽'〃)

で、今日いろいろいじっていたら、スクリーンセーバーの設定が

変えられるのをみつけました（今頃かよ）

トランプを切っていくみたいに、お写真が重なっていきます

どんどん、どんどん重なっていきます

これは楽しい(‾∇‾)v

やっぱり Mac mini は Lion のままにしておこうっと！



やっと Mac mini でも Evernote が使えるぞ〜

2014.03.12 Wed
そんなわけで Mac mini を長いことつけていたわけですが。
というのもブーレーズのマーラー全集のほか、

1500円で売っていた、アバドの交響曲集のファイルを
どっちゃりダウンロードしてたんですね

The Symphony Edition
6,000円
(2014.03.12時点)

クラウディオ・アバド
posted with ポチレバ

あれ、6000円？

The Symphony Edition (Vol. 2)
1,500円
(2014.03.12時点)

クラウディオ・アバド
posted with ポチレバ

こっちは1500円だな(‾∇‾)

で、モーツァルトを聴きながら、ついに！

Evernote をインストールし直しまして、
やっと、初回同期を終えることができました！！！！

以前、何度もやって失敗してたので（´｡｀)

なんとか、最新のファイルまで同期できたようなので、

安心して、Mac mini のシステムを終了しました。

MacBook Air の方が小回りがきいて使いやすいんですが
Mac mini もこれから少しずつ活用しようと思いました。

ん〜、バッテリーを交換した方がいいかなぁ（´｡｀)

https://itunes.apple.com/jp/album/the-symphony-edition/id660337769?uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/album/the-symphony-edition/id660337769?uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/kuraudio-abado/id322685?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
https://itunes.apple.com/jp/album/the-symphony-edition-vol.-2/id664557342?uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/album/the-symphony-edition-vol.-2/id664557342?uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/kuraudio-abado/id322685?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


増税前に？・・・・う〜む。

ともかく、Evernote も Mac mini で使えるようになったので、
めでたいです(｀·ω·´)v



らじる★らじる、2014年度も続くようだよ

2014.03.12 Wed
総務省のプレスリリースより

日本放送協会が放送法第20条第10項の認可を受けて実施する「協会のラジオ放送が聴
取しにくい状況の改善に資するため、その放送番組を放送と同時にインターネットを

通じて一般に提供する業務」の認可

題名からして仰々しいですが（´｡｀)

総務省は、日本放送協会（以下「協会」）から申請のあった「協会のラジオ放送が聴

取しにくい状況の改善に資するため、その放送番組を放送と同時にインターネットを

通じて一般に提供する業務における提供番組の追加」の認可について、本日、電波監

理審議会（会長：前田 忠昭）に諮問したところ、同審議会から認可することが適当で
ある旨の答申を受けました。

　この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日付けで行います。

別紙１〜３まで pdf で資料があったのですが

要するに、平成25年度末まで「実験的に」行われていた、
らじる★らじる　のインターネット放送を、

平成26年度末まで延長することを認可した。

ということのようです。

別紙3 (pdf) を見ますと、反対意見もあったようですが

らじる★らじるがないとうちはラジオ講座が聴けないので、

認可されてよかった〜〜〜

これで安心して新年度を迎えられます。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000072.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000278941.pdf


４月号の英語のラジオ講座のテキスト、明後日14日発売です(^_-)-☆



iTunes in the Cloud ってやつを使えばダウンロードせず聞けるのかな。

2014.03.12 Wed
夕べ、iPad mini と iPod touch で「ダウンロードせずに」
iTunes で購入済の曲を聴いていたのですが。

→iTunes で買った楽曲をダウンロードせずに聴いてみた。 (3/12 14:37)

その時は、MacBook Air では聞けなかったんですね。
試聴できる１分くらい？だけは聞けましたが。

で、さっきからいろいろいじっていたら、聞けたんですが(‾∇‾)

たぶん、これです。

環境設定から、Store 環境設定、を選んで
iTunes in the Cloud の購入済リストを表示　にチェック！

すると、購入済のアバドとブーレーズのアルバムが(‾∇‾)v

The Symphony Edition
6,000円

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1009
https://itunes.apple.com/jp/album/the-symphony-edition/id660337769?uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/album/the-symphony-edition/id660337769?uo=4&at=10ldb5


(2014.03.12時点)

クラウディオ・アバド
posted with ポチレバ

あたしが買った時は1500円でした。

The Symphony Edition (Vol. 2)
1,500円
(2014.03.12時点)

クラウディオ・アバド
posted with ポチレバ

これも1500円で買いました。

Boulez - Mahler
4,000円
(2014.03.12時点)

ピエール・ブーレーズ
posted with ポチレバ

あれ、一時期8000円だったのが4000円になってる（ﾟ◇ﾟ）
私は例の「300円で売ってるんですけど（ﾟ◇ﾟ）」事件の時に買いました。

→ブーレーズのマーラー全集が300円だったんですけど（ﾟ◇ﾟ） (1/7 21:35)
昨日のブーレーズ・マーラー全集300円事件を振り返ってみる。 (1/8 16:59)

ま、あとは「買ったファイル」はないんですが、、、、

いや〜ちゃんと聞けてるじゃないか。楽しいな〜

そんなわけで今日もモーツァルト三昧です。

Mac mini は HDD の容量が大きいのでダウンロードしましたが、
MacBook Air も iPod touch も iPad mini も、
おうちで聞く用にしてダウンロードせずに聞こうと思います。

それとも、iPod touch には何曲かダウンロードしておいて、
おでかけの時にイヤホンで聴いてもいいかな。

https://itunes.apple.com/jp/artist/kuraudio-abado/id322685?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
https://itunes.apple.com/jp/album/the-symphony-edition-vol.-2/id664557342?uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/album/the-symphony-edition-vol.-2/id664557342?uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/kuraudio-abado/id322685?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
https://itunes.apple.com/jp/album/boulez-mahler/id721964947?uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/album/boulez-mahler/id721964947?uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/pieru-burezu/id4357909?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=605
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=608


というわけで、今さらながら iTunes in the Cloud が使えましたよ、
のご報告でした。



ゆめシティの佐世保バーガー本日オープン、そして4/1は11時開店

2014.03.13 Thu
タイトルだけでご用がすんでしまいましたが(‾∇‾)

ゆめシティの佐世保バーガーがオープンする案内がでました。

どんなのでしょうねぇ、売れるといいですね(｀·ω·´)

それと、消費税があがる4/1ですが。
ゆめタウンデーの延期はこないだのチラシに載ってましたが、

（そういえばお店にも掲示してありましたが）

さらに



開店時間が、いつもの9時→11時になるそうです。
そりゃぁ大変でしょう〜

ゆめタウンデーも、火曜のポイント２倍もおやすみ、とのこと

ふ〜む

ゆめモバクーポンもお休みかもしれませんなぁ（´｡｀)

というわけで、4/1の開店は11時なので、お間違えなく(^_-)-☆



無印良品は４月からも値上げしないんだね。

2014.03.13 Thu
Twitter で たくさん RT されて回っているので、
すでにご存知の方も多いでしょうが

無印良品のお店は、４月からも税込み表示のままだそうですよ

どどんとトップページに出ております

今日、MUJI アプリでチェックインした時にお知らせを見たら

こんなお知らせも出ていました。

ま、そのうち価格改定はあるんじゃないかと思いますが、

リーズナブルなお値段にしてくれることでしょう。



無印、がんばれ〜



kobo 日替わりセール、3/13(木)は1分間バフェット

2014.03.13 Thu
今日の10時〜明日の9:59までの kobo 日替わりセール、
１分間バフェット　というのをポチってしまいました(‾∇‾)v

前に Kindle 日替わりセールでもあったような気がしますが
・・・そのときは違う人でしたね

→Kindle 日替わりセール、2/26(水)は「人生計画の立て方」 (2/26 7:31)

1分間バフェット お金の本質を解き明かす88の原則 ()

桑原晃弥 パンローリング発行/でじじ発売 2013-08-10
売り上げランキング : 38617

Amazon
Kindle
楽天ブックス by ヨメレバ

紙版は1050円、Kindle版700円。
それが350円になっていて、10%オフクーポンがあったので（3/14 23:59まで）
お安く手に入りました(｀·ω·´)v
あ、実はポイント利用でお支払い０円でした。

Amazon の方に載っていた語録一例を引用いたしますと

[語録一例] 
「価格とは買う時に支払うもの。価値とは、買う時に手に入れるもの。」

「投資の世界には見送り三振がない。」

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=927
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4775982346/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4775982346/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4775982346/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CJ57A3O/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12428956%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://yomereba.com


「目を見張るような数字も、最後にゼロをかければゼロになる。」

「相手が「たやすいことだ」と言ったら、その話は9割がたお断りする。」
「アニュアルレポートを50年間、毎年読んできた。」
「重要なのは、能力の輪を大きくすることではなく、輪の境界を厳密に決めるこ

とだ。」

「ビジネスの世界で最も危険な言葉は、「ほかの誰もがやっている」だ。」

「好きなことをとびきり上手にやることだ。お金はその副産物にすぎない。」

さてほんとに

「スキマ時間の1分間」を活用し、バフェット流マネー哲学をマスターすることがで
きる。

のでしょうか？

楽しみですね(‾∇‾)v



3月13日は「サンドイッチの日」なんだそうです。

2014.03.13 Thu
サブウェイの フェイスブックページより。
本日3月13日は、サンドイッチの日、なんだそうです。

１が３ではさまれている(3·1·3)から、サンドイッチの日なんです♥

うう、サブウェイ行きたいよぅ(T^T)

３月末までの予定の「ごちそうサンド」、ミートローフの方を

ハニーオーツで食べてもおいしいそうですよ(｀·ω·´)

https://www.facebook.com/subwayjp


お近くにサブウェイのある方、ぜひどうぞ(^_-)-☆



リラックマ野菜ぬいぐるみ、明日3/14(金)からローソン限定発売

2014.03.13 Thu
か、かわいいんですけど・・・・

リラックマがお野菜になったぬいぐるみが、

明日からローソンで発売されるようです。

画像はローソンの取り扱い店舗一覧ページから。

pdf の山口県の一覧を見ましたが。

うちの最寄りの、下関川中本町店は、見当たりませんでした。

でもゆめシティの通り（259線）沿いの秋根西とかはあります。

ほ、ほしいかも

と思いましたが、うちのくまちゃんたちに却下されました（´｡｀)
ライバルだと思っているようです。

そんなわけでリラックマが好きな方、明日はローソンへどうぞ(^_-)-☆

http://www.hmv.co.jp/news/article/1402240076/
http://img.hmv.co.jp/loppi/pdf/35.pdf


楽天でんわ、30分未満の国内通話無料体験キャンペーン、3/23(日)

2014.03.13 Thu
すごい、太っ腹なキャンペーンがありますよ（ﾟ◇ﾟ）

プレスリリースより

「楽天でんわ」 、通話品質体験キャンペーン実施
30分未満の国内通話が1日限定で無料に

今回のキャンペーンでは、3月23日（日）0：00から23：59の間の、一通話あたり30分
未満の国内通話を無料にします。さらに、3月13日（木）から3月24日（月）の間に楽
天でんわに新規登録していただいたお客様には、お支払いいただく国内通話料（課

税前）から、5分間の通話料にあたる100円分を割引します。ぜひ、この機会に「楽天
でんわ」のアプリの使いやすさや、携帯電話と同様の通話品質をご体験ください。

すご〜い長電話はできませんが、30分未満、ということなら
かなり話せるのではないでしょうか（ﾟ◇ﾟ）

離れて住んでいるご家族、しばらく会ってない昔のお友達、など、

この機会に楽天でんわでご機嫌伺いをしてはいかがでしょうか。

ガラケーからでも、プレフィックスをつければかけられますよ。

0037-68 です。

あ、登録にはクレジットカードが必要です。

iPod touch からはかけられませんのでご注意を。

http://www.fusioncom.co.jp/news/2014/20140313.html


キャンペーン詳細ページもご確認くださいね。

http://denwa.rakuten.co.jp/special/20140313_spring/


レフコゆめモール下関店、祝日スケジュールが出てたよ

2014.03.13 Thu
毎週木曜（つまり今日も）定休日の、

フィットネスクラブレフコゆめモール下関店。

ふと、サイトを見に行きますと、3/21(金)の祝日スケジュールが出てました。

貼っちゃお

ふむ、なかなかよさげです(｀·ω·´)

というわけで個人的には、もしレフコにはいられるなら、

祝日や日曜日も使える会員種別の方がいいと思います。

あ、ウィングスポーツクラブもよろしくね(^_^)ノ""""
（祝スケ、まだ出てないけど）

http://www.refco.ne.jp/shop/shimonoseki/
http://wing.navitown.com/


月1480円でフォレスト出版の電子書籍読み放題 YOMiPO に登録してみた。

2014.03.13 Thu
昨日だったかな？何かで案内がきたのですが。

YOMiPO というサービスが始まりました。

月1480円で、フォレスト出版の電子書籍読み放題！
今なら年間会員は２ヶ月分無料！(3/31まで)
さらに先着200名さまに書籍プレゼント！

というのにつられて・・・・

年間会員にしようかとも思ったのですが(‾∇‾)

現在100冊ほど登録があり、毎月5冊くらい増える、とのことで、
それくらいなら１年かからずに読めるだろう、という結論に達し

月額会員にしました。

３ヶ月くらいでめぼしいものは読んでしまえるだろう(‾∇‾)v
ともくろんでいるのですが、どうでしょうか。

とりあえず特集してある苫米地さんの本を読んでるんですが

２冊めにはいったけど、１冊目と同じこと書いてるぞ（´｡｀)

・・・・ま、いっか

その他今日は12冊ほどダウンロードしてみました。
がっつり読ませていただこうと思います(｀·ω·´)v

http://yomipo.jp/


wi2 プレミアムお試し9月末で終了、新規受付は3月末まで

2014.03.13 Thu
昨日出てたようなんですが、

Wi2「プレミアムエリアお試しキャンペーン」の新規受け付け終了について
Wi2 300「プレミアムエリアお試しキャンペーン」の終了について

現在、wi2 300（BIGLOBE LTE・3G などについてくるのも含む）を使っているひとは、
Wi2_club も Wi2premium_club も使えているのですが、

Wi2premium
Wi2premium_club

が、ワンタイムプランでしか使えなくなるようです。

Wi2premium は「お試し」という位置づけだったのですね。

どこが Wi2premium なのかわかんな〜い、と思っていたら、
エリアマップにこんな感じで載っているそうです

川中本町のローソンとかはプレミアムだった気がするなぁ・・・・

サンマルクカフェゆめシティ店はどうだったかなぁ・・・・・

というわけでエリア検索してみましたよ

http://www.wi2.co.jp/300_news/2014/03/wi2-3.html
http://www.wi2.co.jp/300_news/2014/03/wi2-300-13.html
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
http://www.wi2.co.jp/300_news/2011/06/ssidwi2premium.html


きゃ〜、オレンジがいっぱい（ﾟ◇ﾟ）

エリアの表にも、オプションエリアかどうかの表示が出てました。

そっか〜、Wi2_club が au ショップで、Wi2premium_club がサンマルクか〜



なるほどなるほど(._.) φ メモメモ

wi2 300 ビックオリジナルプランを3月末までに申し込む必要があるか、
ちっと考えてみましょうかね。

まぁ、BIGLOBE LTE・3G の 1GB／月で十分足りているので、
wi2 が使えるかどうかはあまり気にしなくてもいいかもしれませんが・・・・

いや〜、ついにこの日が来ましたか、って感じです。

wi2 300 にはいることを検討してる方は、3月末までがオススメです。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42


NHKラジオ英語講座、2014年4月号のデジタル版も発売されてる〜

2014.03.14 Fri
日付が変わったので、いつものとおり honto のあしあとポイントをつけ
ふと検索してみますと

じゃ〜ん

基礎英語１〜３、ラジオ英会話その他、2014年4月号が出てました。
お店に行くより早く手に入りました＼(^o^)／

Kindle 版は3/18発売予定だそうです。（予約できるって）
kobo 版も 3/18発売だそうです。

NHK ラジオ 基礎英語1 2014年 04月号 [雑誌]

NHK出版 2014-03-14 売り上げランキング :

Amazon
Kindle
楽天ブックス by ヨメレバ

ラジオ英会話もついでに

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+HUSFL&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Febook%2Fpd_26116284.html
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+C164X
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00IK1ZRW2/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00IK1ZRW2/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00IK1ZRW2/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFBNMCO/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12680886%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://yomereba.com


ラジオ英会話もついでに

NHK ラジオ ラジオ英会話 2014年 04月号 [雑誌]

NHK出版 2014-03-14 売り上げランキング :

Amazon
Kindle
楽天ブックス by ヨメレバ

あ、ラジサバといっしょに買うといいことあるみたいですよ

対象のNHKラジオ語学本(雑誌版)とOLYMPUS ラジオサーバー PJ30またはPJ35をあわ
せて買うと500円OFF
この春からの語学学習におすすめ。対象のNHKラジオ語学本とOLYMPUS ラジオサ
ーバー PJ30またはPJ35をあわせて買うと500円OFF。【期間限定】2014年03月01
日(土)00時00分〜2014年04月30日(水)23時59分（日本時間）まで。

うふふ、うれしいな、もう4月号が手に入っちゃった

おやすみなさ〜い(^_^)ノ""""

# 0:27 追記：基礎英語２にうさぎが出てくるというからキタイしたけど
あんまりかわいくなかった・・・・・（´｡｀)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00IK1ZQDC/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00IK1ZQDC/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00IK1ZQDC/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFI91O/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12680888%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://yomereba.com




ゆれた〜

2014.03.14 Fri
東京から下関に戻って5年半になりますが
一度くらい「かた」と揺れたことがあったかな？

という感じで、ほとんど地震はなかったんですね〜

でも

長く揺れました（ﾟ◇ﾟ）

たぶんここいらは震度４でしょう。

いや〜

記録に残しておこう・・・・

下関市役所は震度２になってるな〜

う〜む

震度２よりは大きかった気がするけどなぁ。。。。



佐世保バーガー下関店オープン！ミスドは山の田ショップの支店？

2014.03.14 Fri
昨日オープンした佐世保バーガーのお店をちらっと見てきました

なんとなく、サボテンブラザーズと店の造りが似てますね

メニューはこんな感じ。やっぱおっきいそうですよ

といっても実は今日はたこ焼きその他を食べてきてしまったので

佐世保バーガーまでは手が出ません（´｡｀)



ホワイトデーということで(‾∇‾) ←あまり関係ない
ショコラづくし

こないだは気づかなかったのですが、ミスドには

きれいなお花が飾られてましたよ



ミスタードーナツゆめシティ店は、

下関山の田ショップの出張所、みたいな感じらしいです。

ミスドのサイトに出てこないんですよね〜

さっそく、マイショップをシーモール→山の田に変更しました。

ドリンク、時期は未定だけど、提供してくださる予定はあるそうです。

3/19からの100円セールのチラシなどもらいました(^_-)-☆

甘いもの・炭水化物の取り過ぎに注意！ですな（´｡｀)

炭水化物が人類を滅ぼす 糖質制限からみた生命の科学 (光文社新書)

夏井 睦 光文社 2013-10-17
売り上げランキング : 201

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4334037666/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4334037666/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4334037666/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00GI7BKNA/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12497346%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104334037666.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


第29回維新・海峡ウォーク4/13(日)開催 参加申込受付中

2014.03.14 Fri
下関市のサイトより

（記者発表資料）第29回維新・海峡ウォークの開催について

1．目的・内容等
　維新の史跡を巡りながら春爛漫の関門海峡沿い（約30km）をのんびりと歩くウォー
クイベント。

　道中、毛利氏の城下町長府などに関所が設けられ、地元色あふれる趣向を凝らした

イベントでお迎えします。

2．日　時
　平成26年4月13日（日）　午前8時30分から開会式

東行庵からシーモールまたは門司港レトロ中央広場まで、

30km てくてく歩きましょうというイベントです。

長く続いてるんですね（ﾟ◇ﾟ）

往復はがきもしくはインターネット(http://www.tip.ne.jp/walk/)から申し込めます。
当日参加は不可だそうなので、歩いてみたい方はお申し込みを(^_-)-☆

往復はがき、4/10必着だそうなんですが
3月中に申し込んだひと、返信は2円切手を貼ってきてくれるんでしょうか？
（妙なところが気になってしまった）

これを完歩して、海響マラソン、ツール・ド・しものせきも完走すれば、

「海峡アスリート」に認定されますよ(^_-)-☆

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1394600435871/index.html
http://www.tip.ne.jp/walk/


おいでませ下関。



ミスド、3/19(水)〜3/25(火)も10種100円セールやるみたいだよ

2014.03.14 Fri
今日、ミスタードーナツゆめシティ店を通りかかったら、

お姉さんたちがチラシを折っておられたので

なにかななにかな？(｀·ω·´)

と見に行きますと、くれました＼(^o^)／

ちょっとしわになったけど、スキャンしてみました〜。

今度のセールには、愛するポン・デ・ダブルショコラもあります！

これは楽しみ(｀·ω·´)

3/20のゆめタウンデー
3/25のゆめかの日

両方はいっているのがナイス！

といっても100円１つだけだと、ゆめカードのポイントがつきません（´｡｀)
（こないだお店で食べたときがそうだった）

いくつか買って帰って、家族で食べますかね(｀·ω·´)



あと3/26に新製品が出るみたいですよ
ゆめシティ店でもあるかどうかはわかりませんが

た・の・し・み(〃'▽'〃)



カルディ、3/15(土)〜18(火) 5%オフセール！

2014.03.15 Sat
カルディコーヒーファームのページを見に行きますと

5%オフのお知らせが出ていました＼(^o^)／
3/15(土)〜3/18(火)です。

折しも今日はゆめシティの15市（いちごいち）、
ポイント5倍です(｀·ω·´)

カルディ、見てるだけでも楽しいので、ぜひどうぞ(^_-)-☆



スタバ、4月から商品価格表示を税抜に

2014.03.15 Sat
スターバックスのプレスリリースが出ていました。

消費税率引き上げに伴う価格表示方法及び本体価格変更について

1．商品価格表示を総額表示(税込価格)から本体価格表示(税抜価格)に変更いたします。
2．現行本体価格の端数(1円の位)を四捨五入し、10円の位に調整した本体価格を新たに
設定いたします。

ええっと(〃'▽'〃)←よくわかってない

う〜む、とりあえずスタバのカードで払うことにしよう。

本体価格が10円単位になるだけで、払うのは端数が出るのですね？
（あってる？）

そういえば2年くらい行ってないなぁ、スタバ・・・・

http://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2013-927.php
http://store.starbucks.co.jp/goods/sbcard/


増税前に一度行っておこうかなぁ・・・・



「成功するネットショップ 集客と運営の教科書」が来たよ！

2014.03.15 Sat
わ〜い，来た〜＼(^o^)／

締め切り前日に存在を知って、モニタープレゼントに応募したのですが。

なんと、当たってしまったのですよ(｀·ω·´)v

成功する ネットショップ集客と運営の教科書

染谷 昌利,鈴木 珠世 SBクリエイティブ 2014-03-20 売り上げランキング : 29578

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

現在、予約受付中です(^_-)-☆

で、どんな本かといいますと

http://www.sbcr.jp/support/11748.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4797373660/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4797373660/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4797373660/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12692696%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104797373660.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


でかいです。大型本ですから。

中身をぱらぱらめくると、なかなかキレイです(｀·ω·´)
わくわくしてきちゃいましたよ。

さすがにこれは Kindle 版をリクエストする気にはなりませんな・・・

というわけで今からじっくり読ませていただきますm(__)m
とりあえず、当選＆現物到着のお知らせでしたm(__)m



電子書籍(フォレスト出版)読み放題 YOMiPO にハマる。

2014.03.15 Sat
フォレスト出版の電子書籍が読み放題！の、YOMiPO。
登録して、3日めになりました。

どんな本があるかというとこんなのです→一覧

苫米地英人さんとか神田昌典さんとか本田健さんとか(‾∇‾)
いろいろ、読んでおります。

つい今し方読み終わったのが、これ

非常識な成功法則【新装版】

神田昌典 フォレスト出版 2011-10-22
売り上げランキング : 9138

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

Kindle版、まだ出てないんですね（希望は出しておいた）

紙で買うのも家族に見られたらやだなぁとか思っていたら(‾∇‾)
なんと YOMiPO にはいっていたのでありました。

らっきー(｀·ω·´)

語学に関する本も出ています

http://www.forestpub.co.jp/yomipo/store/index.cfm
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4894514656/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4894514656/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4894514656/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F11391423%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104894514656.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


バイリンガルは二重人格 (フォレスト2545新書)

苫米地英人 フォレスト出版 2010-12-03
売り上げランキング : 131111

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

そっか〜、渡辺謙さんは「日本語訛りの英語」だから売れるのか。

と、目からうろこが何枚か落ちました（ﾟ◇ﾟ）

話すのは機会もないし相変わらず苦手ですが

しっかりした文章が各国語で書けるようになるのを目標にしましょうか。

いちばんがんばらないといけないのは、日本語ですが。

本田健さんの文章はわりと好きなのでよく読んでいるのですが

大好きなことをしてお金持ちになる(あなたの才能をお金に変える6つのステップ) (Forest 2545
Shinsyo)

本田健 フォレスト出版 2009-11-27
売り上げランキング : 90061

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

これなんかも、読んでいて気分が明るくなります。

それでさっき届いたネットショップの本にも結びつくわけですが・・・・

お店、あたしでも作れるかな？(｀·ω·´)
・・・みたいな

それはともかく。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4894518279/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4894518279/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4894518279/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F6856918%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104894518279.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4894518031/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4894518031/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4894518031/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F6223983%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104894518031.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


フォレスト出版の本、意外に Kindle にはいってないんですなぁ。
kobo で探してみても、みつかりません。

ふ〜む

自社で出してるから、epub 作るのはいや、なのかな？

でも、1480円で、すでに10冊は読んでますけど・・・・
ひとつきで、読みたい本ぜんぶいけそうな気もするんですけど・・・・

儲けになるんだろうか？（´｡｀)

あ、年間会員になると書籍10冊プレゼント、200名に達したので、
追加ですって。すげ〜

というわけで興味のある方は、YOMiPO のサイトへどうぞ(^_-)-☆
ひとつき分は、あっという間に元がとれますよ。

http://yomipo.jp/


「成功するネットショップ 集客と運営の教科書」を眺めている。

2014.03.15 Sat
ここんとこ電子書籍ばかりがっつり読んでいたもので、

紙の本、しかも上質な紙を使っている本を読むのは

楽しいです。わくわく感が続いております。

成功する ネットショップ集客と運営の教科書

染谷 昌利,鈴木 珠世 SBクリエイティブ 2014-03-20 売り上げランキング : 29578

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

え？ネットショップやってみたいのか、って？

実は・・・・・

あるんですよ(‾∇‾)

はこだけ。

カラーミーショップ for ロリポップ！ってやつで、
いちおう登録だけしてあります。

デザインとタイトルが変えられるのがやっとわかったので、

仮のタイトルなどつけてみました。

見ます？(｀·ω·´)→くまのまぉ本舗　（たぶん名前変えますけど）

・・・・でね、何を売ろうか、悩んでいるわけです。

だからこの「教科書」は第1部 準備編だけ読んでればいい感じ〜
というか先に進めません（´｡｀)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4797373660/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4797373660/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4797373660/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12692696%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104797373660.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com
http://kmnmao.shop-pro.jp/


とりあえず第2部 開業・集客・運営編、もちらりと覗いてみたところ
無料のサイトで始めてもいいと書いてあったので(‾∇‾)

じゃ、カラーミーでいいじゃん！(｀·ω·´)

独自ドメインのやり方とか Google Analytics の設置とか、
そのへんは大丈夫だし！(｀·ω·´)

てか独自ドメインすでに使ってるし(‾∇‾)v

あとは、何を売るか、が問題だな・・・・・

モノじゃなくてもデジタルな売り物もアリ、と

カラーミーのところに書いてあったので〜

「教科書」の第1部 準備編 を何度も読んでみることにします。

本を受け取ってから気づいたんですが、共著者のおひとりが

「ブログ飯」の染谷さんなんですね（ﾟ◇ﾟ）

ブログ飯 個性を収入に変える生き方

染谷 昌利 インプレスジャパン 2013-06-21 売り上げランキング : 4283

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

え、当然読みましたよ（Kindleで）

道理でこの本、文章が読みやすいわけだ・・・・・

さすがです。

そんなわけで、ネットショップをやってみたいな〜、とか、

週末起業をネットでやってみたいな〜、とか思ってる方、

この「教科書」を眺めてみられてはいかがでしょうか

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4844334166/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4844334166/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4844334166/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00DLVF3HU/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12350547%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104844334166.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


・・・・・立ち読みでは読み切れないことは保証します(^_-)-☆

もちっと読み込んだらまたレポするかもです。

くまのまぉのネットショップ構築日記！

なんてシリーズが始まったりして(‾∇‾)

電子書籍とか Finale で書いた楽譜とかを売るのもアリですかね？
ん〜

カラーミーをやってみたい人は↑からどうぞ(^_-)-☆
ロリポップ！に興味のある方は↓から(^_-)-☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=203OAR+XCANM+348+I7V41


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=203OAR+BW2OQA+348+6IHCX


下関駅ビル・リピエ、本日3/16(日)グランドオープン＼(^o^)／

2014.03.16 Sun
プレオープン、行きました？

・・・・いや、私は行ってないんですが(‾∇‾)

皆様お待ちかね、下関駅の駅ビル・リピエが本日グランドオープンです。

ヴィドフランスのエコバッグ、まだあるかなぁ（´｡｀)

で、リピエは下関中でどうやら注目を集めているらしく！

このブログにもたくさんの方がいらっしゃいました（ﾟ◇ﾟ）

証拠写真（スクリーンショットだけど）



ATerm MR03LN、楽天でんわ+ガラケーの話題をおさえて！
リピエに関する話題（そんなにたいしたこと書いてないのに）が

堂々の１・２位！しかも過去最高。

（ほとんどバブル）

下関　リピエ　で検索すると、かなり上の方に来てるんですな（ﾟ◇ﾟ）

リピエのページは特に変わった動きはないようですが

ともかく！

本日、グランドオープンです。

めっちゃ混むことが予想されますが、どうぞ楽しんできてください。

http://www.ripie.jp/


リピエのポイントカードの申込＆ポイント照会がネットでできるよ

2014.03.16 Sun
本日グランドオープンしました、下関駅ビル・リピエ。

サイトを見に行きますと、開店後にちょっと変わってました。

ポイントカード会員募集中＼(^o^)／
お、デザインに河豚がなくなっていますね

で、中に入ってみますと

入会申込できるボタンと、ポイント照会のボタンがあります。

http://www.ripie.jp/


私はすでにカードを持っているので、ポイント照会してみましょう。

会員番号、私の時点で八千を超えていたのですが（ﾟ◇ﾟ）

６桁の番号を入れ、初期パスワード（誕生日）を入れます

すると

オープン前に入会した人には、100ポイントはいってるはず(｀·ω·´)v



といってもこれ、来年の3/31まで有効だから・・・・
がんばらないと500ポイント貯まらないな（´｡｀)

ちなみに今日・明日はポイント５倍です。

フェイスブックのお友達が載せていた現地のお写真によりますと、

か〜な〜り、並んでいたようなので（ﾟ◇ﾟ）

もちっと空いてから行こうかなぁ〜

今日行けば、サンマルクのチョコクロ100円らしいんですが

交通費かけて行くなら、ゆめシティで食べた方がいいね(‾∇‾)

あ、限定100個ならあっという間に終わってそう（´｡｀)

というわけで、駅前がこれからも賑わいますよう、祈りつつ

ご利用は公共交通機関が好ましいかと思われます。

おいでませ、下関駅。



Kindle Paperwhite を買うと1,980円のクーポン！3/20(木)まで

2014.03.16 Sun
お、またこのキャンペーンをやるんですな（ﾟ◇ﾟ）

Kindle Paperwhite の WiFi 版を買うと、Kindle書籍に使える
1980円クーポンがもらえる＼(^o^)／

昨年末のキャンペーンにのっかって Kindle Paperwhite を買った私、
これはか〜な〜り、オススメできます！

バックライトではなくフロントライトなせいか、

e ink とやらの電子ペーパーなせいか、

目に優しいのがよろしいです。

どうせなら、クーポンがついてる時に買うとお得なので、

ぜひこの機会に！

Kindle Paperwhite（ニューモデル）

Amazon 2013-10-22

売り上げランキング : 2

Amazon by カエレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Kindle Paperwhite&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com


電子ブック 楽天Kobo電子ブックリーダーKobo Glo（
コボ グロー）★目に優しいフロントライト内...
価格：7,980円（税込、送料込）

まじめにオススメです。

やっぱKindle本がいちばん買いやすいですしね。

ついでに kobo glo もあると最強です(｀·ω·´)

・・・・・ってあたしがそうしてるってだけですが。

ともかく！Kindle Paperwhite を狙ってる方、今がチャンスです。

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088016%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000077%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088016%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000077%2F


Kindle 日替わりセール、3/17(月)は Wordpress の解説本

2014.03.17 Mon
今日のKindle 日替わりセール、Wordpress の本です。
Kindle版、599円也。

お、ちゃんと Kindle Paperwhite のキャンペーンが載ってますね(｀·ω·´)

でまぁ、うちのブログは JUGEM を使ってるんですけどね

レンタルサーバー、ロリポップ！を利用しているので、

Movable Type も Wordpress も「簡単インストール」できるんです。

Movable Type は過去に 2.661 だの 3.15 だの使ってたことがあります。
ロリポップ！サーバー吹っ飛ばし事件(T^T)でお亡くなりになりましたが。

で、Wordpress。

興味はあるんですけど・・・・・

インストールしてみたこともあるんですけど・・・・・

うまく使えずにいます。

JUGEM の方がラクだし(‾∇‾)
スマホ版やケータイ版も何も考えずに作ってくれるし(‾∇‾)

・・・・と、無精をしているのですが。



もし、カンタンに Wordpress が使えるのであれば。
解説書、読んでみようかな？と思わないではありません。

いちばんやさしい WordPress の教本 人気講師が教える本格Webサイトの作り方

石川栄和,大串肇,星野邦敏 インプレスジャパン 2013-10-25
売り上げランキング : 4431

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

ほんとに「やさしい」のでしょうか・・・・・

内容はどうやら新しそうな雰囲気なので、買っちゃおうかな〜

でも YOMiPO とかで忙しいからな〜

・・・・と、迷い中。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4844334832/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4844334832/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4844334832/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00GIDYA7M/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12468971%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104844334832.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


晴れた月曜日にはしごをする。

2014.03.17 Mon
今日はお天気がよかったので、ゆめシティまでお散歩してきました。

13時までの500円セット（スティックケーキ２本+お飲み物）を狙って
駆け込みで(‾∇‾)v スティックスイーツファクトリーへ。

ほんとはフォンダンショコラシュー+窯出しクッキーシューに
しようと思っていたのですが、今日はなかったので、

エクレールショコラ+いちごのミルフィーユにしました。

たぷたぷ

ここでは紙の本を読み、ついでに iPad mini やらなんやらで
電子書籍も読みました。

スティックスイーツファクトリーゆめシティ店の照明だと、

iPad mini は反射してちょっと読みにくい感じです。
Kindle Paperwhite や kobo glo （ライトオフ）は good。

そうそう、Kindle Paperwhite を ATerm MR03LN につなげましたよ。
WPS というのを使うと楽ちんでつながりました＼(^o^)／
kobo glo はそれが見当たらなくてうまくいきませんでした。



NECアクセステクニカ Aterm MR03LN 6B ( LTE モバイルルータ / microSIM ) PA-MR03LN6B

NECアクセステクニカ

売り上げランキング : 525

Amazon by カエレバ

Kindle Paperwhite（ニューモデル）

Amazon 2013-10-22

売り上げランキング : 2

Amazon by カエレバ

Kindle Paperwhite よみやす〜い。
（3/20までのキャンペーン中に買うのをオススメ(^_-)-☆）

で、しっかり本を読んだあと、auショップなど見まして
（キャッシュバック、昨日までのはずが今日もやってましたよ）

ついでに、貯まっていたスタンプ利用で、サンマルクカフェへ。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN PA-MR03LN6B&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Kindle Paperwhite&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1035


さすがにもう甘いものは食べられません（´｡｀)
お飲み物だけ、所望しました。カフェラテです。

紅茶はスティックスイーツファクトリーで飲んだし、

せっかく１杯ずつ入れてくれるなら珈琲系がいいかな、

と思って。

そうそう、wi2 300 の SSID が見当たりませんでしたよ。

で、ここでも電子書籍をがっつり読んだわけですが。

真上からの照明をちょっと避ければ、iPad mini も OK です。



がっつり YOMiPO の書籍を読ませていただきましたよ(｀·ω·´)

iPad mini で読みやすいかどうかは、照明の向きによるのかなぁ。
反射しますからね〜そのへんがね。

こないだから電子書籍の読み過ぎで（´｡｀)
iPad mini 非Retina じゃなくて iPad Air が欲しいところですが
画面が反射するかどうかというのは同じだろうなぁ。。。。。

もちろん Retina の方が読みやすいとは思いますが。

今日は私が読書してる間にお客様もけっこういらっしゃいました。

呼び水になったのだとうれしいのですが(〃'▽'〃)

甘いものの食べ過ぎに注意して、また行こうっと(｀·ω·´)v

甘い物は脳に悪い (幻冬舎新書)

笠井 奈津子 幻冬舎 2011-09-30 売り上げランキング : 177166

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

（自虐モード(T^T)）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4344982304/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4344982304/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4344982304/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B009CU145Y/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F11360848%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104344982304.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


ゆめシティの佐世保バーガーでもゆめかが使えるらしいよ

2014.03.17 Mon
さて今日はゆめシティの１階を散策したのですが

最新の、ゆめかが使えるお店一覧をもらいましたよ(｀·ω·´)v
3/20にはまた増えるそうです（お店の名前、忘れちゃった）

ミスタードーナツと、なんと佐世保バーガーもはいっています（ﾟ◇ﾟ）

それなら今度いつか食べに行ってあげないといけませんね。

ちなみにメニューはこんな感じ



う〜ん、けっこうするなぁ（´｡｀)
ボリュームがあるらしいので、コスパは悪くなさそうですが。

ついでにミスドも見てきますと、お得なセット売ってました。

ご家族で召し上がられてはいかがでしょうか。

イートインにも何組かお客様がいらっしゃいましたよ

新しいお店、流行ってくれるといいですね。



3/21(金)から無印良品週間！

2014.03.17 Mon
ゆめシティにも掲示があったし、

無印良品のアプリでもお知らせがありましたよ

3/21(金)から4/7(月)まで、無印良品メンバー限定10%オフ！

・・・・週間、じゃないじゃん（ﾟ◇ﾟ）

3/21に MUJI Passport にクーポンが来るそうなので、
いまのうちに入っておきましょう＼(^o^)／

MUJI passport
無料
(2014.03.17時点)

Ryohin Keikaku Co.,Ltd.
posted with ポチレバ

あと、ゆめシティには4/1のゆめタウンデー延期のお知らせも。

https://itunes.apple.com/jp/app/muji-passport/id631993791?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/muji-passport/id631993791?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/ryohin-keikaku-co.-ltd./id392893204?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


4/6(日)はまだ無印良品週間やってますね(｀·ω·´)

ついでですが、ゆめキッズの新曲発表イベントもあるそうです。

５人そろってるのが見られるのかな？楽しみですね。

・・・・というわけで3/21(金・祝)から無印良品週間〜
3/20のゆめタウンデーもお忘れなく(^_-)-☆



NHKラジオ英語講座2014年のお試し版がKindleで出てる！

2014.03.18 Tue
昨日だったか、まとめてお試し版が出ている、と聞いて、

NHKテキストのサイトでオンラインで全部見たのですが

なんとKindle版も出ているとのこと（ﾟ◇ﾟ）

NHK英語テキスト2014　まとめてお試し版 (NHKテキスト)[Kindle版]

NHK出版 NHK出版 2014-03-11 売り上げランキング :

Kindle by ヨメレバ

英語講座の４月号の最初の方が載っています。

ホンモノであることは、各テキストのデジタル版をすでに買った

わたくしが保証します(｀·ω·´)

# 12:57 訂正：テーマ曲の楽譜などは割愛されてます。
売り物のデジタル版には載ってます。

というわけで Kindle 版も英語の４月号が出ました。
（honto では3/14に出ていました。）

今日は東京で各国語のテキストが出る日ですが（下関は明日）、

honto のデジタル版は、フランス語はあるけどロシア語はまだです。

いま honto で買うとめったやたらにポイントがついてお得なので、
ちょっとオススメしちゃいましょう(^_-)-☆

とりあえず Kindle 版の無料の「お試し版」を手に入れることにします。
Kindle Paperwhite ではさすがに読みにくそうです。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IY3GNW4/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IY3GNW4/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IY3GNW4/joeshomepag-22/
http://yomereba.com
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+C164X


サブウェイ、価格＆メニュー改定のお知らせが出てるよ（値下げもある）

2014.03.18 Tue
サブウェイ、４月の消費税アップに伴い、価格改定があるようです。

→プレスリリース

なんとローストビーフは値下げ！前の値段に戻ります。

サブセットは500円税込みのまま据え置き。（事実上値下げ）
ドリンク類は200円→220円に。（回数券はどうなるん？）

ツナと、イベリコ豚の厚切りベーコンが終わるそうです（´｡｀)
（イベリコ豚の方はもう一度食べたいな〜）

ドリンクセットとスープセットもなくなるんですって。

http://www.subway.co.jp/press/year2014/news1537/


ドリンクポテトセット、スープポテトセット、はあるそうです。

ポテトまでがっつり食べられるかというと・・・・

ううむ

悩む・・・・（´｡｀)

ま、シーモールか小倉に行かないと食べられないけど。

３月中にいちど行っておこうかなぁ。。。。。。。。

あ、サブウェイクラブとローストビーフは、

3/27,28の２日間290円で売り出しですよ(^_-)-☆

それを狙うかな(‾∇‾)



YOMiPO の解約手続きをした（´｡｀)

2014.03.18 Tue
フォレスト出版の電子書籍が月1480円で読み放題！
という、YOMiPO ですが。

最初のひとつきで解約することにしました。

すでに退会手続きをすませました。

というのも

申し込んで数日で、30冊以上読んでしまい（ﾟ◇ﾟ）
ひとつきで、読みたいものは読み切れるメドがたったからです。

それと、iPad mini 非Retina で読むのはやはり
目が疲れるんですな（´｡｀)

iPad Air を買おうかとも思いましたが、踏みとどまってます。
（欲しいもの♪リストに iPad Air を載せてあるので(‾∇‾)
どなたか寄付してくださったら喜んで使わせていただきます(^_-)-☆）

どぁ〜〜〜〜〜っといちんち数冊ずつ読んでいたので、

これからはゆっくり読もうと思います。

Numbers '09 に書名などいろいろ入力して計算してみたら、
紙の本の値段で９万円超えてました（ﾟ◇ﾟ）

この分で iPad Air を・・・・・←しつこい

http://www.amazon.co.jp/registry/wishlist/2HQ71MBXGO71M


そんなわけで今回は一ヶ月で退会しますが、

90日以内に同じアカウントで登録したらいろいろ引き継げるそうですし
読みたくなったらまた登録しようかと思います。

ま、Retina 端末を買ってからでいいかも(‾∇‾)

・・・・しかしここ数日、吐きそうなくらい読みました（´｡｀)
目がちかちか・・・・・

ま、4/13まで読めますから、のんびりいきますわ〜。



http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/0ffeeefb.9802c6e7.0ffeeefa.45200421/


リピエのサンマルクカフェではSuicaが使えるようだよ

2014.03.18 Tue
JR西日本管内なので、正しくは「ICOCAが使える」のですが(‾∇‾)

Twitterで知ったのですが→該当ツイート
サンマルクカフェ リピエ店（でいいのかな？）では、
Suica でお支払いができるようです。

ちなみに、ゆめマート下関駅店でも Suica が使えますよ(｀·ω·´)

リピエの他のテナントでも使えるのかな〜どうなのかな〜

・・・と、まだ行ってないのがバレてしまいましたが(‾∇‾)
下関駅から九州方面に行くときは、Suica で電車に乗れますよ〜

おいでませ、下関。

# 19:40 またまた突撃取材してみました(〃'▽'〃)
ヴィドフランス下関店でも、鉄道系マネーは使えるそうです。

Edy はダメですって。

しまったなぁ、WiFi WIN 廃止して、モバイルSuicaもやめちゃった（´｡｀)

https://twitter.com/ICOCA_shopping/status/445477374830735360


ミスド、人気の10種100円セール、今日3/19(水)から3/25(火)まで

2014.03.19 Wed
こないだチラシをもらった、ミスタードーナツの100円セール。
夕べまではミスドのサイトに載っていなかったのですが、

今朝みたら、ありました(｀·ω·´)v

どど〜ん

ポン・デ・ダブルショコラがあるのがうれしいです(〃'▽'〃)

明日はゆめシティのポイント５倍だから、混むだろうな〜

うふふ

何回かにわけて10種類制覇しちゃおうかな(｀·ω·´)

# 11:41 追記：YouTube で、関門橋のふもとでのドーナツ体操が公開されてたよ！

ちょるる、異常に上手い（ﾟ◇ﾟ）



Kindle 日替わりセール、3/19(水)は評価経済社会 電子版プラス

2014.03.19 Wed
岡田斗司夫さんというとどうしてもダイエットのイメージがあるんですが(〃'▽'〃)
今日のKindle 日替わりセール、オカダノミクスの本、299円也。

評価経済社会・電子版プラス[Kindle版]

岡田斗司夫 FREEex 株式会社ロケット 2013-07-11
売り上げランキング : 3

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

プライムでオーナーライブラリの対象ということで、

来月になれば（今月はもう読んじゃった）タダで読めるのですが

Kindle版先行発売？え？

ということで、ポチってみました。

あれれ、2011年に紙版が出てるみたい？

評価経済社会　ぼくらは世界の変わり目に立ち会っている

岡田 斗司夫 ダイヤモンド社 2011-02-25
売り上げランキング : 80891

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

うん？？？

ど、どうなってるんだ？？？？？

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00DVN2VEQ/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00DVN2VEQ/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00DVN2VEQ/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4478015880/joeshomepag-22/
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4478015880/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4478015880/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4478015880/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00DVN2VEQ/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F7013832%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104478015880.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


ま、よくわからないけど、ゆっくり読んでみま〜す。

それより気になるのが、明日までのキャンペーン！

Kindle Paperwhite を買うと1980円のKindle本クーポンがもらえる。
これは実質8000円で Kindle Paperwhite が買えるということなので、
お得だと思います(｀·ω·´)

また延長されるといいな、と思ってるんですが

もしよかったらこの機会にどうぞ〜〜

読みやすいですよ。目が疲れなくていいです。

Kindle Paperwhite（ニューモデル）

Amazon 2013-10-22

売り上げランキング : 2

Amazon by カエレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Kindle Paperwhite&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com


時事ロシア語第3版がhontoで予約受付開始してる

2014.03.19 Wed
時事ロシア語、初版が2008年、第2版が2011年ときまして、
第3版が今年出る模様です。

時事ロシア語 第3版

加藤 栄一 東洋書店 2014-03
売り上げランキング : 283333

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

Amazon と楽天はまだ予約できませんが・・・・

honto、今ならポイント5%還元！

というのでちゃくっと予約してしまいました(｀·ω·´)

これで PDIC 辞書を充実させられるといいんですが、
Windowsを立ち上げるのがめんどくさくて（´｡｀)
サボりっぱなしです。

今年こそ、ロシア語のニュースが読めるようになりた〜い。

がんばろっと。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+HUSFL&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fpd-book_26115157.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4864591725/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4864591725/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4864591725/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12710170%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104864591725.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com




ミスドの100円セールにのっかってみたよ(‾∇‾)v

2014.03.19 Wed
そんなわけで、今日はミスタードーナツゆめシティ店へ。

100円セールが目的です(｀·ω·´)

あ、お写真撮るの忘れましたが(〃'▽'〃)

ポン・デ・ダブルショコラ、ボン・デ・黒糖、ハニーディップ、で

315円にしてまいりました(｀·ω·´)（ポイントがちゃんとつくように）

もちろん一人では食べませんよ、みんなでわけましたよ

で、それを買う前に、サンマルクにも行ってきました。

今日はアイスコーヒーです。

スティックスイーツファクトリーと迷ったのですが、

おかわりするほどは飲まないと思ったので・・・・

で、YOMiPO の電子書籍を2冊ほどが〜っと読んできました。

そうそう、今日は Wi2premium_club に入れましたよ。



日によるんですかね・・・・

ドーナツはおうちで食べました。

イートインにお飲み物を持ち込んでるっぽい人がいたけど、

ドリンクが提供されるまではいいのかな？

だったら食品館で何か買っていくのもアリかな？

今度行ったら聞いてみましょう(｀·ω·´)

でも、ミスドの珈琲、飲みたいよね。



iPad 4th を買うのもアリかなぁ？

2014.03.19 Wed
いやね、iPad Air が欲しいな、ってずっと思ってるんですが

iPad の廉価版が、iPad2 から、第4世代になったんですね。
→プレスリリース

Apple、もっとも手頃な9.7インチiPadをRetinaディスプレイモデルに更新。カメラ機
能の向上とパフォーマンスの強化で、価格は39,800円から

2014年3月18日、Apple®は本日、9.7インチiPadの低価格モデルである現行のiPad
2（Wi-Fiモデル：39,800円、Wi-Fi + Cellularモデル：53,800円）を、iPad® Retina®デ
ィスプレイモデルに更新することを発表しました。第4世代のiPadは、美しい9.7イン
チRetinaディスプレイ、Appleが設計したA6Xチップ、超高速なWi-Fi、1080p HDビデ
オの録画にも対応した5メガピクセルのiSight®カメラ、FaceTime® HDカメラ、世界各
国のLTEキャリアのサポート*といった機能を最長10時間ものバッテリー駆動時間で提
供します**。iPad RetinaディスプレイモデルにはiOS 7が標準搭載され、コントロール
センター、通知センター、向上したマルチタスキング、AirDrop®、より強化された写
真アプリケーション、Safari®、Siri®、iTunes Radio�***など、多数の素晴らしい特長
を備えています。

16GB というのがいまいちではありますが・・・・・
持ち歩かないのであれば、これもアリかなぁと。

うう、増税前に買っちゃうか？？？？

Retina はやっぱりきれいですからねぇ・・・・・（´｡｀)
う〜ん。

http://www.apple.com/jp/pr/library/2014/03/18Apple-Updates-Most-Affordable-9-7-inch-iPad-with-Retina-display-Improved-Cameras-Enhanced-Performance-Now-Available-Starting-at-399.html


「成功するネットショップ 集客と運営の教科書」が Amazon で発売開始

2014.03.19 Wed
明日発売と聞いております、成功するネットショップ 集客と運営の教科書
Amazon では「在庫あり」になってましたよ

成功する ネットショップ集客と運営の教科書

染谷 昌利,鈴木 珠世 SBクリエイティブ 2014-03-20
売り上げランキング : 15971

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

どど〜ん

honto と楽天ブックスでは、16:55 現在「予約可」「予約受付中」でした。

Kindle と kobo でも出るという話を小耳にはさみましたが、
これは〜

紙で買った方がいいと思います(｀·ω·´)

きれいだし。

紙の質がいいし。

一度読んだだけで終わりではなく、あちこち読み返したいし。

というわけで、ネットショップに興味のある方、

もしかしてこんなことやってみたいな、できるかな？と思う方、

オススメの本です(^_-)-☆

いちおう、明日3/20発売です。ぜひどうぞ。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4797373660/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4797373660/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4797373660/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12692696%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104797373660.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


Kindle fire HDX 7 が7000円オフセール中（ﾟ◇ﾟ）

2014.03.19 Wed
ちょっと奧さん、7000円オフですってよ（ﾟ◇ﾟ）

Kindle fire HDX 7 が、なぜか割引セール中です（ﾟ◇ﾟ）

どうしちゃったんでしょう。

何かあったんでしょうか。

個人的には Kindle Paperwhite の方が好きですが、
7000円オフのチャンスはそうそうないと思うので

興味のある方はこの機会にぜひ。

・・・・っていつまでやってるんでしょうね？

Kindle Paperwhite のクーポンがつくのはいちおう明日までです。

Kindle Paperwhite（ニューモデル）

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00DOQ6L9G/ref=famstripe_kfhx
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/


Amazon 2013-10-22

売り上げランキング : 2

Amazon by カエレバ

そういえば以前 Kindle版のこんな本を買ったんですが

Kindle Fire HD仕事便利帳—1台を使い倒す196の活用法[Kindle版]

鈴木 麻里子 SBクリエイティブ株式会社 2013-08-01
売り上げランキング : 2255

Amazon[書籍版] by ヨメレバ

Kindle fire HDX って、いろんなことができるんでしょうね(._.) φ メモメモ

カラーのタブレットがいいよ、という方はご検討下さい。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Kindle Paperwhite&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00E9LT24G/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00E9LT24G/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797373385/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


Kindle 日替わりセール、3/20(木)は「段取り力」

2014.03.20 Thu
今日の Kindle 日替わりセール、齋藤孝さんの「段取り力」です。

文庫になっているものは価格設定もお安く、199円也。

つい先日「15分あったら喫茶店に入りなさい」を kobo で買って
読みかけているところだったので、ちょっとびっくりしました。

え？

・・・・ポチってしまいました・・・・

斎藤一人さんと齋藤孝さんには弱いです(〃'▽'〃)

段取り力——「うまくいく人」はここがちがう (ちくま文庫)[Kindle版]

齋藤孝 筑摩書房 2013-08-02 売り上げランキング : 7236

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

Kindle Paperwhite のキャンペーン、いちおう今日までなので
お忘れなく(^_^)ノ""""

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00E5XAWJC/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00E5XAWJC/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00E5XAWJC/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4480422781/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


Kindle Paperwhite（ニューモデル）

Amazon 2013-10-22

売り上げランキング : 2

Amazon by カエレバ

Kindle fire HDX 7 が 7000円引きセールやってますから、
なんなら両方買われてもいいかもしれませんね(^_-)-☆

・・・・と、自分が Kindle Paperwhite にハマっているので
仲間を増やそうとしてみたり。

ともかく、朝起きたら齋藤孝ワールドに浸りたいと思います。

おやすみなさい(^_^)ノ""""

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Kindle Paperwhite&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com


ゆめシティ、2日連続ゆめタウンデー、3/23は専門店ハッピーデイ

2014.03.20 Thu
ゆめシティからのお知らせブログもいろいろ更新されてますが、

まずはチラシ情報から

今日明日の2日連続、ゆめタウンデー。
そして住まい・暮らしの品は10倍。
衣料品・くつ・バッグも10倍みたい。

増税前に、買い置きできるものはしておいた方がいいかな？

そして23日は専門店ハッピーデイ♪

・・・・22日の土曜日だけ、おみそですな（´｡｀)

# 8:54 追記：忘れてた。ゆめモバ会員は土曜日5倍なのでした。

で、広告の中で目についたのが



スティックスイーツファクトリーのいちごのタルト、レジにて230円＼(^o^)／
やったぁ＼(^o^)／

食べちゃお(｀·ω·´)v

21〜23日はゆめキッズのライブもあるみたいですよ〜

おいでませ、ゆめシティ(^_-)-☆



ウィングスポーツクラブ、紹介キャンペーン実施中

2014.03.20 Thu
今日はスポクラの日でした(｀·ω·´)v
（ちなみにレフコは定休日です。）

わがウィングスポーツクラブ、現在、ご紹介キャンペーンやってます。

入会金・事務手数料・月会費1ヶ月分が無料、
プロテインチケットが2枚もらえるそうですよ。
（ただし、6ヶ月の在籍が必要）

もしよかったら！わたしの紹介で(‾∇‾)v
3/31までに、入りませんか〜

・・・・は、いいとして。

今日行ったら、いきなり、回数券の特別販売やってました。

毎年、1/16からの1ヶ月と、7/16からの1ヶ月だったかな？
特別販売があるのですが、今回は増税前の駆け込み需要！

こないだ2/14までに買いそびれてしまったこともあり、
「うまいなぁ(〃'▽'〃)」といいながら、買ってまいりました。
（だってプレミアム会員なんだもん）

館内には新会費の掲示もありましたよ

http://wing.navitown.com/
http://www.twitter.com/kmnmao/


あ、小さすぎて読めませんね(‾∇‾)

プレミアム会員は3/31までの期間限定募集なので、載ってません。
計算できない子なので聞きにいってみましたところ、

税込みだと4月からは6458円になるんだそうでした。

ま、WiFi WIN を廃止して540円浮いてるから、いっか〜

そうそう、クリスマスにはサンタクロースになっていた、

ウィング名物のくまちゃんですが。

熊 吾朗（くま ごろう）



という、立派なお名前があるんだそうです（ﾟ◇ﾟ）

しらなかったよ、ごろーちゃん

今度からちゃんと挨拶するからね(^_^)ノ""""



サンマルクカフェでまったりくつろぐ。Wi2_club 上り爆速

2014.03.20 Thu
今日はゆめタウンデーなので、ポイント＆スタンプ5倍を狙って(‾∇‾)
サンマルクカフェゆめシティ店で遅いお昼をいただきましたよ

ナポリタンフランスだかなんだかにしようと思っていたのですが、

こいつもやみつきドッグも売り切れだったので、

えびグラタンのランチセットにいたしました。

遅い時間なので冷めてましたが、それでも美味です(｀·ω·´)
焼きたての時に食べてみたいなぁ（´｡｀)

さて今日は Wi2premium_club も Wi2_club も入れたのですが、
au ショップに近いところに座ったこともあり、
Wi2_club を選んでみました。



サンマルクカフェに入ってるのは Wi2premium_club で、
9月だか10月だかからはたぶん有料になっちゃうんですが、
Wi2_club に入れるなら安心です(｀·ω·´)

で、試しにスピードチェックしてみましたところ。

マジ？

上りの方が圧倒的に速かったのでびっくりしました。

サンマルクカフェの Wi2premium_club を狙うより、
auショップに近いところに座った方がいいかも〜



今度からそうしようと思います(｀·ω·´)

ついでですが、4/6(日)（ゆめタウンデーでもある）にはまた
献血車がゆめシティに来るようですよ。

健康な方、どうぞ御協力ください(^_-)-☆



OCN モバイル ONE 2014年4月から容量拡大＆値下げ

2014.03.20 Thu
す、すばらしい。

OCN モバイル ONE、2014年4月から、値下げです。
→コースと利用料金のご案内

現在、税込み980円のプランが、税抜き900円税込み972円になります。
増税してもほぼ据え置き、いや少し安くなっています（ﾟ◇ﾟ）

むむぅ、BIGLOBE LTE・3G 負けとるやん（´｡｀)

しかも、1日30MBだったのが、50MBになるとのこと。
これはかなり使いやすくなりますね。

個人的には、1日何メガ、より、月に1GBの方が使いやすいと思いますが。
（それは、私がコンスタントに外で使うわけではないからですが）

むむぅ、OCN モバイル ONE もオススメできますなぁ。。。。。。。

で、個人的にはモバイルルータで使うのがいちばん楽だと思うので、

やはりこの MR03LN をオススメしてしまうわけですが・・・・
（BIGLOBE LTE・3G でも OCN でもヨソでも端末はこれがいいと思う）

OCN のセット、やってます

【3/28以降出荷予定】AtermMR03LN クレードル付【OCN モバイル ONE マイクロSIMセット】

http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/charge/
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fgoosimseller%2Fmr03lncradle-simset%2F


NTTコムストア by goo SimSeller

Amazon by カエレバ

3/23 9:59 まではポイント10倍のようですよ（ﾟ◇ﾟ）

これはチャンスですな(‾∇‾)
一気にダイヤモンド会員になれちゃうかもしれません。

あ、そうそう、このページに赤で注意書きがありました。

2014年3月28日12：00（正午）以降のご注文に関しましては、4月1日以降の出荷とな
りますので、

消費税率を8％で表示させていただきます。
※開始時間は若干前後する可能性もございます。予めご了承ください。

また、それ以前にご注文いただいた商品に関しましても、4月1日以降の出荷となる場
合は、

消費税率8％とさせていただきますので、予めご了承ください。
特に端末＋SIMセット商品をお買い求めの方は出荷前のお電話確認が必要になる場合も
ございますので、

お早めにご注文ください。

というわけでお早めに注文なさるのがよいかと思います。

MR03LN はモバイルルータとして非常によいですよ(^_-)-☆

ほんと、買うなら「今でしょ！」って感じ。

もし、モバイルルータを使ってみよう！という方にはぜひオススメで〜す。

BIGLOBE もがんばれ〜（あと33円値下げできないかなぁ？(〃'▽'〃)）

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fgoosimseller%2Fmr03lncradle-simset%2F
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=AtermMR03LN&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com




http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+IAFPD


やっぱ YOMiPO は本が少ないかも（´｡｀)

2014.03.20 Thu
そんなわけで、こないだからフォレスト出版の電子書籍を

どひゃ〜〜〜〜〜〜〜〜〜っっっっっ

と、読みまくっています。

YOMiPO という、月1480円で読み放題！なサービスを利用しています。

こないだ書いたように、すでにひとつきで退会することを決めています。

・・・というのも

100冊じゃ、少ない（´｡｀)

熟読しているわけではないけど、すでに50冊以上読み終わりまして。
来月なかばまで読む権利があるので、読み返すのにも十分って感じ。

毎月、新しいのを１〜５冊増やしてくれる、という話だったのですが。

月5冊増えたくらいじゃ、少ないっっっっっっっ！！！！！！！

なので、数ヶ月あけて、だいぶ増えたころを見計らって、

もう一度ひとつき登録しようかな、と思っていたりします。

iPad mini では目が疲れるので流し読みですが、
もうしばらくしたら Retina の iPad が来るので(‾∇‾)v
何冊かはもう一度読み返そうと思います。

そんなわけでこんなものがすでに発送されていたり(‾∇‾)

目の疲れ具合など、研究してみようと思います(｀·ω·´)

http://yomipo.jp/


とりあえず今は、読み返す本を選んでいる感じです。

でもまぁ・・・・・

出版社が同じ本ばかり読んでると、偏りますな（´｡｀)

やっぱいろんな著者・いろんな出版社の本を読むことにしようっと。



今度は Kindle fire HDX 8.9 が5000円オフだって（ﾟ◇ﾟ）

2014.03.21 Fri
ど、どうしちゃったんでしょう Amazon さん
はんぱなくKindleを売り込んでいます（ﾟ◇ﾟ）

今度は、Kindle fire HDX 8.9 が5000円オフです（ﾟ◇ﾟ）
本日 3/21 23:59 までだそうで。

あ、Kindle Paperwhite で1980円クーポン、は終わってました(‾∇‾)v

Kindle Paperwhite（ニューモデル）

Amazon 2013-10-22

売り上げランキング : 1

Amazon by カエレバ

だいぶ売れたようですな、ランキング1位になってます

で、Kindle fire HDX 8.9 ですが。
フェイスブックなどもできるんですね(._.) φ メモメモ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Kindle Paperwhite&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com


いろんなことができ「ない」のが、Kindle Paperwhite のいいところなんですが
いろんなことができ「る」Kindle fire HDX って

どういう層に使ってほしいんだろう？？？？？？

息をのむほど美しい・・・・のか（ﾟ◇ﾟ）

8.9 インチのタブレットが欲しい方、今日がチャンスです(^_-)-☆
明日になったら・・・・何を売り出すんだろう。

う〜ん。



Kindle本、一部で30%ポイント還元セールやってるよ

2014.03.21 Fri
どういう基準でやってるんだかいまいち把握できてないのですが、

Kindle書籍の一部で30%ポイント還元をやっているようです。

・・・・ってイケダハヤトさんのブログで見たのですがたとえばこれ

なぜ僕は「炎上」を恐れないのか〜年５００万円稼ぐプロブロガーの仕事術〜 (光文社新書
)[Kindle版]

イケダ ハヤト 光文社 2014-02-28
売り上げランキング : 1944

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

Kindle 版735円で、220pt還元

kobo 版も735円でした。
kobo は全作品に対して何パーセントオフというクーポンをやっていて

今日は30%の期間なのでこっちでもよかったんですが

なんとなくKindleでポチってしまいました(‾∇‾)

・・・・・イケダハヤトさん、うまい（´｡｀)

探せばいろいろありそうなんですが、やはりポイント還元とか

何パーセントオフセールとか、お得に買える時を狙いたいですね

ポイントでこんなのもほぼ買えちゃいますが（ちょっと足りない）

徹底取材総集編　週刊文春が報じた「佐村河内守事件」【文春e-Books】[Kindle版]

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IKDBNY6/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IKDBNY6/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IKDBNY6/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4334037836/joeshomepag-22/
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00J2NFH0Y/joeshomepag-22/


神山典士＋『週刊文春』取材班 文藝春秋 2014-03-20
売り上げランキング : 144

Kindle by ヨメレバ

第1弾・第2弾は買って読んじゃったからなぁ（´｡｀)
まとめて買った方が安かったなぁ（´｡｀)

・・・・ま、この事件はもういいですわ・・・・・

ついでに、こないだから気になってたこいつも買ってしまいました。

炭水化物が人類を滅ぼす〜糖質制限からみた生命の科学〜 (光文社新書)[Kindle版]

夏井 睦 光文社 2013-11-15
売り上げランキング : 91

Kindle by ヨメレバ

830円で249pt還元。

甘いもの、食べ過ぎだからなぁ（´｡｀)
・・・自虐モード・・・・

というわけで、ええと Kindle fire HDX 8.9 が今日は5000円引き。
Kindle本は全部じゃなさそうだしいつまでだかわからないけど、
30%ポイント還元してるものがある。

というご報告でしたm(__)m

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00J2NFH0Y/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00J2NFH0Y/joeshomepag-22/
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00GI7BKNA/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00GI7BKNA/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00GI7BKNA/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


Kindleストア、角川書店ビッグセール50%オフ 3/27(木)まで

2014.03.21 Fri
Kindle いったいどうなっちゃってるんでしょう（ﾟ◇ﾟ）

今度は、角川書店ビッグセールですって。

50%オフ。3/27まで。

前の50%, 70% オフのとき相当売れたんですかね？
Kindle と kobo は消費税関係ないはずですが、
駆け込み需要？を狙っている？の？ですか？

う〜む

といいつつ、おもしろいのがないかな〜と探してみたり。

宇宙戦艦ヤマト2199 が１〜４巻ぜんぶ、各280円とか。

宇宙戦艦ヤマト２１９９(2) (角川コミックス・エース)[Kindle版]

むらかわ みちお KADOKAWA / 角川書店 2013-04-14
売り上げランキング : 

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

漫画が好きな方はけっこう買えるのあるかも〜

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00C7P0CIG/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00C7P0CIG/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00C7P0CIG/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/404120559X/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


さっき、kobo からも30%オフクーポンがいろいろ来たんですけど
・・・・なんでこんなに売り込んでるの？電子書籍

まぁ、お安く買えるのはありがたいですけれども・・・・・

なかなか漫画以外のがみつかりませんが、こんなのもあります

ダ・ヴィンチ・コード（中） (角川文庫)[Kindle版]

ダン・ブラウン,越前 敏弥 KADOKAWA / 角川書店 2013-10-18
売り上げランキング : 463

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

お友達に借りて、読み終わらずに返しちゃったんだよなぁこれ（´｡｀)

あ、kobo はいまポイント10倍とかやってるみたいです。

どんだけ電子書籍買わせたいんや〜〜（´｡｀)

少し、時間があるので、ゆっくり探して買いたいと思います。

（結局買うんかい！）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00FSAHHQW/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00FSAHHQW/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00FSAHHQW/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4042955045/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


サブウェイ小倉駅店、本日3/22(土)はサンドイッチ全品320円

2014.03.22 Sat
サブウェイ小倉駅店からメールが来ましたよ

本日3/22限定！サンドイッチ全品320円セール！
とのことです。

いいな〜行きたいなぁ（´｡｀)

そういえば先月、2/22にもやってたのですね〜
時々やるのかな？

あと、もうすぐサブウェイの日ですよ（これは全店）(｀·ω·´)

これも楽しみですね(｀·ω·´)

・・・・・ゆめシティにもサブウェイ戻ってこないかな〜（´｡｀)



今度は Kindle fire HD 7 が3000円オフ 3/30(日)まで

2014.03.22 Sat
ほんと Kindle どうなっちゃってるんでしょう、
今度は7インチのが3000円オフです。

3/30までだそうですから時間がありますね。

2000円違いで倍になるので、16GBの方がいいんじゃないかな〜

と、思いました。

Kindle Fire HD 7 8GB タブレット

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTV2Y3Y/joeshomepag-22/ref=nosim/


Amazon 2013-11-05

売り上げランキング : 228

Amazon by カエレバ

どうなんでしょう、見やすいんでしょうか

私が Kindle Paperwhite を気に入っているのは、
電子ペーパーなのと、フロントライトだから。

目に優しい気がするんですね。

Kindle fire なんちゃらは・・・・
Android のようで Google Play が使えない？ので、
タブレットとして持つのはどんなもんかな〜と思わないではありません。

まぁでも安いし。

角川書店ビッグセールもやってるし。

（これ、ビジネス系の本へのリンクで〜す）

魔女の宅急便　６巻セット (角川文庫)[Kindle版]

角野 栄子 KADOKAWA / 角川書店 2014-02-08
売り上げランキング : 48

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

こんなのも売り出しだし。

Kindle端末をもし買うなら、今がチャンスかもしれませんね〜
本気で売りにかかってますね、Amazon さん・・・・・

ま、個人的には Kindle Paperwhite 推しなんですけどね(^_-)-☆

Kindle Paperwhite（ニューモデル）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTV2Y3Y/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Kindle Fire HD 7%83%5E%83u%83%8C%83b%83g&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/s/?_encoding=UTF8&bbn=3078157051&camp=247&creative=7399&linkCode=ur2&pf_rd_i=3078157051&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_p=168372389&pf_rd_r=1HNKW1FPPRYPG8XBHWWK&pf_rd_s=merchandised-search-leftnav&pf_rd_t=101&rh=i%3Adigital-text%2Cn%3A2250738051%2Cn%3A!2275265051%2Cn%3A!2275277051%2Cn%3A3078157051%2Cn%3A2275256051%2Cn%3A2291905051&tag=joeshomepag-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IADVP3K/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IADVP3K/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IADVP3K/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4041011663/joeshomepag-22/
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/


Amazon 2013-10-22

売り上げランキング : 2

Amazon by カエレバ

また2位に戻ってる・・・・・
カラーじゃないのがいまいちなのかなぁ。

けっこう、いいんだけどな。

というわけで Kindle fire なんちゃらを狙ってる方、この機会にどうぞ。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Kindle Paperwhite&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com


セールにのって買ってしまったKindle本をさらしてみる。

2014.03.22 Sat
そんなわけで今日ポチってしまった本ですが。

「英語公用語」は何が問題か (角川oneテーマ21)

鳥飼　玖美子 角川書店(角川グループパブリッシング) 2010-11-10
売り上げランキング : 21120

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

これね、前から気になってたんですね

小学校英語の本も読んだ方がいいですかね

選び抜く力 (角川oneテーマ21)

伊藤 真 角川グループパブリッシング 2009-03-10
売り上げランキング : 82691

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

まこ塾の伊藤先生の本。

夢をかなえる勉強法、をずっと前に図書館で読んで、

去年の暮れだったかKindleで買ってあるんだけど

・・・・・積ん読になってますな（´｡｀)

まとめて買うと積ん読になることが多いのが難点ですな（´｡｀)

その点、YOMiPO は「ひとつきしか契約しない」作戦にでたので、
紙ベースで9万円分くらい、1480円で読むことになりました。

やはり、期限を決めて読むのが正解かもしれません。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4047102636/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4047102636/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4047102636/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B009GPMBMK/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F6810007%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104047102636.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4047101818/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4047101818/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4047101818/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IUAYA6W/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F6001609%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104047101818.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


とはいえ、買うのはセールの時の方がいいと思うので(^_-)-☆
角川書店ビッグセール（ビジネス・経済）とか、

わりと面白そうなのがありますよ〜

自分がハマっているので(‾∇‾)
仲間を増やそうとしておりますが

オススメです(^_-)-☆

Kindle Paperwhite（ニューモデル）

Amazon 2013-10-22

売り上げランキング : 3

Amazon by カエレバ

Kindle Fire HD 7 8GB タブレット

Amazon 2013-11-05

売り上げランキング : 94

Amazon by カエレバ

漫画はカラーの方がいいかもね。

http://www.amazon.co.jp/s/?_encoding=UTF8&bbn=3078157051&camp=247&creative=7399&linkCode=ur2&pf_rd_i=3078157051&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_p=168372389&pf_rd_r=1HNKW1FPPRYPG8XBHWWK&pf_rd_s=merchandised-search-leftnav&pf_rd_t=101&rh=i%3Adigital-text%2Cn%3A2250738051%2Cn%3A!2275265051%2Cn%3A!2275277051%2Cn%3A3078157051%2Cn%3A2275256051%2Cn%3A2291905051&tag=joeshomepag-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Kindle Paperwhite&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTV2Y3Y/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTV2Y3Y/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Kindle Fire HD 7%83%5E%83u%83%8C%83b%83g&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com


ゆめシティ専門店ハッピーデーにポイントの偵察をする。

2014.03.23 Sun
今日はゆめシティの専門店ハッピーデーです(｀·ω·´)
いろんなお店のポイント5倍がどうなるのか？
偵察に行ってまいりました。

まずはスティックスイーツファクトリー

今日まで（たぶん）イチゴのタルトが230円なんですな

イチゴのタルトは単品で

ショコラロールとミルクティーで400円セットにして

でも今日はポイント5倍ではありませんでした（´｡｀)

・・・・ざんねん

今のところ、ゆめタウンデーとゆめかの日は5倍のようですよ。

日曜日ということで、ケータイショップの売り込みが激しいのですが

ソフトバンクショップには、うさちゃんやパンダちゃんがいました



なにげにかわいいし(〃'▽'〃)

ついでに、サンマルクカフェにも行って、ブラック珈琲を所望しました。

そういえばホットのブラックを飲むのは久しぶりでしたが、

さすがエスプレッソの一杯だて、美味しかったです。

あ、ここではポイント5倍＆スタンプ5倍つきました＼(^o^)／

ミスタードーナツのポイントがどうなるか調べたかったのですが、

さっき甘いものを食べたし、お客様が何人もいらしたし、ということで

今日は買わずに帰ってきました〜



ついでなのでご近所に咲いてたお花のお写真も載せちゃおうっと

もう、春ですね。

川沿いのさくらも、もうすぐでしょう

楽しみですね(^_-)-☆



OCN モバイル ONE の新プランはなかなかいいかも。

2014.03.23 Sun
OCN モバイル ONE のプランが4月から新しくなることが
発表されましたが（→コースのご案内）

1日50MBコースだと最大1.5GB/月。(972円)
1日80MBコースだと最大2.4GB/月。(1490円)

ということで、かなりお得なのではないかと思えてきました。

わが BIGLOBE LTE・3G は 1GB/月で933円税別です。

OCN モバイル ONE で 1GB/月プランにするなら BIGLOBE LTE・3G の方がいいけど、
まいにちコンスタントに使うんだと、OCN がお得かも。

今日、ゆめシティでけっこうバカスカ使って50MBでしたから

うまく使えば1日50MBでおさまるのかもしれません・・・・

でもね〜、時々、100MB いっちゃうときもあるしねぇ（´｡｀)

http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/charge/
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42


ほんと、申し込む時はどれくらい使うかわからないから、

迷いますね（´｡｀)

私は BIGLOBE LTE・3G 推しなんですけど（乗り換える気はないけど）
OCN モバイル ONE もなかなかよろしいと思うので、

4月からを狙って、申し込まれてはいかがでしょうか〜

モバルタは便利ですよ〜。MR03LN は電池の持ちもいいですしね(^_-)-☆

NECアクセステクニカ Aterm MR03LN 6B ( LTE モバイルルータ / microSIM ) PA-MR03LN6B

NECアクセステクニカ

売り上げランキング : 347

Amazon
楽天市場 by カエレバ

【3/28以降出荷予定】AtermMR03LN クレードル付【OCN モバイル ONE マイクロSIMセット】

NTTコムストア by goo SimSeller

楽天市場 by カエレバ

ここ、またポイント10倍やってるし（ﾟ◇ﾟ）

モバルタにおでかけの通信を集約しちゃうと、楽ですよ〜

かなりオススメです(｀·ω·´)

うちは、iPad mini でフォトストリームを使わない作戦で、

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN PA-MR03LN6B&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FMR03LN%2520PA-MR03LN6B%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BJMMK+E68I7M+2IZU+ZQV5T
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fgoosimseller%2Fmr03lncradle-simset%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fgoosimseller%2Fmr03lncradle-simset%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FAtermMR03LN%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


かなり通信容量を減らせております(｀·ω·´)

ふふん(｀·ω·´)v



iPad 4th が来たよ〜

2014.03.23 Sun
いつの間に注文してたんでしょう(‾∇‾)

iPad 第4世代整備品 32GB ホワイトが届きました。

Apple store でフツーに売り始めた iPad 4th が iOS7 だと聞いていたので、
整備品もそうかと思ったら、iOS 6.1.3 でした。

したがって・・・・

すでに iOS 7.1 にしてある iPad mini からは復元できず、
iOS 5 の！初代 iPad から復元しています。

・・・・これなら最初から設定した方がよかったかも（´｡｀)

で、ちょこっと見ましたが

・・・・・美しい。

さすが、Retina であります。

手に持った時に重いといえば重いのですが、iPad Air を諦めた時点で、
「この iPad は原則として持ち歩かない」ことに決めていたので、
それは想定の範囲内です。

iPad 初代のときに買ってほったらかしにしてあったケースに



ちょうど入りました(｀·ω·´)v

なんかいろいろダウンロードしている途中なのであまり見られませんが

この画面の美しさだけで、よしとします(｀·ω·´)

それではまた報告しま〜す(^_^)ノ""""



iPad 初代って音がいいのかな？

2014.03.23 Sun
うちの iPad 初代整備品は、iPad 2 が発売されてだいぶたってから
「まだ売ってるよ」という話を聞いて買ったものです。

というのも、iPad 2 より iPad 初代の方が音がいいと聞いたので。

iOS 5 までしか使えないし、いろんなアプリは落ちるし、
もう手放しちゃおうか、と思わないではなかったのですが。

Dropbox に置いてある、ラジオ講座の mp3 を聞いたり、
iTunes で買った音楽を聴いたりするのには、

今日来た iPad 4th よりむしろ音がいい気がするんですね。

もちろん画面は第4世代の方が圧倒的にきれい！
動作もサクサク！

なので、iPad 初代は音声専用にしようかと思っています。

これならどっちゃり音声ファイルを入れても大丈夫そうです。

MacBook Air で聞くより、ファンの音がしない分、
iPad 初代の方がいい感じですしね。

うん、いろいろ使い分けができて楽しくなってきましたよ(｀·ω·´)

初代 iPad もまだまだ現役。がんばりま〜す。



iPad 4th と iPad mini に Bluetooth キーボードをつなげてみた。

2014.03.24 Mon
そんなわけで iPad 4th が来てふつかめです。
（まだ丸一日たってないけど）

iPad 初代から復元した関係で、キーボードは

日本語（かな）

ドイツ語

スペイン語

ロシア語

日本語（ローマ字）

と５つも入っていました。

スペイン語、いらないっしょ。ということで消しまして・・・・

iPad のでかいのでキーボード分割してフリック入力でもないでしょ、
ということで、日本語（かな）も消そうかと思っています。

で、手持ちの（というか Mac mini につなげていた）
Bluetooth キーボードをつなげてみました。

日本語が、ローマ字入力になります。

日本語（かな）はますますいらなくなりましたな。

親指シフトエディタは、本体だけなら使えるんですが

N+Note for NICOLA
600円
(2014.03.24時点)

Katsumi Kishikawa
posted with ポチレバ

Bluetooth キーボードをつなげると、orz 配列になっていたり
最下段がずれていたりして、まだ使えません（´｡｀)

https://itunes.apple.com/jp/app/n+note-for-nicola/id730256438?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/n+note-for-nicola/id730256438?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/katsumi-kishikawa/id290464598?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


改訂版、はやく出ないかな〜

岸川さん、よろしくお願いしますm(__)m

ついでに iPad mini にも Bluetooth キーボードをつなげてみたのですが。
これ、いいかもしれませんね、持ち運びように。

お外でブログを書きたい時は、キーボードだけ持って行けばいいかも！

どうせATOKじゃないんだし、親指シフトじゃなくても
ローマ字入力でがまんできるかも・・・・しれないし。

あ、Mac mini には USB のフルキーボードをつなげてあるので
Bluetooth の方は持ち歩いても大丈夫ですよ。

前から持っていたものが無駄にならずにすんでよかったです(｀·ω·´)

iPad 4th やっぱり重いんですけど、持ち歩きはたぶんしませんね（´｡｀)
両手で支えても、ずしっときますから・・・・

昨日は冷たくなかったけど、今朝起きて触ってみたら

ひやい(T^T)

カバーをつけるかどうか、迷い中です。

ブルーライトカットのフィルムは注文しましたよ〜

プライム会員なので今日中に届くはずです(｀·ω·´)

ELECOM iPad 2012 保護フィルム ブルーライトカット TB-A12FLBLG

エレコム 2012-06-09

売り上げランキング : 1515

Amazon
楽天市場 by カエレバ

これで目も疲れずにすむかな？

増税前に奮発した iPad 4th （整備品だけど）、活躍してくれそうです。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B008B4A61U/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B008B4A61U/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=TB-A12FLBLG&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FTB-A12FLBLG%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


kobo 日替わりセール、3/24(月)はダイエット本など

2014.03.24 Mon
kobo 日替わりセール、今日の2冊のうち1冊は

何度も挫折したあなたに贈る 人生最後のダイエット

小林一行 朝日新聞出版 2012-12-07
売り上げランキング : 57384

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

最後のダイエット！

Kindle版で950円のところ、kobo は今日だけ490円！
さらに、30%オフクーポンもあります。

楽しみながら長く続くダイエットの秘訣は、ずばり「ストレス」を減らし、自分を「

ゆるす」こと！ 面倒くさい運動や厳しい糖質制限をしなくても、自分をもてなし食事
を味わうだけで痩せられる成功率80％の究極で最後のダイエット法とは・・・・。

こないだこんなの買っちゃったんですけど、

気にしなくていいんでしょうか

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4022510323/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4022510323/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4022510323/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00BLETCXA/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12098071%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104022510323.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


炭水化物が人類を滅ぼす 糖質制限からみた生命の科学 (光文社新書)

夏井 睦 光文社 2013-10-17
売り上げランキング : 40

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

う〜ん

フェイスブックのお友達で、糖質制限でががっとやせた方がいらっしゃるので

けっこう「効く」んじゃないかと思ってるんですが・・・

ま、とりあえず、甘いものを食べる間隔をあけようと思います(‾∇‾)v
（説得力、ゼロ）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4334037666/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4334037666/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4334037666/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00GI7BKNA/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12497346%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104334037666.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


Photoshop 写真家向けプログラム月額980円 3/31まで

2014.03.24 Mon
前にもあった気がしますが、Photoshop のキャンペーンやってます。
→Photoshop 写真家向けプログラム

Photoshop CC と Lightroom 5 が、月980円で使えるんですって
あ、年間契約が必要のようですが

写真家向け、ということなので、あたしには使いこなせそうにありませんが

興味のある方、ぜひどうぞ

ここから行けるのかな？う〜ん

前は月1000円だったみたいですね

Photoshopと Lightroom が月1000円で使えるキャンペーン、2/28まで (2014/1/7 20:48)
Photoshopと Lightroom が月1000円で使えるキャンペーン、再延長!! (2013/12/9)

Photoshop って、あれでしょ、
ピザがビキニのおねぇさんに変わっちゃうやつでしょ、

すごいですよね

やっぱプロ向けなんでしょうね・・・・

https://creative.adobe.com/plans/offer/photoshop+lightroom
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=882387535
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=604
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=457


BIGLOBE LTE・3G も値下げするらしいよ

2014.03.24 Mon
33円下げたらいいのにな〜、といっていた、BIGLOBE LTE・3Gエントリープラン。

4月から、値下げだそうです。

お知らせメールより引用

2014年4月1日より、「BIGLOBE LTE・3G」エントリープランの月額利用料を、
以下の通り変更します。

　月額利用料

　【従来】733円(税別)/月 →【新】700円(税別)/月

※上記月額利用料のほかに、別途、ご利用の接続コースの料金

　（「ベーシック」コースの場合、200円(税別)/月など）がかかります。
※別途、ユニバーサルサービス料がかかります。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42


これで、4月からは税込み972円。よくやった BIGLOBE。
これからもついていくからね(^_-)-☆

よく使う方は、スタンダードプランもお得だと思いますよ〜

# 16:49 プレスリリースはこちらで〜す

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+ICD5D
http://www.biglobe.co.jp/pressroom/release/2014/03/140324-a


iPad 4th はスタンドを使うのが便利だね

2014.03.24 Mon
iPad 4th 用のブルーライトカットシートが届きました。
あまり上手に貼れませんでした(T^T)
なんかぼこぼこしてるし・・・・・

・・・・ま、いっか

で、第4世代の iPad は、やっぱり重いです。
手で支えていると、疲れます。

そこで

サンワダイレクト iPad・タブレットPCスタンド iPad Air iPad第4世代 iPad mini Retina 対応
100-MR037SV

サンワダイレクト

売り上げランキング : 10576

Amazon
楽天市場 by カエレバ

初代を買った時に調達してあった、スタンドが復活しました(｀·ω·´)v

初代にはカバーをつけてこのスタンドが使いにくくなって

ほったらかしにしてあったのですが

今回、手で支えるのが重いな〜と思っていたところにみつけて

なかなかいい感じになりました。

縦横どっちでも置けるのがいいです(｀·ω·´)

初代用に買ったケースもそのまま使えるし、

前に買ったものが無駄にならなくていい感じ。

さてブルーライトの方は、カットされてるんでしょうか

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B005FO3T54/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B005FO3T54/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR037SV&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FMR037SV%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


目の疲れがなくなるといいですね。

ELECOM iPad 2012 保護フィルム ブルーライトカット TB-A12FLBLG

エレコム 2012-06-09

売り上げランキング : 1709

Amazon
楽天市場 by カエレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B008B4A61U/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B008B4A61U/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=TB-A12FLBLG&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FTB-A12FLBLG%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


ホークスゆめか 2014年版が出るよ

2014.03.25 Tue
プロ野球、そろそろ始まるんですかね

ゆめシティのチラシをみておりましたら、

ホークスゆめかのご案内が！

今日からのようですね。店舗限定、ゆめシティも入ってます。

うちはくまモンのゆめかで満足しているので(‾∇‾)
今回は見送りですが

ホークスファンのあなた！

ぜひどうぞ。

・・・・でもイズミって広島なのに、なんでホークスなんでしょうね。

# 10:00 追記：今月もゆめかチャージキャンペーンやってますな



ゆめかの日、ミスドもポイント5倍だよ

2014.03.25 Tue
さて今日はスポクラの後でゆめシティにお昼を食べに行きましたよ

めずらしくレストラン街で！

浜田屋さんの、チキンカツランチにしました〜。

ゆめかで払えたもんね(｀·ω·´)

キャベツとご飯とお味噌汁のおかわり自由、という、

とんかつ屋さんによくあるパターンだったので

キャベツをおかわりしました(〃'▽'〃)

・・・・お、おなかいっぱい・・・・（´｡｀)

食後の珈琲は、浜田屋さんで飲めば100円だったのですが、
サンマルクに移動しました。



今日もブラック珈琲です。やっぱおいしいね。

で、kobo でこんな本を読んでました。

15分あれば喫茶店に入りなさい。

齋藤 孝 幻冬舎 2010-09
売り上げランキング : 66034

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

カフェでカフェの本を読む。

また楽しからずや。

サンマルクカフェでは Wi2premium_club も Wi2_club も飛んでいて
Wi2_club に入れたので、Dropbox に置いてある録音を聞いてみました。

こんなかわいい絵が出てくるようになってるのですね

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4344018664/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4344018664/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4344018664/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00ISQNECY/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F6746070%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104344018664.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


ラジカセ・・・・今の若い子は知らないかも・・・・・

ジュエルセブンさんでは真珠フェアをやっているようで

あ、28日には特招会があるらしく



ホークスのゆめかも売り込み中

・・・・で、タイトルに書いた、ミスドですが(‾∇‾)
今日最終日の、10種100円セールにのっかってきました。
持ち帰りで、切り分けて家族でちょこっとずつ食べました。

ポイント、5倍つきましたよ＼(^o^)／

いよいよ来週から増税ですが、ゆめカードの値引き券、

イズミ直営の売り場で「500円税抜き」でひいてくれるのか？
興味津々であります。



しっかりポイントを貯めて、研究しなくっちゃ(｀·ω·´)

ああ、おなかいっぱい・・・・・



radiko.jp プレミアム（エリアフリー聴取）4/1(火)から

2014.03.25 Tue
お、これは朗報。

ネットでラジオが聴ける、radiko.jp ですが。
2014/4/1(火)より、月額350円（税別）で、全国のラジオが聴ける
radiko.jpプレミアム　が始まるそうです。

→プレスリリース（pdf）

ちょこっと抜粋させていただきましょう。

山口県では、放送大学とラジオNIKKEIしか聞けませんでしたから、
福岡県のラジオが聞けるようになるだけでも使いでがあるかも。

PCウェブサイトとスマホアプリで聞けるそうなのですが、
iPad 初代に入れている iOS アプリで聞けるのか？
そこが最大の関心事であります。

うちの iPad 初代はラジオマシンとして活躍の場を得たので、
もしこれでちゃんと radiko プレミアムが聞けるのであれば

契約したいと思います(｀·ω·´)

これで東京のラジオも福岡のラジオも聞ける、かも！

楽しみです。

http://radiko.jp/
http://radiko.jp/newsrelease/pdf/20140325_001_pressrelease.pdf


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+IAFPD


サブウェイ、「新価値宣言」が出たよ

2014.03.25 Tue
はい、プレスリリース出ました→『新価値宣言』スタート

画像を借りてきますと

とのことで

ともかく、サブウェイクラブとローストビーフが、490円に！
昨年末の値上げで510円になってましたが

売れなかったんですかね(‾∇‾)

500円で買えるか、10円出るか、心理的に壁がありますものね。

ドリンクは値上げするものが多いようですが、リニューアル。

http://www.subway.co.jp/press/year2014/news1538/


お茶だけ、というのもアリかもしれませんね。

ま、ゆめシティ店は閉店してしまいましたけれども(T^T)
シーモールか小倉駅に行ってこようかな〜

サブウェイ、行きたいなぁ・・・・



下関大丸、九州うまかもん大会に桂花とくまモンが来るらしい

2014.03.26 Wed
ななんと、大丸で桂花ラーメンが食べられる？

今日から下関大丸で九州うまかもん大会があるそうですが、

本日3/26はくまモン登場

・・・え、会いたい・・・・・

そして、イートインコーナーでは。

桂花！！！！！！！！

たーろーめん！！！！！！

うう、行きたい・・・・・

http://shimonoseki.daimaru.co.jp/shop/event/umakamon1403.html


そう、東京にいたころは新宿の桂花に時々行ってたんですよね

たーろーめんキャベツ大盛り、か、

らーじゃんめん+キャベ皿。
（どんだけキャベツ好きやねん！）

ううううう、行きたい、たーろー食べたい

3/31までだそうです。



ゆめシティ、3/28(金)からスーパー特別ご招待会

2014.03.26 Wed
ゆめシティからお知らせが来ました〜

明後日、3/28(金)はスーパー特別招待会でポイント10倍のお店が！
あら、サンマルクカフェも入ってるんですが

スタンプも10倍だったら神（5倍でも十分ですが）

29〜31日も5倍になるお店がいろいろあるようです。

スティックスイーツファクトリーは純生ロールやチーズケーキがお安く

むふ(‾∇‾)

いろいろありすぎて、よく読まないとわかんな〜い。

といっても私のところには封筒は届かなかったので、

（しかもゆめモバ会員でもない）

どれが該当してどれが該当しないのかわかりませんが

ゆめタウン全員・全力のトライ！



だそうなので、皆さん行ってあげてね。



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+IAFPD


日本の Amazon Kindle ストアでも洋書が買えるんだね

2014.03.26 Wed
いまごろ知ったのかよ、ってそうなんですが(‾∇‾)

日本の Amazon でも、洋書が買えるんですね。
著作権が切れてる古い本だと、無料のもたくさん。

たとえばこれ

Also sprach Zarathustra[Kindle版]

Friedrich Wilhelm Nietzsche 2011-03-16 売り上げランキング :

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

今を去ること、ン年、大学2年の前期に読まされました。
（全文じゃないですよもちろん）

翻訳を見ても、よくわかりませんでした・・・・・

Nein, nein, dreimal nein.

しか覚えてないや・・・・・

ロシア語の本は1冊だけだったので、読めないけど入手しましたよ

Сила ежедневных миссионеров (Power of Everyday Missionaries - Russian) Что и как в
проповедовании Евангелия.[Kindle版]

Clayton M. (Клейтон М. Кристенсен) Christensen Deseret Book 2013-12-05 売り
上げランキング :

Kindle by ヨメレバ

ふ〜む、こういう各国語の本も読めるようになりたいな〜

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B004SIZ0LE/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B004SIZ0LE/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004OL2GQC/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Also sprach Zarathustra&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&tag=joeshomepag-22
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00H4IHCV6/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00H4IHCV6/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00H4IHCV6/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


フランス語はこれが基本ですよね(｀·ω·´)

Le Petit Prince: la meilleure vente de l'histoire des enfants (illustré)[Kindle版]

Antoine de Saint-Exupéry Petra Books 2012-06-06
売り上げランキング : 

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

いちおう Mac と iPod touch 片方は amazon.com を登録してるんですが
無料の洋書、アメリカの方が手に入りやすいですかね？

ま、今は日本語の本を読むので手一杯ですが。

もうすぐラジオ講座の新年度も始まるし、楽しみがまた増えました。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B0089PCS9Y/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B0089PCS9Y/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0091JZJBG/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4945048045/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


kobo 日替わりセール、3/27(木)もダイエット関連？

2014.03.27 Thu
今日（から明日の9:59）の kobo 日替わりセール、
思わずポチってしまったのがこれ

ダイエットに成功する人が会社を活性化できるワケ (扶桑社新書)

橋場 剛 扶桑社 2010-06-01 売り上げランキング : 433315

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

タイトルがいいでしょ(‾∇‾)

もう一冊の、カーネル・サンダースも気になるところですが・・・・

カーネル・サンダースの教え 人生は何度でも勝負できる!

中野 明 朝日新聞出版 2012-09-07 売り上げランキング : 151273

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

ああ、ポチってしまった・・・・

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fkobo.rakuten.co.jp%2Fevent%2Fcamp-higawari%2F%3Fscid%3Daf_link_urltxt&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4594062180/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4594062180/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4594062180/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0096NYRI8/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F6500011%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104594062180.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4023311200/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4023311200/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4023311200/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00AQCE3EQ/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F11840940%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104023311200.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


電子ブック 楽天Kobo電子ブックリーダーKobo Glo（
コボ グロー）★目に優しいフロントライト内...
価格：7,980円（税込、送料込）

kobo は時々 Kindle よりだいぶ安いことがあるので、
お買い得な時をみつけて買ってます。

楽天ポイントが使えるのもいいよね(｀·ω·´)v

kobo glo は、ページおくりが時々意図したのと逆になるのですが（´｡｀)
それ以外は、見やすいし気に入っております。

iPad 4th で読むより目に優しいのではないかと思います。

さて、読みますかね(｀·ω·´)

ダイエットと会社の活性化、って、どんな関係があるんでしょうね。

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088016%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000077%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088016%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000077%2F


ゆめシティの特招会、ご案内メールが来たよ

2014.03.27 Thu
明日3/28(金)の特招会のことを書いた、ゆめシティ mail news が来ました。

ほほ〜、全館ポイント5倍になるのですね(._.) φ メモメモ

で、ポイント10倍のお店の一覧ページもあります。

3/28〜31の4日間連続10倍
3/28はポイント10倍、3/29〜31は5倍
3/28だけポイント10倍
3/28〜31の4日間連続5倍

といった種類があるようです(._.) φ メモメモ

サンマルクカフェと寿司めいじんは3/28のみ10倍！
寿司めいじん（回転寿司105円のお店）はけっこう混みそうですね。

セールの一部を紹介したページもありますよ

それと、スティックスイーツファクトリーは焼き菓子100円セール！
プライズショコラ（チョコレートケーキみたいなの）が580円→400円
というのにちょっと惹かれております。

だいぶお安いんですもの(‾∇‾)
一度試してみるならこの機会に！って感じ。

http://youme-event.info/city/tokusyokai0328_1.htm
http://youme-event.info/city/tokusyokai0328_2.htm
http://mobile.yumecity.jp/shop_detail.php?sid=293?


春休みでもあるし、混むかな〜、ゆめシティ

サンマルクで和風デニブラン食べてきたいんだけどな(‾∇‾)
カロリーもお値段も高いので、ポイント10倍とかじゃないと
食べる度胸がないのであります(｀·ω·´)

というわけで、増税前にがんばるゆめシティをどうぞよろしくm(__)m



時事ロシア語第3版、増税前に発送されました＼(^o^)／

2014.03.27 Thu
こないだ予約受付中だった、時事ロシア語第3版。

時事ロシア語 第3版

加藤 栄一 東洋書店 2014-03 売り上げランキング : 283333

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

昨日だったかな？発送されました＼(^o^)／

メール便なので早くても明日、たぶん明後日くらいに届くと思いますが

増税前に出荷されてよかったです。

honto だと、3/31までに「出荷」したら消費税5%だそうなので
ギリで間に合ってよかった〜

興味のある方、ぜひどうぞ。

時事フランス語も去年の後半に新版が出たのですね(._.) φ メモメモ

時事フランス語

嶋崎 正樹 東洋書店 2013-10

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+HUSFL&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fpd-book_26115157.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4864591725/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4864591725/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4864591725/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12710170%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104864591725.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4864591407/joeshomepag-22/


売り上げランキング : 183191

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

こういうの、好きなんですよ(｀·ω·´)

フランス語も買っちゃおうかな・・・・

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4864591407/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4864591407/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12486406%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104864591407.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


JR西日本のキヨスクがセブンイレブンになるんだって

2014.03.27 Thu
JR西日本のプレスリリース、出ました〜

JR西日本グループとセブン-イレブン・ジャパンの駅店舗事業における業務提携について

西日本旅客鉄道株式会社エリア内（1,222駅）における既存の駅店舗（約500店舗）を
提携店舗へリニューアルするとともに、今後の駅店舗計画地においては提携店舗にて

新規出店していきます。

で、なんとそのトップバッターとして！

2014年6月上旬の5店舗の提携店舗の開業を皮切りに、おおむね5年間で既存の駅店舗（
約500店舗）を提携店舗へリニューアルしていきます。

　◇当面のスケジュール

　2014年6月上旬
　京都駅2店舗、岡山駅、下関駅、博多駅　の提携店舗を開業予定

下関駅が！

そういえば、駅ビルのコンビニ、「ハートイン」っていうんでしたっけね。

JR西日本のページのスクリーンショットによれば、
お店はこんなイメージになるみたいです。

http://www.westjr.co.jp/press/article/2014/03/page_5440.html
http://www.ripie.jp/shops/index?shop_id=24


なんとなく下関駅のイメージにあいそう(｀·ω·´)

新下関にも来ますかね？

綾羅木は・・・・だめかな？(‾∇‾)

6月が楽しみです。

トランク型カバー (スマホケース iPhone5/5S 専用) ピンク リラックマ モバイル用品

サンエックス株式会社

売り上げランキング : 9808

Amazon by カエレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00GYS1XE4/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00GYS1XE4/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=iPhone5%2F5S&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com


特別招待会のゆめシティに、Bluetooth キーボードを持ってきた。

2014.03.28 Fri
今日は桜が咲き始めていましたよ

特別招待会のゆめシティに来ています。

ポイント10倍の、サンマルクで、ちょっと贅沢をしてみました。

コーヒーのLを頼んで、和風デニブランを待ちます。

できた！！！！！



前に作っていただいたおねぇさんがいなかったので

ちょっと不安でしたが、今日も美味しそうです。

うまうま

で、口の中が甘いので、アイスブラックも所望しました。

ポイントは10倍、メンバーズカードのスタンプは5倍でしたよ。

今日は、Bluetooth キーボードも持ってきました。



以前、高専の説明会だかなんだかでもらった袋が

持ち運びにぴったり！

ローマ字入力はあまり得意ではありませんが、

まぁラクに打てています。

親指シフトじゃなくても我慢できるかな？

iPad mini の Safari で書いてるんですが、これでフツーにアップできれば、
お外でブログを書くのもアリですね。

うふふ。



kobo 日替わりセール、次回更新は4/2(水)だって

2014.03.28 Fri
増税にからんでいろいろあるんですなぁ

平日10時更新の kobo 日替わりセール、今日は更新なしで
次は4/2(水)だそうです。

kobo って消費税関係あったっけ？

といいつつ今日は、あちこちで評判になっている、神田昌典さんの本

成功のための未来予報

神田昌典 きずな出版 2014-03-24 売り上げランキング : 21

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

こいつを買っちゃおうかな？と思ったらなんと

Kindle版が出ていたので（こないだ見た時はまだなかった）

ポチりました(‾∇‾)v

消費税、関係あるんだかないんだかわかりませんが・・・・

ついでにこれも

一生お金に困らない「華僑」の思考法則

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fkobo.rakuten.co.jp%2Fevent%2Fcamp-higawari%2F%3Fscid%3Daf_link_urltxt&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4907072147/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4907072147/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4907072147/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00J4E8RPI/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12709526%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104907072147.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4534051271/joeshomepag-22/


大城 太 日本実業出版社 2013-10-31 売り上げランキング : 3429

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

ま、とりあえず買うべきものは買ったぞ、と。

あとはしっかり読むことにいたしましょう(｀·ω·´)v

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4534051271/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4534051271/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IWNS748/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12492838%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104534051271.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/0ffeeefb.9802c6e7.0ffeeefa.45200421/


ミスド、Waff 発売記念ふわもち！セール4/1(火)から

2014.03.28 Fri
さて今日はいろいろお買い物をしてミスドにも寄ったのですが

先日発売された、ふわふわの Waff など買ってまいりまして

チラシ（クーポンつき）もいただきました(｀·ω·´)

waff 発売記念　ふわもち！セール 4/1(火)〜4/7(月)
10種類が100円になります。

それと、4/1に新しいスイーツ、クロワッサンドーナツとやらが新発売。

ゆめシティ店は山の田ショップの出店なので、

新製品があるかどうかは定かではありませんが・・・・

とりあえず、ワッフは3種類とも今日あったので(｀·ω·´)
お試しになってはいかがでしょうか。

ここんとこドーナツは買って帰っておうちの珈琲と食すのですが

それも悪くないですね

イートインのドリンクは、まだかなぁ・・・・



大辞林のビッグローブ版が出た 今なら1500円

2014.03.28 Fri
BIGLOBE のプレスリリース
BIGLOBEが『大辞林』iPhone・iPad向けアプリを提供開始
〜263,000語を超える大型辞典『スーパー大辞林3.0』を完全収録〜

BIGLOBEは、辞書アプリ「大辞林」をiPhone・iPad向けに提供開始いたします。三省
堂刊行「大辞林」書籍の価格は8,190円（税込）（注１）に対して、本アプリは期間限
定の発売記念セールとして1,500円（税込）で提供いたします。なお、Android版は既
に提供しており、GooglePlay(TM)、Amazon Android アプリストアでも発売記念セー
ルを実施中です。

え、大辞林って持ってなかったっけ？？？

iPod touch を買ったばかりのころに入れたような？

大辞林

2,500円
(2014.03.28時点)

物書堂
posted with ポチレバ

うちにあるのは、物書堂さんの方でした。

今見たら、4/1から2600円になるそうです。（消費税の関係）

BIGLOBE で今回出たのはこちら

大辞林｜ビッグローブ辞書

1,500円
(2014.03.28時点)

NEC BIGLOBE Ltd.
posted with ポチレバ

今ならキャンペーン価格で1500円！(4/27まで)
キャンペーン後は2600円だそうです。

http://www.biglobe.co.jp/pressroom/info/2014/03/140328-1
https://itunes.apple.com/jp/app/da-ci-lin/id299029654?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/da-ci-lin/id299029654?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/wu-shu-tang/id284350529?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
https://itunes.apple.com/jp/app/da-ci-lin-biggurobu-ci-shu/id823471294?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/da-ci-lin-biggurobu-ci-shu/id823471294?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/nec-biglobe-ltd./id334378782?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


使い勝手はどう違うのかわかりませんが・・・・

まぁ同じ辞書をふたつ持っててもしょうがないので、

私はダウンロードしませんけれども

物書堂さんの方をまだ持ってない方は、今なら BIGLOBE 版がお得かも。

パソコンやスマホばかり使っていると漢字を忘れがちですから、

国語辞典はひとつはあった方がいいと思いますよ(^_-)-☆

オススメです。



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+IAFPD


TESLA の Wiki が消えた(T^T)

2014.03.29 Sat
親指シフトを Mac で使うのに重宝している TESLA ですが。
掲載されていた Wiki が、消えてしまいました。

・・・ど、どうして？(T^T)

で、今から Mavericks で使いたい方は、こちら
→「OS X 10.9 Mavericksで親指シフトのTESLAを使う」tokoton studio さま

の最後に追記がありまして、そこからダウンロードできます。

FBでお願いしたら快く引き受けてくださって、感謝しております。

わたしもさっそくダウンロードいたしまして、

バックアップをとっておくことにしました。

（Mac mini と MacBook Pro は Lion のままなので）

というわけで Wiki がなくなって困ったよ〜、なTESLA難民の方、
現状では tokoton studio さまのページからダウンロードできます。
ただし、野良ビルドがさらに派生したものなので、

自己責任でお願いいたしますm(__)m

NECアクセステクニカ Aterm MR03LN 6B ( LTE モバイルルータ / microSIM ) PA-MR03LN6B

NECアクセステクニカ

売り上げランキング : 333

Amazon
楽天市場 by カエレバ

http://tokoton-studio.tumblr.com/post/65073190580/os-x-10-9-mavericks-tesla
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN PA-MR03LN6B&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FMR03LN%2520PA-MR03LN6B%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


NHKテキスト Kindle 版ポイント70%還元中 3/30(日)まで

2014.03.29 Sat
Amazon からのメールで知ったのですが、
NHKテキストポイント70%還元というのをやっています（ﾟ◇ﾟ）

もともと、Kindle 版は消費税分？安いのですが
（よそが350円のところ、Kindle 版は333円）

ＮＨＫラジオ ラジオ英会話 2014年 4月号 ［雑誌］ (NHKテキスト)[Kindle版]

NHK出版 日本放送協会 ＮＨＫ出版 2014-03-14 売り上げランキング : 50

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

333円のところ、233円ポイント還元ですって（ﾟ◇ﾟ）

実質100円じゃん（ﾟ◇ﾟ）

私は honto のポイント還元ばんばんある時に買っちゃったので
もう買うものがないのですが(‾∇‾)

明後日から新年度、始めてみようかな、と思っている方

http://www.amazon.co.jp/gp/feature.html/?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&docId=3077743866&linkCode=ur2&tag=joeshomepag-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFI91O/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFI91O/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFI91O/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%82m%82g%82j%83%89%83W%83I %83%89%83W%83I%89p%89%EF%98b 2014%94N 4%8C%8E%8D%86 %81m%8EG%8E%8F%81n %28NHK%83e%83L%83X%83g%29&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&tag=joeshomepag-22
http://yomereba.com


4月号をお安くお求めになる最後のチャンスです！

私といっしょに語学講座三昧しませんか(^_^)ノ""""

# 16:54 追記：試しに基礎英語３を買ってみました（これだけ持ってなかった）

ＮＨＫラジオ 基礎英語３ 2014年 4月号 ［雑誌］ (NHKテキスト)[Kindle版]

NHK出版 日本放送協会 ＮＨＫ出版 2014-03-14
売り上げランキング : 145

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

Kindle Paperwhite で読むのは小さすぎました(T^T)
タブレット端末で読まれることをオススメいたします。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFI784/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFI784/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFI784/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%82m%82g%82j%83%89%83W%83I %8A%EE%91b%89p%8C%EA%82R 2014%94N 4%8C%8E%8D%86 %81m%8EG%8E%8F%81n %28NHK%83e%83L%83X%83g%29&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&tag=joeshomepag-22
http://yomereba.com


三省堂国語辞典第7版 iOS アプリ、今なら900円

2014.03.29 Sat
昨日、大辞林のことを知ったのですが

→大辞林のビッグローブ版が出た 今なら1500円 (3/28 14:07)

三省堂国語辞典第7版のアプリも出ているよ、というのを
教えていただきました。

三省堂国語辞典 第七版 公式アプリ
900円
(2014.03.29時点)

NEC BIGLOBE Ltd.
posted with ポチレバ

今なら900円！！！

これも発売記念で、4/14までの売り出しのようです。
まぁその後も1700円なのでそんなにお高くはないのですが。

思わずポチってしまいました(‾∇‾)v

長く使えるものですから、もしよろしければぜひ。

そういやこんなのも買っちゃってました。

新明解国語辞典 第七版 公式アプリ
1,000円
(2014.03.29時点)

NEC BIGLOBE Ltd.
posted with ポチレバ

いろいろあるのね(._.) φ メモメモ

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1086
https://itunes.apple.com/jp/app/san-sheng-tang-guo-yu-ci-dian/id821306606?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/san-sheng-tang-guo-yu-ci-dian/id821306606?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/nec-biglobe-ltd./id334378782?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
https://itunes.apple.com/jp/app/xin-ming-jie-guo-yu-ci-dian/id603990498?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/xin-ming-jie-guo-yu-ci-dian/id603990498?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/nec-biglobe-ltd./id334378782?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


春は勉学の季節です(｀·ω·´)v



ゆめシティ、明日3/30(日)はお客様感謝デー

2014.03.29 Sat
ゆめシティ mail news が来ました。
明日、3/30(日)はお客様感謝デーなんですって。

むむ、これはサンマルクカフェも5倍なんでしょうか。
そろそろ、カルディでコーヒー豆を買っておいた方がいいかしら。

以前いつだったか、スティックスイーツファクトリーでは

お客様感謝デーの5倍はなかったなぁ・・・・・

3/31まで5倍とか10倍とかやっているショップの一覧は、
こないだと同じくここです。

→http://youme-event.info/city/tokusyokai0328_1.htm

まだ特招会の続きなんですね(._.) φ メモメモ

さぁて、明日はゆめシティに行かなくちゃ〜

混むでしょうね(‾∇‾)

http://youme-event.info/city/tokusyokai0328_1.htm


お客様感謝デーのゆめシティでくつろぐ。

2014.03.30 Sun
お客様感謝デーのゆめシティにやってまいりました。

小雨が降っていましたが、桜も咲いてましたよ

さて今日は全館ポイント5倍なのですが、
一部専門店ではつきません。

そして、スティックスイーツファクトリーも例外なのでした。

なので、貯っていたスタンプを利用して、500円セット。

お気に入りの、ショコラロールとエクレールショコラに、

ミルクティー。



ぷくぷく。

で、Bluetooth キーボードを持って来たので、
iPad mini でブログを書いているところです。

増税前最後の日曜日、お買い物を楽しみましょう〜〜〜



うっかりLTEをたくさん使っちゃったの巻

2014.03.30 Sun
はい、河岸を変えてサンマルクにやってきました。

実は、こないだブログを外で書いたあと、iPad mini を
機内モードにしてたんです。

で、昨日だったか、国語辞典のアプリを買いましたでしょ。

さっき書いたとき、それが自動的にダウンロードされてしまい(T_T)

知らない間にたくさん使ってしまいました。

まぁ、今月は明日までですから、1GBはいかないと思いますが、
3日で360MBの制限にかからないか、ちょっと心配。

# 12:53 追記：きゃぁぁぁ



焦りつつも、サンマルクではブラックコーヒーなど飲んでおります。

スタンプが貯まってるので、「ご利用になりますか？」と聞かれましたが、

今日は5倍つくので、貯めておきました。

サンマルクの高いテーブルだと、キーボードが打ちやすいです。

お勉強するにもよさそうです。

あ、でも

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+IAFPD


長時間は、ダメですけどね〜

サンマルクカフェゆめシティ店は、コーヒーのSサイズがないのが
ちょっと残念です。Lはありますよ。

さてさて、読書もしなくては。

ローマ字入力もだいぶ慣れたけど、やっぱちょっと疲れます。

# 12:34 追記：サンマルクのかけこみ袋、明日まで売ってます(^_-)-☆



増税前の買い出しに行ってきたよ

2014.03.30 Sun
午前中お茶をして、一度帰ってきたのですが、せっかくだから

着るものなどを買っておこう、ということでもう一度ゆめシティへ。

2000円以上で100円引きのゆめモバクーポンとか
クレジット払いで10%引きになるクーポンとか
2点以上で何%引きとか
ケータイにきたクーポンとか

いろいろ駆使しまして(∇)v

しかも今日は衣料品はポイント10倍だったりしまして(ω´)v

がっつり、ポイントももらってきました。

で、疲れたので、サンマルクにも行ってきました。

クリームパンと迷ったのですが、いちごデニッシュ。

2時にならないと出てこないんですね、菓子パン類。

あと、食品館にも寄ってみますと



去年はゆめマート下関駅にしかなかったはずの、

くまモンのポッキーが (^o^)

お顔が違う3種類買ってきましたよ。

今日は甘いものをだいぶ食べてるので、明日以降にしま〜す。

近いからいいけど、お買い物って疲れますね´)

# 16:34 追記このギリギリ感がたまらない◇



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+IAFPD


iPad 4th が来て1週間。

2014.03.30 Sun
iPad 第4世代整備品が届いて1週間になりました。

新しくできるようになったことは特にないので、

もはやあたりまえのように毎日使っております。

もちろん本体は重いのですが、スタンドを持っていたので、

縦置きにしたり横置きにしたり、気分次第で使ってます。

いまは YOMiPO の電子書籍を読むことが多いのですが、
文字をおっっっっきくして読むのがお気に入りです。

懸案だった iPad 初代整備品の処遇も、
ラジオ代わりに使うということで決着がつきましたし

第4世代より初代の方が音がいい
初代より第4世代の方が画面がきれい

ということで、家の中で使い分けができています。

持ち歩くのはちょっと重いので（´｡｀)
これは iPad mini の出番。
Bluetooth のキーボードを持って行けばブログも書けます。

iPad 4th にブルーライトカットのフィルタをつけているとはいえ、
やはり Kindle Paperwhite や kobo glo の電子ペーパーは
目に優しくて読みやすい。



ダイソーのコップ袋に入れるのがお気に入りです(‾∇‾)v

NHKラジオ講座のテキストなどは、タブレットがいい。

読むものによって端末をかえる、という贅沢な環境になりました。

満足度、高いです。

iPad Air の方が軽くていいんですが、どうせ持ち歩かないし、
お値段が2万ほど違うので、その分を本代にしたいし

iPad 4th 16GB の新品に数百円足しただけで32GBになったし

欲を言えば、あと数千円奮発して64GBにすればよかったかな、
と思わないではありませんが

ま、電子書籍はクラウドに置いておけるから削除してもいいし

うまく使っていきたいと思います(｀·ω·´)

iPad くん、うちに来てくれてありがとう。

↓このスタンド、愛用中。重さを感じずにすんで便利です。

サンワダイレクト iPad・タブレットPCスタンド iPad Air iPad第4世代 iPad mini Retina 対応

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B005FO3T54/joeshomepag-22/ref=nosim/


100-MR037SV

サンワダイレクト

売り上げランキング : 21274

Amazon
楽天市場 by カエレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B005FO3T54/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR037SV&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FMR037SV%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


ラジオ講座の新年度が始まった〜

2014.03.31 Mon
明日からの消費税増税でわさわさしているさなかですが

NHKラジオ語学講座は今日から新年度となりました。

今月号はがっつり買っていることもありまして

朝から録音して聞いているのですが

なかなか、楽しいです(｀·ω·´)

ゲーテの通訳コースで、コワくてこわくてたまらなかった、

中山純先生

ＮＨＫラジオ まいにちドイツ語 2014年 4月号 ［雑誌］ (NHKテキスト)[Kindle版]

NHK出版 日本放送協会 ＮＨＫ出版 2014-03-18 売り上げランキング : 318

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

入門編、教えるのうまい〜〜〜〜

フランス語はテキストなしでいこうと思ってたんですが

ＮＨＫラジオ まいにちフランス語 2014年 4月号 ［雑誌］ (NHKテキスト)[Kindle版]

NHK出版 日本放送協会 ＮＨＫ出版 2014-03-18 売り上げランキング : 139

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

4月号だけは入手してありまして

毎年この時期はわくわくします。

そうそう、ビジネス英語が 9:15 から始まりますよ。
これも楽しみですね(｀·ω·´)

ＮＨＫラジオ 実践ビジネス英語 2014年 4月号 ［雑誌］ (NHKテキスト)[Kindle版]

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IZAV14G/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IZAV14G/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IZAV14G/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%82m%82g%82j%83%89%83W%83I %82%DC%82%A2%82%C9%82%BF%83h%83C%83c%8C%EA  2014%94N 4%8C%8E%8D%86 %81m%8EG%8E%8F%81n %28NHK%83e%83L%83X%83g%29&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&tag=joeshomepag-22
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IZAV146/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IZAV146/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IZAV146/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%82m%82g%82j%83%89%83W%83I %82%DC%82%A2%82%C9%82%BF%83t%83%89%83%93%83X%8C%EA  2014%94N 4%8C%8E%8D%86 %81m%8EG%8E%8F%81n %28NHK%83e%83L%83X%83g%29&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&tag=joeshomepag-22
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFIE2I/joeshomepag-22/


NHK出版 日本放送協会 ＮＨＫ出版 2014-03-14
売り上げランキング : 4

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFIE2I/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFIE2I/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%82m%82g%82j%83%89%83W%83I %8E%C0%91H%83r%83W%83l%83X%89p%8C%EA 2014%94N 4%8C%8E%8D%86 %81m%8EG%8E%8F%81n %28NHK%83e%83L%83X%83g%29&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&tag=joeshomepag-22
http://yomereba.com


Kindle 日替わりセール、3/31(月)は耳の痛い本(T^T)

2014.03.31 Mon
さて今日の Kindle 日替わりセール、ちょっと耳が痛い本です

なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉強しないのか?

辻 太一朗 東洋経済新報社 2013-03-29
売り上げランキング : 135064

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

どひゃ〜

学生時代を振り返ると・・・・・何も申せません(T^T)

書籍版1575円のところ、Kindle版は本日499円。

念のために kobo で検索してみますと、1200円でした。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4492223304/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4492223304/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4492223304/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CLM79MM/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12254222%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104492223304.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


さ〜て、読むべきかどうか、迷っています。

耳の痛いこと、書いていそうな気がするんだよなぁ（´｡｀)



増税前日のゆめシティで取材？してきたよ

2014.03.31 Mon

いよいよ明日から消費税が8%に上がりますね
今日は5%最終日ということで、ゆめシティで取材？してきましたよ

さくらも昨日より咲いています。

まずはスティックスイーツファクトリー

500円セットが580円、400円セットが440円って言ってたかな？
だいぶお高くなるようなので(T^T)
食べ納めの500円セットを食べてまいりました。

これを機会にダイエットしましょうかね（´｡｀)←説得力ゼロ



ホットのミルクティー単品は320円になるとか
う〜むビミョー（´｡｀)

で、ミスタードーナツはお値段は聞きませんでしたが

明日からの新製品、ゆめシティショップでも取り扱い予定だそうですよ

楽しみですね(｀·ω·´)

そしてサンマルクカフェにお値段を聞きに行きましたところ

ブレンドコーヒーはなんと据え置きの250円！
ただし、ブラック240円はなくなるらしいです。
紅茶は330円だったかな？
今日の夜に値札を貼り替えるそうですよ、大変ですね（´｡｀)

で、ブラックがなくなるということで記念に飲んできました。



スタンプカードはそのまま使えるんでしょうかね、聞かなかったけど

（けっこう貯まっているのだ(｀·ω·´)）

さらにカルディにも聞きに行きましたところ

マイルドカルディ430円は、5%→8%のお値段になるそうです。
自分で計算したら442円なんですが、あってるかな？

そういえば去年の4/11にオープンだった気がするのですが、
今年のその時期に、1周年セールがあるそうですよ(^_-)-☆

明日はゆめシティ11時開店です。

というわけで、いいとも最終回を見るために帰ってきました〜(^_^)ノ""""



時事ロシア語第3版、やっと届いた

2014.03.31 Mon
3/25に出荷されたはずの、時事ロシア語第3版ですが。

さきほど、やっと届きました。

いや〜、メール便とはいえ、ずいぶん長くかかりましたなぁ（´｡｀)
増税前で、お荷物が多いんでしょうかね？

で、時事ロシア語は初版・第2版・第3版と全部買っているのですが。
これまでは青と黒の2色刷だったのが、今度は緑とになりました。
雰囲気がちょっとかわりましたね。

おや、QRLiSMA ってなんか面白そうなのが始まってますよ
スマホで聞けるんですって、これも聞けるのかしら

とりあえずアクセスしてみたら、だいぶ前に買ってある

「一冊目のロシア語」の音声が聞けましたよ

「現代ロシア語文法」の音声、準備中ですって。



これは楽しみです(｀·ω·´)

なかなかいいサービスですね

東洋書店、がんばれ〜＼(^o^)／

時事ロシア語 第3版

加藤 栄一 東洋書店 2014-03 売り上げランキング : 283333

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

今日中に出荷されれば消費税5%です(^_-)-☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+HUSFL&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fpd-book_26115157.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4864591725/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4864591725/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4864591725/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12710170%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104864591725.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


2014年3月の目次。

2014.03.31 Mon
そんなわけで2013年度も今日で終わりです。
ラジオ講座はすでに2014年度ですが(‾∇‾)

今月はこんなこと書きました。

消費税が上がっても、このブログをよろしくお願いしますm(__)m

時事ロシア語第3版、やっと届いた (3/31 12:35)
増税前日のゆめシティで取材？してきたよ (3/31 12:09)
Kindle 日替わりセール、3/31(月)は耳の痛い本(T^T) (3/31 8:58)
ラジオ講座の新年度が始まった〜 (3/31 8:50)
iPad 4th が来て1週間。 (3/30 20:36)
増税前の買い出しに行ってきたよ (3/30 15:51)
うっかりLTEをたくさん使っちゃったの巻 (3/30 11:26)
お客様感謝デーのゆめシティでくつろぐ。 (3/30 10:48)
ゆめシティ、明日3/30(日)はお客様感謝デー (3/29 16:38)
三省堂国語辞典第7版 iOS アプリ、今なら900円 (3/29 11:59)
NHKテキスト Kindle 版ポイント70%還元中 3/30(日)まで (3/29 11:50)
TESLA の Wiki が消えた(T^T) (3:29 8:19)
大辞林のビッグローブ版が出た 今なら1500円 (3/28 14:07)
ミスド、Waff 発売記念ふわもち！セール4/1(火)から (3/28 13:14)
kobo 日替わりセール、次回更新は4/2(水)だって (3/28 12:17)
特別招待会のゆめシティに、Bluetooth キーボードを持ってきた。 (3/28 11:04)
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特別招待会のゆめシティに、Bluetooth キーボードを持ってきた。 (3/28 11:04)
JR西日本のキヨスクがセブンイレブンになるんだって (3/27 19:26)
時事ロシア語第3版、増税前に発送されました＼(^o^)／ (3/27 19:09)
ゆめシティの特招会、ご案内メールが来たよ (3/27 18:03)
kobo 日替わりセール、3/27(木)もダイエット関連？ (3/27 13:12)
日本の Amazon Kindle ストアでも洋書が買えるんだね (3/26 20:34)
ゆめシティ、3/28(金)からスーパー特別ご招待会 (3/26 17:40)
下関大丸、九州うまかもん大会に桂花とくまモンが来るらしい (3/26 9:17)
サブウェイ、「新価値宣言」が出たよ (3/25 20:47)
radiko.jp プレミアム（フリーエリア聴取）4/1(火)から (3/25 17:15)
ゆめかの日、ミスドもポイント5倍だよ (3/25 15:14)
ホークスゆめか 2014年版が出るよ (3/25 8:28)
iPad 4th はスタンドを使うのが便利だね (3/24 19:44)
BIGLOBE LTE・3G も値下げするらしいよ (3/24 16:13)
Photoshop 写真家向けプログラム月額980円 3/31まで (3/24 10:30)
kobo 日替わりセール、3/24(月)はダイエット本など (3/24 10:12)
iPad 4th と iPad mini に Bluetooth キーボードをつなげてみた。 (3/24 9:52)
iPad 初代って音がいいのかな？ (3/23 21:55)
iPad 4th が来たよ〜 (3/23 17:02)
OCN モバイル ONE の新プランはなかなかいいかも。 (3/23 13:25)
ゆめシティ専門店ハッピーデーにポイントの偵察をする。 (3/23 12:09)
セールにのって買ってしまったKindle本をさらしてみる。 (3/22 19:33)
今度は Kindle fire HD 7 が3000円オフ 3/30(日)まで (3/22 12:13)
サブウェイ小倉駅店、本日3/22(土)はサンドイッチ全品320円 (3/22 11:05)
Kindleストア、角川書店ビッグセール50%オフ 3/27(木)まで (3/21 19:58)
Kindle本、一部で30%ポイント還元セールやってるよ (3/21 12:44)
今度は Kindle fire HDX 8.9 が5000円オフだって（ﾟ◇ﾟ） (3/21 8:48)
やっぱ YOMiPO は本が少ないかも（´｡｀) (3/20 20:49)
OCN モバイル ONE 2014年4月から容量拡大＆値下げ (3/20 15:32)
サンマルクカフェでまったりくつろぐ。Wi2_club 上り爆速 (3/20 15:12)
ウィングスポーツクラブ、紹介キャンペーン実施中 (3/20 14:46)
ゆめシティ、2日連続ゆめタウンデー、3/23は専門店ハッピーデイ (3/20 5:55)
Kindle 日替わりセール、3/20(木)は「段取り力」 (3/20 0:54)
Kindle fire HDX 7 が7000円オフセール中（ﾟ◇ﾟ） (3/19 18:21)
「成功するネットショップ 集客と運営の教科書」が Amazon で発売開始 (3:19 17:02)
iPad 4th を買うのもアリかなぁ？ (3/19 16:01)
ミスドの100円セールにのっかってみたよ(‾∇‾)v (3/19 15:21)
時事ロシア語第3版がhontoで予約受付開始してる (3/19 13:19)
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Kindle 日替わりセール、3/19(水)は評価経済社会 電子版プラス (3/19 11:55)
ミスド、人気の10種100円セール、今日3/19(水)から3/25(火)まで (3/19 8:47)
リピエのサンマルクカフェではSuicaが使えるようだよ (3/18 18:02)
YOMiPO の解約手続きをした（´｡｀) (3/18 16:06)
サブウェイ、価格＆メニュー改定のお知らせが出てるよ（値下げもある） (3/18 13:34)
NHKラジオ英語講座2014年のお試し版がKindleで出てる！ (3/18 12:35)
3/21(金)から無印良品週間！ (3/17 17:51)
ゆめシティの佐世保バーガーでもゆめかが使えるらしいよ (3/17 16:16)
晴れた月曜日にはしごをする。 (3/17 15:37)
Kindle 日替わりセール、3/17(月)は Wordpress の解説本 (3/17 0:52)
Kindle Paperwhite を買うと1,980円のクーポン！3/20(木)まで (3/16 17:49)
リピエのポイントカードの申込＆ポイント照会がネットでできるよ (3/16 13:24)
下関駅ビル・リピエ、本日3/16(日)グランドオープン＼(^o^)／ (3/16 9:09)
「成功するネットショップ 集客と運営の教科書」を眺めている。 (3/15 19:47)
電子書籍(フォレスト出版)読み放題 YOMiPO にハマる。 (3/15 13:49)
「成功するネットショップ集客と運営の教科書」が来たよ！ (3/15 9:57)
スタバ、4月から商品価格表示を税抜に (3/15 9:19)
カルディ、3/15(土)〜18(火) 5%オフセール！ (3/15 8:35)
ミスド、3/19(水)〜3/25(火)も10種100円セールやるみたいだよ (3/14 20:33)
第29回維新・海峡ウォーク4/13(日)開催 参加申込受付中 (3/14 18:59)
佐世保バーガー下関店オープン！ミスドは山の田ショップの支店？ (3/14 13:28)
ゆれた〜 (3/14 2:21)
NHKラジオ英語講座、2014年4月号のデジタル版も発売されてる〜 (3/14 0:15)
wi2 プレミアムお試し9月末で終了、新規受付は3月末まで (3/13 21:41)
月1480円でフォレスト出版の電子書籍読み放題 YOMiPO に登録してみた。 (3/13 18:12)
レフコゆめモール下関店、祝日スケジュールが出てたよ (3/13 14:19)
楽天でんわ、30分未満の国内通話無料体験キャンペーン、3/23(日) (3/13 13:38)
リラックマ野菜ぬいぐるみ、明日3/14(金)からローソン限定発売 (3/13 13:18)
3月13日は「サンドイッチの日」なんだそうです。 (3/13 12:58)
kobo 日替わりセール、3/13(木)は1分間バフェット (3/13 12:52)
無印良品は４月からも値上げしないんだね。 (3/13 12:41)
ゆめシティの佐世保バーガー本日オープン、そして4/1は11時開店 (3/13 8:28)
iTunes in the Cloud ってやつを使えばダウンロードせず聞けるのかな。 (3/12 20:50)
らじる★らじる、2014年度も続くようだよ (3/12 19:57)
やっと Mac mini でも Evernote が使えるぞ〜 (3/12 18:09)
OS X 10.7 Lion でも楽しいスクリーンセーバーがあるのね (3/12 17:49)
iTunes で買った楽曲をダウンロードせずに聴いてみた。 (3/12 14:37)
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iOS 7.1 で、LTE SIM の挙動が変わったらしいよ (3/12 8:34)
サンマルクカフェでかけこみ福袋やってるよ (3/11 15:12)
ゆめシティに佐世保バーガーのお店ができるらしいよ (3/11 14:46)
iOS 7.1 が来たよ (3/11 8:22)
Windows パソコンを増税前に買っちゃうか悩む。 (3/10 16:56)
リピエのヴィドフランス、エコバッグプレゼントはプレオープンから (3/10 13:50)
OCN光モバイル割新登場 (3/10 13:05)
電子書籍はいいタイミングで買うとかなりお得だね (3/9 22:06)
下関駅ビル・リピエのホームページが新しくなってるよ (3/9 11:35)
Kindle 日替わりセール、3/9(日)は逆説の日本史 (3/9 11:06)
2014年度から気象通報は16時台だけになる模様 (3/8 19:43)
kobo glo でページ送りが逆になる感じがすることがあったので (3/8 19:21)
リピエのポイントカードが来たよ〜 (3/8 15:02)
ダイソーの子供用コップ袋が Kindle Paperwhite 入れにいい感じ (3/8 13:04)
下関市内、2014年8月末までに docomo 112.5Mbpsのエリア拡大 (3/8 12:14)
ミスタードーナツゆめシティ店、本日堂々オープン！ (3/8 11:38)
熊本市電のでんでんニモカ、運用開始は2014/3/28(金) (3/8 9:33)
3月のゆめじんに一割引券はないけど、ゆめシティは今日も5倍 (3/8 9:00)
また月表示のカレンダーアプリを入れてみた。明後日まで100円。 (3/7 19:32)
ミスタードーナツゆめシティ店でもゆめかが使えそうだよ (3/7 15:35)
ヨドバシカメラで BIGLOBE LTE・3G のSIMパッケージ販売開始 (3/7 14:43)
今日の Google は、ハッピー国際女性デー (3/7 14:32)
IIJ、音声通話機能付きSIMカード（みおふぉん）の提供を開始 (3/7 13:04)
マックフライドポテト全サイズ150円、3/7(金)〜3/20(木) (3/7 8:41)
ディスカヴァー21のサイトが新しくなったよ！ (3/6 18:03)
ゆめシティ、3/9(日)はお客様感謝デー、ポイント5倍 (3/6 16:26)
ディスカヴァー21のメンテ、少し延びてるみたい (3/6 14:37)
2014/4/1(火)のゆめタウンデーは4/6(日)に変更 (3/6 12:03)
サブウェイの日3/27(木),28(金) ローストビーフとサブウェイクラブ290円 (3/6 11:16)
ミスタードーナツゆめシティ店、3/8(土)オープン (3/6 8:58)
iPod touch で .kepub.epub の過去ログを読んでみた。 (3/5 20:09)
ディスカヴァー21のサイトがシステムメンテ中。3/6(木)13時リニューアル (3/5 18:11)
ミスド、ポン・デ・センバツ＆春の感謝セール（15種100円） (3/5 12:07)
Kindle 日替わりセール、3/5(水)は「超思考」 (3/5 0:50)
九州新幹線、さくらラッピング列車運行中 (3/4 18:53)
海響マラソン2014、一部値上げ (3/4 16:44)
Kindle と kobo でダブって買った電子書籍があった(T^T) (3/4 16:11)
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ASAHIネット LTE が2014年4月から安くなるそうだ (3/4 13:04)
吉田初三郎さんって知ってる？ (3/4 12:33)
Kindle 日替わりセール、3/4(火)は世界史の本 (3/4 8:29)
過去ログ電子書籍版を作り直してみた。 (3/3 18:01)
ATerm MR03LN の表示カラーを変えたよ！ (3/3 12:51)
BIGLOBE LTE の案内ページが税別表記に変わった。 (3/3 11:31)
NHK語学のサイト、一部サービス年度末で終了 (3/3 10:02)
今日の Google は、ひな祭り (3/3 9:21)
小学館独和大辞典のアプリは iOS6 以降だった。 (3/2 19:36)
くまモンがカウントダウンしてくれるアプリが出たよ (3/2 18:18)
バッテリーセーバー、2014年2月の記録 (3/2 16:35)
kobo glo で epub を読む時は拡張子を .kepub.epub にする。 (3/2 15:06)
三省堂エースクラウン英和辞典アプリ、発売特価1000円 (3/2 9:10)
小学館独和大辞典（２版）アプリ、3月に入って5800円に (3/1 20:01)
リピエのホームページがちょこっと変わっていた。 (3/1 19:46)
くものまど。過去ログ電子書籍版を作ってみたよ (3/1 17:39)
ゆめマート下関は今週末3/1,2もポイント5倍 (3/1 14:52)
カルディ、増税前のまとめ買いセール始まる (3/1 14:30)
Kindle 月替わりセール、今月は？ (3/1 14:16)
あまちゃん紅白特別編がNHKオンデマンドで見られるよ (3/1 13:37)
フィットネスクラブレフコゆめモール下関店、グランドオープン (3/1 11:23)
ディスカヴァー21のリニューアルがさらに延期されたようだ (3/1 11:04)
パイ返しがとどいた＼(^o^)／ (3/1 10:58)
ゆめシティ、2014年3月のポイント５倍デーは (3/1 0:35)
2014年1〜2月の検索文字列とか。 (3/1 0:29)
Kindle 日替わりセール、3/1(土)は「原因」と「結果」の法則 (3/1 0:07)
ディスカヴァー21のリニューアルが少し延期されたようだ (3/1 0:00)
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ゆめシティ、今日は11時開店。4月のポイント5倍デーは？

2014.04.01 Tue
そんなわけでゆめシティは今日11時開店です。

お値段の表示が変わるそうですな(._.) φ メモメモ

こりゃ、大規模な変更なので、食品館だけでも時間かかりそう〜

そんなこんなで、今日のゆめタウンデーは今度の日曜に延期です。

ゆめかチャージのキャンペーンなんてのもあるらしい

（今日じゃないよ）



で、気になる値引き券の利用ですが、イズミ直営売り場にて

税抜き500円で使えるのは、どうやら変わりないようです。

さらにレプシィムさん情報で、今月の5倍デー

全館か、専門店だけか、わかりませんが、まぁ目安として。

そんなわけでゆめシティもわさわさしそうですが



がんばってほしいですね(｀·ω·´)v



2014年3月のLTE使用量は632MBですんだんだけど

2014.04.01 Tue
先月の BIGLOBE LTE・3G 使用量は、632MB でした。

まぁまぁ、といえばいえるんですが・・・・・

問題は！

3/30に調子に乗って使っちゃった（予期せぬダウンロードなどがあった）
せいで(T^T)

明日の12時くらいまで、あと10MBしか余裕がないんですな(T^T)

初の速度制限を体験することになるかもしれません。

3日間360MBの制限を超えた場合は、ボリュームチャージもきかないし。

ああ・・・・

今日はおとなしくしていた方がいいかしら。

ゆめシティ、行きたいんだけどな（´｡｀)

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I7V42
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+IAFPD


BIGLOBE LTE・3G、今日からちょびっと値下げです。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+HX5B5


NHKラジオ講座ストリーミングのページがちょっと変わった

2014.04.01 Tue
昨日の月曜日、例によって MacCaptureStream で
ストリーミングの mp3 ファイルをダウンロードしようとしたら

先週のではなく、先々週のファイルがダウンロードされました。

げげっ

と思ったら、なんでも URL がちょこっと変わったらしい・・・・

というわけでさっそく @jakago さんが対応版を出してくださいました。
→CaptureStream のページ

Mac だけでなく Windows 版などももちろんあります。
Windows の人の方がおおいみたいですね(._.) φ メモメモ

それと、ラジオ講座のテキスト、今日から値上がりです。

紙版は5%→8%になる感じ。420円→432円です。
Kindle版は消費税関係ないのか？変わってませんでしたが、
honto のデジタル版は、350→360円になっていました。

http://sourceforge.jp/projects/capturestream/releases/


NHK ラジオ アンコール まいにちロシア語 2014年4~9月 (語学シリーズ)

日本放送協会 NHK出版 2014-03-18 売り上げランキング : 10311

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

ん、アンコールの値段が楽天と Amazon で違うぞ？

さてさて、来月までどれが続くでしょうね？

全部じゃなくてもいいですよね(‾∇‾)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4142131567/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4142131567/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4142131567/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00J215HRO/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12707839%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104142131567.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+CBVXT


増税初日のゆめシティに行ってきた。

2014.04.01 Tue
そんなわけで増税初日のゆめシティに偵察に行ってきました。

公民館そばのさくら、きれいに咲いてましたよ(｀·ω·´)

食品館を見ますと、税別＆税込み表示の両方が出ていました。



アサイーは以前税込み1100円でしたが、まぁ妥当かな。
大きく出てるのは税抜きです。1048円。

でまぁ今日はサンマルクカフェのスタンプでお茶をしてきたわけです。

330円だったのが、340円になっている模様。
和風デニブランは480円とのことでした。（20円up）

その他、表示がややこしくなりました（´｡｀)



スティックスイーツファクトリーはちょっと上がり幅が大きい（´｡｀)

カルディのコーヒー豆は、計算あってました(｀·ω·´)



今月はコーヒー豆のキャンペーン中だそうです

ここ数日、増税前の駆け込み需要でだいぶ売れてたと思うんですが、

これからは増税後の冷え込みがないよう、みんな工夫してるみたいですね

がんばれゆめシティ。



3日で360MBの危機、なんとか乗り切れそう？

2014.04.01 Tue
はい、おととい間違ってばかすか使ってしまった、BIGLOBE LTE・3G ですが。

先ほどのゆめシティのおでかけ、モバルタをつけてたのですが、

さくらの写真を撮ったのは機内モードだったし、

サンマルクカフェでは Wi2_club に入っていたし、ということで

使わなくてすんだみたいです(｀·ω·´)v

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


ちゃんと、月が変わると本体の容量もリセットがかかるんですな

で、さっき通信量を見たところ、今月はまだ 0MB でした。

たぶん一昨日の午前中のおでかけでだいぶ使ってると思われるので、

明日の午前中を乗り切れば大丈夫そうです。

おでかけするとしても午後にしようかな？(｀·ω·´)

BIGLOBE LTE・3G のエントリープラン・ライトSプラン・ライトMプランまでは
360MB/3日で速度制限がかかるので（´｡｀)
ボリュームチャージもきかないらしいので（´｡｀)

ほんと、ドキドキします。

今度から、おうちでは機内モードにしないよう気をつけようっと。

自動でアプリのアップデートをしちゃうから、

家の WiFi ですませておいた方がよさそうです。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


2014年3月までの検索文字列とか。

2014.04.01 Tue
先月は、リピエのオープンがあったので、検索で来て下さる方が多く、

ページビューは過去最高でした（ﾟ◇ﾟ）

77777 になるのをキタイしていたのですが(‾∇‾)
惜しかったです。

そして検索文字列

3月が終わる直前に見たものはこれ

4月に入ってすぐ見たものはこれ

というわけで、3月はとにかくリピエ！でした。

今月はどんな感じでしょうねぇ

楽しみです。



ミスドの新製品、ゆめシティ店では見当たらず(T^T)

2014.04.01 Tue
そうだったそうだった、今日は偵察のついでに、

ミスタードーナツでお買い物をしてきたんでした。

お目当ては、今日からの「ふわもちセール」

100円のを買ってきましたよ(｀·ω·´)

waff はこないだとあわせて3種類制覇しました(｀·ω·´)v

で、今日からの新製品（ちょっとお高いドーナツ）を狙ってましたが

ゆめシティ店では見当たらず。時間帯によるのかもしれませんが。

残念だなぁ（´｡｀) おいしそうなんだけど。



飲茶などはおいてない店舗なので、もちろんこれはありません。

ドリンクメニューもまだっぽいです〜。

イートインでくつろいで来たいんだけどな・・・・

まぁでもドーナツを数種類買って帰って、ざくざく切って

家族で分けて食べるのも、悪くないです(｀·ω·´)

甘いものの食べ過ぎに注意しつつ、楽しみたいと思います。



ミスドのポン・デ・センバツ、全国発売商品決定

2014.04.02 Wed
ミスタードーナツでやってた、ポン・デ・センバツ。

各地方代表のポン・デ・リング、投票で全国発売商品が決まりました。

なると金時と、スイートポテトだそうです。

・・・・・いもばっかりやん（´｡｀)

ゆめシティ店では一瞬みかけたような気がしたのですが、

私が買いに行った時はもうなかったので

全国発売のがゆめシティ店でも売られたらうれしいです。

西日本のは、いきなり団子かなると金時だな、と思っていたので

まぁ「アタリ」と言えましょう(｀·ω·´)

6月が楽しみですね〜



3日で360MBの危機、乗り切ったぞ〜

2014.04.02 Wed
そんなわけで、350/360MB まできていた、LTE使用量ですが。

午後に入った時点で、だいぶ減っていました。

やはり30日の午前中にががっと使っていたようです。

国語辞典のアプリがダウンロードされたでしょ

何かアプリがアップデートされたのかもしれないし

はっ！Kindle版の基礎英語３をダウンロードしたっけ（ﾟ◇ﾟ）

で、今さっき見たら、さらに減っていました。

2回目のおでかけの時にもだいぶ使ったんですな（´｡｀)

いや〜冷えた冷えた。

ライトMプランでも 360MB/3日で速度制限がかかるので、
それ以上使うならスタンダードプランなんですが



スタンダードプランにすると、エントリー〜Mプランに戻せないから（´｡｀)
スマホなど複数端末を持つなら別だけど、なるべく避けたいのです。

とうぶんはモバルタ１つで乗り切りたい！

はぁ、冷えた・・・・・

# 4/3 追記：やはり4/1は wi2_club のみで LTE 回線を使ってなかったらしく、
0MBになってました。

NECアクセステクニカ Aterm MR03LN 6B ( LTE モバイルルータ / microSIM ) PA-MR03LN6B

NECアクセステクニカ

売り上げランキング : 265

Amazon
楽天市場 by カエレバ

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+ICD5D
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN PA-MR03LN6B&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FMR03LN%2520PA-MR03LN6B%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


Tokyo Subway Ticket 4/22(火)から発売

2014.04.03 Thu
サブウェイチケットといっても、サブウェイ食べ放題ではなく(‾∇‾)
都営＆メトロの乗り放題チケットが新しく出るようです。

→プレスリリース

都営+メトロの1日乗車券はたしか1000円だったと思うのですが、
旅行者向けに、

1日 800円
2日 1200円
3日 1500円

というのが出る模様です。

こういった「旅行者向け」乗車券はたいてい外国人向けなのですが。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/03/20o3o200.htm


外国人旅行者及び首都圏（1都7県）以外から東京を訪れる方

ということで、下関市民のわたくしが上京した時にも使えそうです(｀·ω·´)v

出張の多い方など、ご利用になってはいかがでしょうか。

4/22からだそうですので、GW の旅行にも使えますね(^_-)-☆



4/4(金),5(土)にゆめか1万円チャージすると500円分もらえるよ

2014.04.03 Thu
こないだからチラシに出てたのですが、

ゆめシティ・ゆめタウン長府・ゆめマート下関で

明日4/4と明後日4/5の2日間、
ゆめかに「最初に一括で1万円チャージ」すると、

500円もらえるそうです＼(^o^)／

一括で1万円
初回のみ

という条件をはずさないようにしなくてはいけません(｀·ω·´)

5日はゆめかプラス＆ゆめモバ会員のポイント5倍などもあるようなので
たぶん混むでしょうから、なるべく明日チャージしようっと！



ゆめタウンデーは4/6に延期されています。
5日も食品5倍なの？それはいい感じ(‾∇‾)

消費税が8%にあがったからポイントは8倍、なんてことは
・・・・ないんですね、やっぱり・・・・・・

すでに1万円札は準備してあるのだ(｀·ω·´)v
間違えないように、「初回に1万円一括チャージ」しなくちゃ！



サブウェイ、春キャンペーン 4/23(水)から

2014.04.03 Thu
今度は東京の地下鉄じゃなくて、サンドイッチのサブウェイです(‾∇‾)
プレスリリース、だいぶ前に出ていたのですが

『春キャンペーン』スタート！

「熟成ベーコン＆グリーンアスパラ カルボナーラ風ソース」「スモークサーモン＆アボカド」発
売

ということで、なかなかに美味しそうな新商品が出るようです。

Tokyo Subway Ticket の発売は4/22、こちらは4/23です(^_-)-☆

このサンドイッチは食べてみたいですなぁ

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1109
http://www.subway.co.jp/press/year2014/news1543/


ドリンクもなかなか

フローズンマンゴーのやつ，飲んでみたい！

野菜のスープもヘルシーですね



ごちそうサンドはもう終わってるのかな？

ゆめシティ店が閉店してしまったのですっかり情報に疎くなりましたが

シーモール下関店か小倉駅店に、いつかは行きたいと思います。

世の中の人はタモロスになっているそうですが

私は・・・・サブロスです(T^T)

北島三郎さんじゃないよ(‾∇‾)



食品の裏側 1,2 を買ってみた。

2014.04.04 Fri
Kindleでセールをやっているので、昨日これを買いました。
（4/6までセールだという噂です）

食品の裏側—みんな大好きな食品添加物

安部 司 東洋経済新報社 2005-10
売り上げランキング : 279

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

食品の裏側。セールで560円。

読んでたらコワくなりました(T^T)

・・・・た、食べるもの、ない・・・・・

で、最新刊でその２が出ているとのことで

食品の裏側2 実態編: やっぱり大好き食品添加物

安部 司 東洋経済新報社 2014-03-28 売り上げランキング : 205

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

こっちは kobo で買ってみました。
というのは30%オフクーポンつきのメールが来ていたので。

ちなみに、フツーに買うと、kobo も Kindle も1120円です。
1巻の方も kobo では 1120円。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4492222669/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4492222669/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4492222669/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00D6AI6FC/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F3671593%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104492222669.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4492223363/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4492223363/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4492223363/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00J7HHN84/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12685201%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104492223363.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


Kindle は半額セールなんですな(._.) φ メモメモ

今から読むと眠れなくなりそうなので、起きてから読みます、第2巻。

食べなきゃ生きていけないしねぇ・・・・（´｡｀)



今日はゆめかチャージがお得だよ

2014.04.04 Fri
そんなわけでゆめシティにやってまいりました。

サクッとサービスカウンターでゆめかチャージしますと

500円、自動的についてきました＼(^o^)／

気を良くして、スティックスイーツファクトリーへ

13時までのケーキセット、



1本なら440円
2本なら580円

ということで、今後は1本のセット限定にしようと思いました。
充分、満足できますからね

で、お昼もついでに、ということで、サンマルクへ

新製品のツナたまごパイとやらを温めてもらいました。

お飲み物は、スタンプを貯めた分で、カフェラテ。

ゆめシティではビンゴをやってるんですが、

とてもたまりそうにありません。

ビミョーに列がずれてるんですよね〜



そんなこんなで、お得になった500円、もう使っちゃいました。
・・・・だめじゃん・・・・

明日まで、初回チャージ1万円で500円つきますよー
お忘れなく！

お一人様一回のみです。



フィットネスクラブレフコゆめモール下関店、今日から市民開放デー

2014.04.05 Sat
久しぶりにレフコのサイトを見に行きましたら。

お得な料金プランのお知らせとともに、

市民開放デーとやらの告知がありました。

今日から、来週の日曜日までなんですね(._.) φ メモメモ

1回限り、3時間無料で利用できるようですよ
興味のある方は行ってみられてはいかがでしょうか(｀·ω·´)

折しも、ゆめマート（ゆめシティもだけど）は、明日の日曜日

ゆめタウンデーでポイント5倍です(^_-)-☆

http://www.refco.ne.jp/shop/shimonoseki/


カルディゆめシティ店1周年セール 4/10〜13

2014.04.05 Sat
ついでにカルディのページを見に行きましたら。

ゆめシティ新下関店、オープン1周年セールの告知が！
ええ、やるとは聞いていたんですが

載りました(‾∇‾)v

その下に

ココネリ？練馬？

なんじゃそりゃ、と思ったら、練馬駅北口に複合施設が出来たらしい。

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/jorei/kitaguchi/kitaguti-meisyou.html


スーパーも入るんですって。SEIYU もあるのに、便利すぎ〜

・・・・え？

あたし、ここに帰ってくる前は長いこと練馬に住んでたんですよ(‾∇‾)v

練馬・・・・懐かしいなぁ・・・・

カルディのカフェも出来るって、いいなぁ(〃'▽'〃)

・・・・いや、ともかく、ゆめシティのお店でコーヒー豆買おうっと！

ギフトセットパックも半額になったり・・・しないよねやっぱし（´｡｀)

というわけでゆめシティのお近くの方も、

練馬にお住まいの方も、カルディをよろしくね(^_-)-☆



今日はゆめタウンデー

2014.04.06 Sun
さて今日は4/1の分のゆめタウンデーです

まずはお茶

サンマルクはブラックがなくなり、ブレンドとアメリカンになったのですが

こころなしか薄くなったような

・・・いや、気のせいだといいんですが・・・・

今日はゆめ広場でゆめキッズのライブやってました。

新曲発表らしいんですが

雰囲気は前と変わりませんな(‾∇‾)



カルディの1周年セールの掲示もありましたよ

で、食品館など行ってまいりましたが

レシートも外税になったのですな（ﾟ◇ﾟ）

ちょっと、頭を切り換えないといけない感じです。

といっても増税前に税込み98円だったくらしモアの歯ブラシ、
税別88円になっていたりして、値下げしているものもあるみたい。

いやはや・・・・・

売り場の人も、大変だったろうな、と思いました。

ゆめシティ、カシコク利用したいですね。



ゆめシティでも配達サービスやってるよ

2014.04.07 Mon
そういえば、練馬のSEIYUでもやっていたような気がするんですが、
（ビミョーに対象地域からはずれていたような記憶が）

スーパーで買ったものを、配達してくれるサービスがあります。

ゆめシティのはこんな感じ

100円税別（つまり108円）で配達してもらえるなら、
たとえばお米を買った時とかいい感じですね(｀·ω·´)

ゆめモールのプレオープンでもらったお買い物袋が大きくて、

5kg のお米も入りそうな感じなので、

これでいきましょう(‾∇‾)v

さて昨日行った時には気づかなかったのですが、

今日はゆめシティの玄関に新テナントの案内がありましたよ



GUGU じゃなくて、GU（じーゆー）なんですね(._.) φ メモメモ

Twitterで、GUがゆめシティに来る！と喜んでおられる方がいたので
私も一度行ってみようと思います(｀·ω·´)v

明日は火曜市かな？ゆめシティ、再研究中です。



CaptureStream がエンジョイ・シンプルイングリッシュに対応したよ

2014.04.07 Mon
ただいま鋭意新版をダウンロード中なのですが

ラジオ講座のストリーミングをダウンロードできるアプリ、

CaptureStream の新版が出ました。

今日からストリーミングが公開された、

エンジョイ・シンプルイングリッシュに対応した模様です。

@jakago さん、仕事はやっ！

シンプルイングリッシュ以外のファイルは既に入手してあるので、

今週いっぱいにゆっくりダウンロードしようと思います(｀·ω·´)

Enjoy Simple English (エンジョイ・シンプル・イングリッシュ) 2014年 04月号 [雑誌]

NHK出版 2014-03-14 売り上げランキング :

Amazon
Kindle
楽天ブックス

bk1 by ヨメレバ

# 21:27 追記：ダウンロード完了。ちゃんと対応してますね(｀·ω·´)

http://sourceforge.jp/projects/capturestream/releases/60936
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00ITYI6LY/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00ITYI6LY/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00ITYI6LY/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFIHLQ/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12699630%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_025_15044.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D5
http://yomereba.com




今日は中学校の入学式だったようだよ

2014.04.08 Tue
さて今日は昼過ぎから買い出しに出たのですが

中学校に、真新しい制服を着たひととその親御さんらしきひとが

た〜〜〜〜〜くさん

今日は入学式のようです

いや〜セーラー服のすじが白い(〃'▽'〃)
初々しいですね

で、今日のお目当てはゆめシティのタイムバーゲンだったので

農協でキャベツを買ってからサンマルクへ

（農協はレストラン街側の横断歩道に近いものですから）

スタンプでカフェラテなど飲ませていただきましたm(__)m

スタンプを貯めるときはブラック（はもうないのでブレンドだけど）

貯まって使うときはカフェラテか紅茶

という、悪いやつです(‾∇‾)

ランチセットは野菜ジュースでもいいそうなので、次はそれにします。



ランチセットは野菜ジュースでもいいそうなので、次はそれにします。

（いつ行けるかな？）

で、14時からのたまごのタイムバーゲン、なかなか出てこなくて！
みんなで「ここでいいんですかねぇ？」といいつつ

だ〜〜〜っと列が出来たりなんかして（ﾟ◇ﾟ）

でも、ちゃんとゲットしまして(｀·ω·´)v

レジで見たら、配達するときのカードがありました。

なるほどこれを入れて108円払えばよいのですね(._.) φ メモメモ

おさらい



もちろん我が家もエリアですよ

（安岡まで入るんだから相当広い）

リュックにしょって帰れないような重い荷物のときは、

配達してもらおうと思います。

あ、午前中に行かなきゃだめですね

というわけで火曜市に行ってきました。

やっぱゆめシティは楽しいや(｀·ω·´)

# 16:52 追記：4時から市をねらってもう一度行ってきました〜
スティックスイーツファクトリーのエスプレッソ初体験！





スティックスイーツファクトリーゆめタウン広島店リニューアルオープン

2014.04.08 Tue
大好きなスティックスイーツファクトリー、

今日はエスプレッソ初体験だったのですが

本日、ゆめタウン広島店がリニューアルオープンしたようです。

・・・・あれれ？

お店の名前、変わったのかな？

と、夕べだったか思ったのですが。



と、夕べだったか思ったのですが。

お問い合わせのところから匿名でお知らせしておきましたところ

先ほど見たら

なおってました(‾∇‾)v

各地のスティックスイーツファクトリーをよろしくお願いいたしますm(__)m



シールを集めて、ピーターラビットのマグカップをゲットした。

2014.04.09 Wed
買い出し部隊その１が集めていたのを知らなかったのですが、

シールを集めてピーターラビットのグッズが安く買える、

というキャンペーンにのっかってきました(｀·ω·´)v
（う〜ん、キャンペーンページがみつからない）

で、20枚貯まったらお安くなるのを選べる、ということで
マグカップを選んでみましたよ

開封の儀

こんな風に２つ入っています

表にもピーターラビット



裏にも別の絵柄のピーターラビット

ふっふっふ〜、これでおうちのコーヒータイムが

楽しくなりそうです(｀·ω·´)

わ〜い＼(^o^)／



スティックスイーツファクトリーの新製品・抹茶小豆シューを食す。

2014.04.09 Wed
さて今日は買い出しのついでにお茶をしてきました。

ケーキセットのお時間だったので、スティックスイーツファクトリーへ。

昨日から新発売の、宇治抹茶と小豆のシュークリームにいつものミルクティーです。

250円なので、ギリでセットになるお値段なのでした。

おいしそうでしょ？(｀·ω·´)

フォンダンショコラシュー、窯出しクッキーシューもありましたよ

今度は２つ食べてみようかしら（ちょっと贅沢だけど）。

で、このシュークリームのお名前をお店の方に再度聞いてみますと

正式名称は覚えにくいらしく(‾∇‾)
チラシをくださいましたよ



はからずもメニュー一覧が手に入ってしまいました。

さてその後ゆめ広場の方に行ってみますと、なにやらイベントの雰囲気。

近寄ってみますと、明日からのイベントの準備をしてるみたいでした。



北海道か〜、おいしいものあるかな？

明日からカルディのセールもありますし、楽しみですね(｀·ω·´)

そうそう、今日は資源ゴミの日か何かなんですが、帰り道に

くまモン発見！

ゆめシティにも来てくれないかな〜、くまモン・・・・



カルディ1周年セール＆北海道フェア開催中

2014.04.10 Thu
ゆめシティでは、今日から北海道フェアをやっています。

ゆめ広場の特設売り場なのですが、ゆめかも使えるそうですよ

かわいいラーメンがありました(‾∇‾)

いろいろおいしそうなものが目白押しですので、

お近くの方はどうぞお運びください(^_-)-☆

それと、カルディは明日で開店一周年なので、

周年セール、やってます。



ほんとにコーヒー豆半額でしたよ（ﾟ◇ﾟ）

あとフィルタもお安いです。

13日までなので、ギリで買ってこようっと(｀·ω·´)

カルディはだいぶ混んでましたね〜

ちょっと並ぶかも！

今日はお茶はせず、セブンティーンアイスを久々に食べたのですが、

これを食べるくらいならアイスを買っておうちで食べた方がいいですね

近いんだもん(‾∇‾)

そんなわけで北海道フェアとカルディの1周年セール、
オススメで〜す。



モバイルSuica復活した〜

2014.04.10 Thu
WiFi WIN を廃止するにあたって、モバイルSuicaを退会してたのですが。

やっぱり Suica インターネットサービスを使うのは、めんどくさい。
Windows パソコンをそのために買うのも、本末転倒。

というわけで。

モバイルSuica、復活してみました。

まぁ、viewカードのポイントが貯まるといっても、
年間1000円分になるかならないかだし

パケ代とどっちがお得でしょうか。

という問題もあるのですが(‾∇‾)

とりあえず、honto のお支払い（紙版の本を買ったときだけ）と
マックスバリュ、ローソンでのお支払いに使おうと思います。

ほとんどゆめシティと農協とコスモスで用が済むんですけどね(〃'▽'〃)

あ、下関駅の駅ビル内はわりとSuicaが使えるみたいですし。
一度はリピエのサンマルクに行かなくちゃな〜

明日、パケ代を見るのがコワいです・・・・

だいぶ使っちゃってたら、今月は上限まで使い切ろうかと思います。

（ガンガンメールなのでメールのパケ代無料、上限4200円税別）

たまには使ってあげないとね、Ezweb も・・・・

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+C164X


# 4/11 9:05 追記：アプリのダウンロード、初期設定、
チャージまでして、パケ代が700円ちょっとでした。
これなら上限まで使わなくていいです(｀·ω·´)



Adobe Photoshop Touch 半額セール中

2014.04.11 Fri
わたくしお写真はあまり得意ではないのですが（バレてますね）

Adobe Photoshop Touch とやらが半額セール中だそうなので、
試しに買ってみました(｀·ω·´)v

iPad 用？が500円

Adobe Photoshop Touch
500円
(2014.04.11時点)

Adobe
posted with ポチレバ

iPhone / iPod touch 用が200円です。

Adobe Photoshop Touch for phone
200円
(2014.04.11時点)

Adobe
posted with ポチレバ

うちのブログの場合はどうせ iPod touch の写真を扱うので、
とりあえず phone の方を購入してみましたよ

少しはお写真が上手になるでしょうか？

今後にキタイです(^_-)-☆

https://itunes.apple.com/jp/app/adobe-photoshop-touch/id495716481?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/adobe-photoshop-touch/id495716481?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/adobe/id331646274?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
https://itunes.apple.com/jp/app/adobe-photoshop-touch-for/id589440659?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/adobe-photoshop-touch-for/id589440659?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/adobe/id331646274?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


ミスタードーナツゆめシティ店でドリンクが始まってるよ

2014.04.11 Fri
今日はサンマルクでまたまたスタンプ利用のお茶をしまして

買ってくるように言われていたものを、iPod touch のメモアプリに入れ
同期されることを確認しまして

よし、これならおうちの MacBook Air で入力しておいて
お外で iPod touch で確認、ってのができる！とほくそ笑み(‾∇‾)

さて食品館に行くべ〜、とゆめ広場をとことこ渡っていくと

ミスドのポスターになにやらついてますよ



なんと〜、ドリンクが始まっている！

やりましたな(｀·ω·´)

これでお茶するところが増えましたよ

で、今日はもうお茶をしてしまったから今度ね、ということで

メニューのお写真だけ撮らせていただきました。

小さくてよく見えませんね、書いておきましょう。( ) 内は税別です。

コーヒー（ホット・アイス） 194(180)
カフェオレ（ホット・アイス） 248(230)



紅茶（ホット・アイス） 194(180)
ジュース 248(230)

なんでも右の２つのジュースが美味しいんだそうですよ

たしか、Waff のクーポンがまだ使えるはずだから、
その期間中に一度行ってこようっと！！！！

ゆめ広場近辺だと Wi2premium_club や Wi2_club も入るし
なんといっても、もとのサブウェイの場所ですから(‾∇‾)

入り浸ってしまうかもしれませんね(^_-)-☆

甘いものの食べ過ぎに注意！ですな（´｡｀)

甘い物は脳に悪い (幻冬舎新書)

笠井 奈津子 幻冬舎 2011-09-30 売り上げランキング : 174409

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto
紀伊國屋書店 by ヨメレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4344982304/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4344982304/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4344982304/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B009CU145Y/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F11360848%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104344982304.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=882319626&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.kinokuniya.co.jp%2Ff%2Fdsg-01-9784344982307
http://yomereba.com


サブウェイの新生活応援クーポンがお得だよ

2014.04.11 Fri
ゆめシティ店がなくなってもサブウェイのチェックは欠かさないわたくし。

新生活応援クーポンなるものを発見いたしましたよ(｀·ω·´)

サブウェイクラブ通常価格490円→440円や野菜と果物のジュース(S)通常価格220
円→160円など

ということで、値下げしたサブウェイクラブがさらにお安く！

5/31までのクーポンのようなので、GW などにもご利用ください(^_-)-☆

シーモール下関店に行ってこようかな〜

小倉の Apple 関連のお店が5/1オープンだからそのあとで小倉に行こうかな〜

た・の・し・み(｀·ω·´)

http://www.subway.co.jp/campaign/coupon1404/


ゆめモバ会員は土曜日がお得

2014.04.12 Sat
ゆめモバ会員の権利？を買い出し部隊その１から奪還！

私の持っているゆめカードの番号を登録して初の土曜日です。

ゆめモバ会員はポイント５倍！

というので、だいぶ５倍になりました(｀·ω·´)v

・・・・あ、イズミ直営売り場だけですけど（´｡｀)

それとクレカ払い2000円以上でボーナスポイントがつく、
というのも、参加している専門店は限定的のようでした。

そんなわけで今日はカルディのコーヒー豆半額を狙って行ったのですが

10時開店らしく、準備中だったので、スティックスイーツファクトリーへ

フォンダンショコラシューはまだ焼けてなかったので、

ショコラロールとの580円（旧500円）セットにしてみました。

宇治抹茶小豆なんちゃら、の中身はこんな感じですよ



おいしそうでしょ(‾∇‾)

でもやっぱり2本は甘いので（ショコラロールはクリームこってりだし）
次からは440円（旧400円）セットにしようと思いました。

で、今日はクレジットの日でもあったので、衣料品を買ってきました。

衣料品3000円以上買うと300円オフのゆめモバクーポンもあったし、
クレジットの日のポイントもついたし



500ポイント貯まったらもらえる値引き券、出てきました＼(^o^)／

なんかすごくお得な気分。

ポイントなどはうまく利用して、ハッピーなお買い物をしたいと思います。



お写真を水彩画みたいにする Waterlogue とやらを入手してみた。

2014.04.13 Sun
ええ、なんでも半額だか割引だからしいんですけどね

Waterlogue
100円
(2014.04.13時点)

Tinrocket, LLC
posted with ポチレバ

Waterlogue というアプリをダウンロードしてみました。

お写真を、水彩画みたいにしてくれるそうです。

それでは見本

大変申し訳ないのですが、FBのお友達がアップなさっていた、
お刺身の盛り合わせを利用させていただきましたm(__)m

いろんなモードがあるようなのですがよくわかりませんな（´｡｀)

今度は自分で撮ったお写真を水彩画にしてみようと思います。

https://itunes.apple.com/jp/app/waterlogue/id764925064?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/waterlogue/id764925064?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/tinrocket-llc/id327054542?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


今なら100円。
おもしろそうだ、と思った方は、ポチってね(^_-)-☆

Waterlogue
100円
(2014.04.13時点)

Tinrocket, LLC
posted with ポチレバ

https://itunes.apple.com/jp/app/waterlogue/id764925064?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/waterlogue/id764925064?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/tinrocket-llc/id327054542?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


honto でラジオ講座の5月号テキストが出てるよ

2014.04.14 Mon
日付かわりまして14日になりました。
honto のあしあとポイントをつけにいったついでに見てみますと

電子書籍版の基礎英語のテキスト、もう出てました。

3/31までは350円でしたが、4/1から360円です。
（ま、ポイントで買っちゃったんですけどね）

紙版もちゃんと出ています。Amazon は「あわせ買い対象」。
これも、420円→432円になりました。

NHK ラジオ 基礎英語1 2014年 05月号 [雑誌]

NHK出版 2014-04-14
売り上げランキング : 

Amazon
Kindle
楽天ブックス by ヨメレバ

iPad 4th 整備品で電子版を見るのが非常に気に入っております。
いや〜、Retina っていいわ〜(〃'▽'〃)

楽天ブックスではラジオ講座のテキストがすぐ売り切れるので、

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+HUSFL&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Febook%2Fpd_26164953.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00JBIT2HY/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00JBIT2HY/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00JBIT2HY/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=NHK %83%89%83W%83I %8A%EE%91b%89p%8C%EA1 2014%94N 05%8C%8E%8D%86 %5B%8EG%8E%8F%5D&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=node%3D2275256051&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12722257%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://yomereba.com


お買い求めはお早めに(^_-)-☆



ミスタードーナツゆめシティ店もコーヒーおかわりできるって！

2014.04.14 Mon
さて今日は買い出しのついでに、明日までのクーポン利用で

waff を食べてきました。

（元）サブウェイのおねぇさんのオススメに従って、

パイナップルジュースなど所望したりなんかして(｀·ω·´)

今日は先客が2組もいらっしゃいまして、
どちらの方々もコーヒー類をお飲みのようでしたよ

ちょこっとお茶をする、にはいい場所かもしれませんね〜

サブウェイだと、ちょこっと食事する、って感じでしたからね〜

ミスドは繁盛してくれるといいのですが・・・・・

で、コーヒーとカフェラテは、おかわり自由だそうです。

練馬店でおかわりできたのは知っているのですが、

ゆめシティ店は山の田ショップの出店だからだめかと思ってました。

次回はコーヒーかカフェラテにしようと思います(｀·ω·´)

あ、モバイルの方のクーポンがまだあるな〜（明日まで）

明日は15市でポイント５倍だしな〜(‾∇‾)



明日は15市でポイント５倍だしな〜(‾∇‾)

しかし明日は米の買い出しという重要なお仕事があるのです！

買い出し部隊その１が車を出せなくなったので、

キャリーケースを買ってみましたよ

ナカバヤシ RQC-C101DS RQショッピングカート/ドット茶

ナカバヤシ

売り上げランキング : 5405

Amazon
楽天市場 by カエレバ

レビューを見て、妊婦さんがお米を運んだりなさっていたので、

たぶん大丈夫だろうということで

なにしろ Kindle オーナーライブラリのために、
プライム会員になってますから(‾∇‾)

今日の発送で、今日届くらしいです。（注文したのは昨日の夜）

使いやすいといいなぁ〜

でもこんなのごろごろころがしてミスドに行くのはちょっとアレだな（´｡｀)
やっぱ明日はがまんしよう・・・・

今度ね(^_-)-☆

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0047BZPZS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0047BZPZS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=RQC-C101DS&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FRQC-C101DS%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


ロイヤルホストでSuicaその他が使えるようになるそうだ。

2014.04.14 Mon
JR西日本のプレスリリースより

全国のロイヤルホストに電子マネー「交通系電子マネー」、「iD」、「楽天Ｅｄｙ」を追加導入

ロイヤルホスト株式会社の各店舗 「ロイヤルホスト」「カウボーイ家族」など、合計
約260店舗にて、電子マネー「交通系電子マネー」、「iD」、「楽天Ｅｄｙ」の取り扱
いを開始いたしました。

　従来より取り扱い中の「QUICPay(クイックペイ)」と併せて、4種類の電子マネーが
ご利用可能となりました。

とのこと。あれ、Edy まだ使えなかったんだ。知りませんでした。

うちの近くにロイホなんてあったっけな？と思ったら、

「山の田の交差点にありますよ」と教えていただきました(‾∇‾)v

そういえばありましたね（あっちの方あまり行かないからね〜）

というわけでSuicaが使えるお店、増えてます。
あ、いちおうこのへんはJR西日本だから ICOCA って言わなきゃだめかな？

モバイルSuica、復活させといてよかった〜＼(^o^)／

http://www.westjr.co.jp/press/article/2014/04/page_5518.html


ゆめシティ、今日の15市はかなりお得っぽい

2014.04.15 Tue
はい、今日は１５日ですから１５市（いちごいち）です。

いちごもお安いようです(‾∇‾)

で、本日のチラシを見ますと、いろいろお得のようですよ

また値引き券出ちゃうかも（ﾟ◇ﾟ）

そして、昨日の夕食のころに、ガラガラ届きました。

ナカバヤシ RQC-C101DS RQショッピングカート/ドット茶

ナカバヤシ

売り上げランキング : 12246

Amazon
楽天市場 by カエレバ

わりとおしゃれな感じ〜

これでお米も安心？かな？

ものすごいでかい段ボールに入ってきたんですが、さらにその中に

段ボールが（緩衝材として）入っていて（ﾟ◇ﾟ）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0047BZPZS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0047BZPZS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=RQC-C101DS&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FRQC-C101DS%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com


ショッピングカート自体はうすっぺらく横に入ってただけでした。

すげ〜包装だ（´｡｀)

そんなわけで今日は15市+火曜日クレジットの日、なので
何回かにわけて買い出しに行くことになりそうです(‾∇‾)v

へっへっへ〜←けっこう買い物好きみたい(‾∇‾)



火曜日のガラポンやってきた〜

2014.04.15 Tue
ゆめシティ、火曜日の午前中は、お楽しみ抽選会があります。

2000円以上買ったレシートを持って行くと１回だけひけて
１等は1000円の商品券（ﾟ◇ﾟ）

そんなわけでまずは開店直後におっかいもの〜♪

今日はお米を買うので(‾∇‾)
ガラガラをころがしてきたのですが、ちゃんとカートにかけられます。

よく考えてますね(｀·ω·´)

で、タイムバーゲンの卵をゲットし、お米なども買って、

2000円超えたレシートを確保し、一度帰宅しました。

・・・・・しばし休憩の後。

10:30 からガラポンがあるので、テキトーにでかけますと
もう、たくさん並んでいます（ﾟ◇ﾟ）

先着200名さまだか何名さまだかなので、並びましたよ

待っている間は kobo glo で読書をしておりました(‾∇‾)v
立って読むのにちょうどいいですな



電子書籍 楽天Kobo電子ブックリーダーKobo Glo（コボ
グロー）★目に優しいフロントライト内蔵...
価格：8,208円（税込、送料込）

立って読むのにちょうどいいですな

・・・・で、並んでいる間にからんからんと当選の鐘の音がして

私の何人か後ろの方も当たっていたようなのですが

私は、ボックスティッシュでございました（´｡｀)

並んでいる間に見たのですが、ゆめじんの BINGO は
すでに終了していました（´｡｀)

立って待っているのは意外に疲れるので、スタンプを貯めに

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088016%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000077%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088016%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000077%2F


サンマルクに行ってきました〜

本日の戦利品(‾∇‾) とアイスコーヒーの記念撮影

スタンプ５倍でまた貯まったので、この次は無料で飲めますよ

で、今日は火曜日クレジットの日+15市でポイントがお得なので、
懸案だった眼鏡を作りに行ってきました。（壊れているのだ）

なんかめったやたらにポイントがつきました（ﾟ◇ﾟ）

ブルーライトカットのコーティングができるそうなので、

お願いしてきましたよ(｀·ω·´)

パソコンを使うときにも便利そうです(｀·ω·´)



午後はまたまたタイムバーゲンの卵をねらってお買い物してきました。

今日はずいぶんたくさんポイントがついたなぁ・・・・

眼鏡という大物があったせいですが、食料品の分くらいは出ちゃいました。

無駄遣いしないように、お得に楽しくお買い物したいと思います(｀·ω·´)



MacBook Pro Retina 整備品が来ました。

2014.04.15 Tue
実は、MackBook Pro Retina 整備品なんてものを注文してたんですが。
本日、無事に届きました。

Thunderbolt ケーブルも一緒に注文。

移行アシスタントを使ってみようとしたら、

転送元の MacBook Air が OS 10.9.2 になってるので、
アップグレードしないとダメよ、といわれました。



で、アップグレードしたのち、再挑戦。

どうやらうまくいきそう？？？？かな？？？？？

すごく時間がかかるみたいですね



時間は増えたり減ったり、コロコロ変わります。

そんなわけで、これは iPad 4th で書いてま〜す。
寝る前に始めればよかったかも。

ま、いっか！

# 17:50 追記
さっきより増えてるんですけど・・・・・・・



移行アシスタントをいったん中断してみたよ

2014.04.15 Tue
いや〜時間がかかる！

どうやら、フリーズしたみたいなので、いろいろ調べた結果、

移行アシスタントを中断してみました。

電源ボタンを押して、強制終了です。

で、どこぞで見た通り、MacBook Air の方をターゲットモードで起動。

Macintosh HD から移行するようにしてみました。

今度はだいぶ短時間で出来るように表示されていました、が

やっぱり増えてる・・・・



まぁ、寝てる間には出来るでしょう・・・・・・・

甘いかな？

とりあえず、おやすみなさい。

# 22:49 追記：また増えてるけど、だいぶ進みました。



MacBook Pro Retina への移行が終わりましたよ！

2014.04.15 Tue
そんなわけで、MacBook Air をターゲットモードで起動したら、
移行アシスタントが無事に終わりました。

MacBook Pro Retina 側を再起動したら使える、とのことでしたが、
最初にアカウントを作った時のままです。

おっかしいな〜、と思ったら

最初に作ったアカウントで自動的にログインするようになっていたので、

移行したアカウントになっていなかったのでした。

というわけで、TESLA + ATOK で入力できているようですよ
（いま、MacBook Pro Retina の方で書いています）

いや〜画面がきれいだな〜(〃'▽'〃)
わぁ、辞書もそのまま使えてるわ〜

うれしい＼(^o^)／

あとまだいろいろ設定がありそうな気がするのですが、

明日以降ゆっくりやることにしましょうかね

そんなわけで、

移行アシスタントを使うときは、ターゲットモードで！

Thunderbolt でつなぎましょう。

と、声を大にして言っておきたいと思いますっ！

あらためまして、おやすみなさい・・・・・( -_-)o



MacBook Pro Retina 美しい〜♪

2014.04.16 Wed
そんなわけでいつの間にか MacBook Pro Retina ユーザーになりました。
もちろん整備品ですよ〜

最初は MacBook Air の13インチ、4GB / 256GB にしてたんですが、
クレジットカードの承認が得られなかったんですね

たぶん、セキュリティコードの入力ミスか何かだと思うんですが。

で、いったんキャンセルしまして。

ふと見ると、MacBook Pro Retina 13インチ (late 2013) の、
8GB / 256GB というのが出ているではないですか。
重さも、MacBook Air よりちょこっと重いだけ。

やっぱりメモリは 8GB がいいよ〜、ということで。

いつものクレジットカードを使って、ポチってみました。

２年は確実に使うと思うので、ひとつき5000円ちょいだよね、
ということで（お茶しにいくのを少し減らしましょうね）。

今回は移行アシスタントを使おうと思っていたので、

Thunderbolt ケーブルも同時に注文しました。

で、すったもんだしましたが、日付が変わる前になんとか

移行が完了しました〜

しばらく触ってみましたが

きれいですなぁ、れちな

目に優しいですなぁ・・・・

8GB なのでメモリも余裕だし。
ファンがぶんぶんいうことも、今のところはありません。

パソコンのお名前まで前のままになっていたので変更したり、



アカウントのお名前は変えたのでいろんな保存先が変わってたり、

細かいところでちょこちょこありますが

TESLA + ATOK での親指シフト入力もちゃんとできてますし、
Google Chrome のいろんなアカウントもちゃんと使えますし、

あっという間にメインマシンになりました。

MacBook Air の方は、持ち歩き用としてとっておきます。

いや〜目に優しいですわ、MacBook Pro Retina くん。
MacBook Air と２年ちょっと違うので性能もアップしてるし。

MacBook Pro Retina らぶ。です。

さ、幸せな気分で眠ることにしましょう。

おやすみなさい(^_^)ノ""""



ミスド、Waff 発売記念 100円セール 4/16(水)〜22(火)

2014.04.16 Wed
ミスタードーナツのメルマガでご案内をいただきましたよ

なんと今日から！1週間、waff を含む10種類が100円！

ゆめシティ店でもやってるといいな〜

今度こそ、カフェオレといっしょに(｀·ω·´)

くふくふくふくふくふ

20日はゆめタウンデーでポイント5倍になるし、
いつ行こうかな〜

楽しみです(｀·ω·´)



MacBook Pro Retina 整備品、一夜明けてすでにメインマシンに

2014.04.16 Wed
そんなわけで、MacBook Pro Retina 整備品、使ってます。

ディスプレイを Retina に最適化した状態（デフォルト）だと、
表示される文字数とかが少ないので、

MacBook Air と同じだけ表示されるようにしてみました。

Retina のよさが発揮されないという話も聞きましたが、
まぁそれでもきれいだし！

MacBook Air も引き続き使いたいので、揃えてみましたよ

違和感、なくなりました。

キーボードが（MacBook Air より）カチャカチャ言うのですが
それもそのうち慣れるでしょう。

SSD が 256GB と前の MacBook Air の倍ありますから、
Dropbox で同期するフォルダを少し増やしてみました。

メモリも 8GB で倍なので、余裕綽々です。



ま、ちょっと重いですけど・・・・・・・・

MacBook Pro Retina を固定してきた梱包材が、机代わりになってます。
便利かも(｀·ω·´)

キーボードのカチャカチャがちょっと気になるかな〜

カバーつけようかなぁ〜

あと、Windows を入れるかどうか、VMWare Fusion かパラレルなんとかか、
迷っているところです。これは月がかわってからにしようかな。

ま、パソリ関連と PDIC と一太郎くらいですけどね、使いたいのは。
投資する価値があるか？ちょっと考えてみま〜す。



NHKラジオ英語講座5月号のKindleその他デジタル版が出たよ

2014.04.16 Wed
fujisan で以前定期購読していた関係もあって、
目次がメールで配信されてくるのですが

今日とどいたということは Kindle 版も出ているってことだよね、
と見に行きましたら

ＮＨＫラジオ ラジオ英会話 2014年 5月号 ［雑誌］ (NHKテキスト)[Kindle版]

NHK出版 日本放送協会 ＮＨＫ出版 2014-04-14 売り上げランキング : 274

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

なんと266円ですって（ﾟ◇ﾟ）

どうしよう、今度からKindleで買おうかしら・・・・・

いや、来月号は333円で予約なので、今はセール中なのでしょう。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFI93W/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFI93W/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFI93W/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%82m%82g%82j%83%89%83W%83I %83%89%83W%83I%89p%89%EF%98b 2014%94N 5%8C%8E%8D%86 %81m%8EG%8E%8F%81n %28NHK%83e%83L%83X%83g%29&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&tag=joeshomepag-22
http://yomereba.com


Kindle Paperwhite じゃなくてタブレット端末で読まれることを
オススメいたしますm(__)m



ミスドゆめシティ店にもニューヨーカーの新製品があるよ！

2014.04.16 Wed
さて今日は買い出しのついでに、100円セールのミスタードーナツへ(^_-)-☆

もとの値段がいちばん高そうなやつ、と、

アイスのカフェオレを所望いたしました。

おかわり自由なのは、ホットだけだそうです。

この次はホットにします(‾∇‾)v

で、ニューヨーカーの新製品、4/1 からやってるそうなんですが
今まで遭遇したことがなかったんですね

今日はあったんですけど、出したらすぐ売れるんですって

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1139


もう、すごい売れ行きでしたよ（ﾟ◇ﾟ）

お高いのに・・・・

でも、おいしそうですもんね(｀·ω·´)

この次はこれをねらってみようかな〜



マクドナルドでアボカドバーガー期間限定4/17(木)発売

2014.04.16 Wed
へぇ、マクドがヘルシー路線？

明日4/17(木)から5月下旬までの期間限定で、
マクドナルドでアボカドバーガーが発売されるそうですよ

ビーフ、チキン、えびの3種類。
リッチですな(｀·ω·´)

サブウェイゆめシティ店がなくなったことだし、

一度は食べに行ってみましょうか。

10:30からだそうです。



MacBook Pro Retina 三日目

2014.04.17 Thu
MacBook Pro Retina 整備品がきて三日目です。

Retina 最適化ではなく MacBook Air と同じ画面にした関係で、

MacBook Air も MacBook Pro Retina もほぼ同じように使えてます。

クラウドって便利ですね〜

ちょいと設定を失敗したのか？ユーザー名を変えたので、

スキャンしたりダウンロードしたりしたファイルを保存する

フォルダ名が変わって焦りましたが

それ以外はほとんど（今のところ）同じように使えてるようです。

もともと MacBook Air 13インチの整備品を考えていたので、
Retina 最適化じゃなくてもいい感じ〜

目に優しい気もしますし

いやほんと、クラウドさまさまです。

Evernote にしろ Dropbox にしろ Google Chrome にしろ、



どちらのMacでも同じよう〜に使えます。

これで MacBook Air (mid 2011) も長持ちするかもしれません。

スマホを持ったと思えば、2〜3年で十分モトがとれるかも〜

惜しむらくは増税前の方がよかったかもな、ということですが

まぁ、いいよね(〃'▽'〃)

なが〜〜く使いたいと思います。



宇治抹茶小豆シューにハマっている。

2014.04.17 Thu
今日の買い出しは、13時直前になったものですから
思わず

スティックスイーツファクトリーに駆け込んでしまいました(‾∇‾)

やはりスティックケーキ1本+ドリンクのセットがいい感じです。
2本のセットは、糖分過多って感じ（´｡｀)

250円までのケーキがセットにできるので、ついつい、
250円ギリギリの、宇治抹茶小豆シューにしてしまいます。

気がつけば3回連続食べている（ﾟ◇ﾟ）

おいしいですよ(^_-)-☆

次は、フォンダンショコラシューにしてみたいと思います。



Battery Health の見た目が変わった

2014.04.17 Thu
いつもお世話になっている、Battery Health ですが。

Battery Health
無料
(2014.04.17時点)

FIPLAB Ltd
posted with ポチレバ

アップデートがかかって、立ち上げなおしますと、

見た目がずいぶん変わっていました。

https://itunes.apple.com/jp/app/battery-health/id490192174?mt=12&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/battery-health/id490192174?mt=12&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/fiplab-ltd/id320240050?mt=12&uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


どひゃ〜ん（ﾟ◇ﾟ）

バッテリーの交換修理、が時々出る MacBook Air ではなく、
買ったばかりの MacBook Pro Retina 整備品です。



整備品だから？買ったばかりなのに7回充放電してるんですね。

いや、びっくり

ま、とりあえず健康ということで(‾∇‾)v

MacBook Pro Retina、大事につかいま〜す。

Battery Health
無料
(2014.04.17時点)

FIPLAB Ltd
posted with ポチレバ

https://itunes.apple.com/jp/app/battery-health/id490192174?mt=12&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/battery-health/id490192174?mt=12&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/fiplab-ltd/id320240050?mt=12&uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


まいにちロシア語5月号のhontoデジタル版がもう出てる

2014.04.18 Fri
本日18日発売の、NHKラジオ各国語講座のテキストですが。
デジタル版を買うことにしてるので調べてみましたところ、

まいにちロシア語はもう発売されているようです。

まいにち中国語もありました（ﾟ◇ﾟ）

まとめて買うとポイントがたくさんつく、という期間が

ちょうど4/17までで切れているので、少し待ってみて
条件のいい時に買おうと思います(｀·ω·´)v

Kindle, kobo 版は数日後になることでしょう。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+HUSFL&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Febook%2Fpd_26173261.html
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+HUSFL&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Febook%2Fpd_26173259.html


Amazon の紙版は、あわせ買い対象です。

NHK ラジオ まいにちロシア語 2014年 05月号 [雑誌]

NHK出版 2014-04-18
売り上げランキング : 

Amazon
楽天ブックス by ヨメレバ

さて、5月号は少し絞ろうと思ってるのですが、
何語を残しますかね・・・・・

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00JFBESIK/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00JFBESIK/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/B00JFBESIK/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12730162%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://yomereba.com


ゆめシティから下関駅に行くには

2014.04.18 Fri
ゆめシティから下関駅に行くには

という文字列で検索してこられた方がいらしたので、

行き方を考えてみます。

公共交通機関を使うのが前提ならば

綾羅木か新下関まで歩いて JR
新下関まで歩くかわりにシャトルバス

歩く場合、綾羅木の方が多少近いけど歩道が狭い。

新下関までは県道259線の広い歩道を歩ける。

シャトルバスが着くのは新幹線側のロータリーなので、

在来線はちょっと遠いかも。あと本数が少ない。

関連リンク：

シャトルバスのご案内

時刻表（pdf）

JR自体の本数は多少山陽線（新下関）の方が多そう。

といったところです。ご参考まで。

http://www.izumi.co.jp/youmetown/youmecity/access/index.html#bus
http://www.izumi.co.jp/youmetown/youmecity/access/pdf/jikokuhyou0201307.pdf


Mac で PDIC の辞書を編集してみる。

2014.04.18 Fri
MacBook Pro Retina に Windows を入れるべきかどうか、
かなり悩んでいたのですが。

Microsoft Windows7 Home Premium 64bit Service Pack 1 日本語 DSP版 DVD LCP 【紙パッケー
ジ版】

マイクロソフト(DSP) 2014-01-11

売り上げランキング : 29

Amazon
楽天市場 by カエレバ

使いたいものは、一太郎2014（まだ買ってないけど）と、
PDIC の辞書編集。

そのためだけに VMWare Fusion と Windows を買うんですか？

と思っていたら。

CrossOver Mac という、Windows アプリが使えるようにする
アプリがあるんだそうで

さっそく体験版をインストールしてみました。

ごちゃごちゃ、といじっていたら

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HSC9E78/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HSC9E78/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Microsoft Windows7 Home Premium 64bit Service Pack&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FMicrosoft%2520Windows7%2520Home%2520Premium%252064bit%2520Service%2520Pack%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com
http://homepage3.nifty.com/TaN/unicode/


インストール、できちゃいました

辞書の編集も出来ました。

辞書をひくのは EBMac の方が便利なので、
たま〜に辞書編集できればいいんです、PDIC 本体は。

アプリを終了するときの挙動が不穏なのが気になりますが

しばらく試してみます。

30日使ってみて大丈夫そうだったら、CrossOver Mac 購入します。



でんでんコンバータで縦書きepubが作れた！

2014.04.18 Fri
さて、一太郎2014が欲しいな、と思っていたのは、
縦書きの epub や mobi ファイルを作りたかったから、なのでした。

いろいろ調べておりますと、でんでんコンバータというサイトがあり、

でんでんマークダウンとかいう方式で書いたテキストファイルを簡単に

縦書き（横書きもOK）の epub ファイルにしてくれることがわかりました。

で、やりたかったのが、「縦中横」というやつです。

これはワープロソフトじゃないとできないとばかり思っていましたが、

でんでんコンバータの場合は「^26^年」などのように書くと、
縦書きにした時に縦にまとめてくれることがわかりました。

http://conv.denshochan.com/


まとめてくれるのは数字だけなんですね(._.) φ メモメモ
4桁でも OK のようです。

でんでんコンバータのサイトはこんな感じで



拡張子を .kepub.epub にできるということは、
kobo でも読めるということですね(｀·ω·´)

とりあえずうちでは iBooks で見ておりますが

これで一太郎2014を買う必要がなくなりました〜。
PDIC 辞書の編集もできるようになったし、
Windows を入れなくてすみそうです。

・・・・・ほっ（´｡｀)



ゆめ広場にミッフィーがいたよ

2014.04.19 Sat
今日は土曜日、ゆめモバ会員はポイント5倍＼(^o^)／
さらにクレジットの日でお得＼(^o^)／

というわけで例によって買い出しに出たわけですが。

まぁ何を買ったかはともかく

ちょこっと休憩したくて、スタンプ利用でサンマルクへ。

今日はアイスレモンティーにしてみました。

けっこう美味しいのね(｀·ω·´)

で、ゆめ広場をみますと、ミッフィーがいましたよ



お写真を撮らせていただいていたら、係のおじさまに

「アンケートにお答えいただくとこれ（ミッフィー）差し上げますよ」

と、いわれたのですが，丁重にお断りいたしました(‾∇‾)

家なんか買わんし（´｡｀)

そんなわけでミッフィーグッズが欲しい方、ゆめ広場へ GO!!!



Kindle 日替わりセール、4/20(日)は「家めしこそ最高のごちそうである」

2014.04.20 Sun
おお、佐々木俊尚さんのフェイスブックなどで気になっていた、

家めしの本が！

Kindle 日替わりセールに入ってきました！
オーナーライブラリの対象でもあるそうなのですが、

これを機会にポチってしまいましたよ(^_-)-☆

Kindle版と書籍版で表紙が違う感じです。

簡単、なのに美味い！家めしこそ、最高のごちそうである。[Kindle版]

佐々木俊尚 佐々木俊尚 2014-02-25 売り上げランキング : 7

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

簡単、なのに美味い! 家めしこそ、最高のごちそうである。

佐々木 俊尚 マガジンハウス 2014-02-27 売り上げランキング : 8406

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

ふ〜む

これでお料理上手になれるでしょうか(‾∇‾)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IO6CAWS/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IO6CAWS/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IO6CAWS/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4838726457/joeshomepag-22/
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4838726457/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4838726457/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4838726457/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IO6CAWS/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12667682%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104838726457.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


ゆめカードクレジットの日のサービスが変わるようだよ

2014.04.20 Sun
今日はゆめタウンデー＼(^o^)／
（ゆめシティのレシートには「ゆめシティデー」とありますが）

日曜日でもあり、お客様がたくさんいらしてましたよ

さて私はというと、こないだ作った眼鏡ができたということで

受け取りに行ってまいりました。

眼鏡ケース、選ばせてくれるんですよ〜

そして3階で少しお買い物をして、お茶をしようかと思ったのですが、
サンマルクもミスドも混んでいたので諦めまして

さらにカルディの試飲も「この時間はおやすみ」とのことで（´｡｀)

・・・・・がまん（´｡｀)

そうそう、ゆめ広場にはピーターラビットのグッズが飾ってありました。



シールをためて、マグカップは4種類コンプリートしたのですが(‾∇‾)
お皿とか見たけど、別にいいや、ということで

シールももうもらわないことにしています。

さて昨日だったか掲示をみつけて気になっていたのですが、

4/29より火曜日のクレジットの日が変わるみたいです。
土曜日も条件が変わるようです。

火曜日はカードで5倍、って昔やってたとおりですな(._.) φ メモメモ
ちょくちょく変わるので、ちゃんとチェックしとかないとね。

ゆめシティのゆめモバ会員は土曜日が5倍になるので、
まとめてお買い物をするのは土曜日にクレカ払いがお得そうです。



そうそう、昨日 Evernote をプレミアムにしたんですが、
レシートのなかの日本語、ちゃんと検索できました＼(^o^)／
プレミアム会員になってからアップロードした画像のみ検索するようです。

これで、「あれいつ買ったっけな？」と調べるのが楽になります(｀·ω·´)v

お買い物するメモには Mac と iOS についてる「メモ」アプリ
お買い物の記録はレシートをスキャンして Evernote に入れる

というのがなかなか便利です。

クラウドなお買い物＼(^o^)／

へっへっへ〜



Kindle 日替わりセール、4/21(月)は年収200万円からの貯金生活宣言続編

2014.04.21 Mon
か〜、これ先月末に kobo の 30% オフクーポンで買ってたんですが

年収２００万円からの貯金生活宣言　正しいお金の使い方編[Kindle版]

横山光昭 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2013-01-11
売り上げランキング : 6

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

貯金生活宣言の第2弾です。
499円になっております。

kobo 版はもともと1040円でその30%引きでしたから
ちょっと損した感じ（´｡｀)

まぁもう読み終わってますけど。

お金の使い方編、じゃない方の貯金生活宣言は、

honto で買ってました(〃'▽'〃)

年収200万円からの貯金生活宣言[Kindle版]

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00AZWTFFO/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00AZWTFFO/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00AZWTFFO/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4887598149/joeshomepag-22/
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B009SKNUNM/joeshomepag-22/


横山光昭 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2012-10-18
売り上げランキング : 71

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

Kindle 版、こっちも479円とお安いようなので、
両方読まれることをオススメします。

なかなかおもしろいので、気になる方はぜひどうぞ(^_-)-☆

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B009SKNUNM/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B009SKNUNM/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4887597045/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


ミスドのカフェオレをおかわりしてみたよ

2014.04.22 Tue
さて今日のゆめシティは安火曜市。

もちろん買い出しに行ってまいりました(‾∇‾)v
タイムバーゲンのたまごをねらって並ぶのに慣れちゃった。

で、今日までミスドで100円セールをやっているので、
時間調整もかねて行ってまいりましたよ

今日は間違えずに「ホットの」カフェオレ。

おかわりができるということなので。

で、おかわり、できました(｀·ω·´)v



次はコーヒーでやってみようと思います。



画像編集アプリ Pixelmator が半額セール中らしい

2014.04.22 Tue
フォトショップを買うほどではないけど、という人向けらしい、

Pixelmator とかいうアプリが半額ということで

Pixelmator
1,500円
(2014.04.22時点)

Pixelmator Team
posted with ポチレバ

買ってみました。

なんかよくわかんないけど、

さっきのカフェオレの写真で遊んでみました(‾∇‾)

たはは〜

https://itunes.apple.com/jp/app/pixelmator/id407963104?mt=12&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/pixelmator/id407963104?mt=12&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/pixelmator-team/id407963107?mt=12&uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1155


いろいろ遊んでみようと思います(｀·ω·´)v



ニューズウィークKindle版がセールだよ

2014.04.23 Wed
本日の日替わりセールのご案内メールに載っていたのですが

週刊ニューズウィーク日本版 2014年 4/29・5/6合併号 [雑誌][Kindle版]

ニューズウィーク日本版編集部 阪急コミュニケーションズ 2014-04-22
売り上げランキング : 127

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

なんと〜185円！
思わずポチってしまいました。

honto の電子版を見たら400円でした。

最新号は185円ですが、他の号もKindle版はお安いのかも。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00JTWWQCA/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00JTWWQCA/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00JTWWQCA/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%8FT%8A%A7%83j%83%85%81%5B%83Y%83E%83B%81%5B%83N%93%FA%96%7B%94%C5 2014%94N 4%2F29%81E5%2F6%8D%87%95%B9%8D%86 %5B%8EG%8E%8F%5D&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&tag=joeshomepag-22
http://yomereba.com


iPad 4th を手に入れて以来、雑誌を iPad で読むのも気に入ってます。
ダブって買わないように気をつけようと思います(‾∇‾)



iOS 7.1.1 と OS X のセキュリティアップデートが来たよ

2014.04.23 Wed
なんだか知らないけど今日はアップデートがどどっと来ました。

iOS 7.1.1 は20MB弱ダウンロードしただけですが、
またまた Bluetooth が勝手にオンになってましたよ（´｡｀)

OS X Mavericks の方は、セキュリティアップデートだそうです。
Safari 7.0.3 も含まれてる、そうですが

MacBook Pro Retina の方はもう 7.0.3 だったのにな〜

とりあえずセキュリティ系はやっておいた方が安心かな？

と思うので、やっておきました。

あ、もちろん無料です。



ミスドで1000円買ったらポン・デ・ライオンとかのタオルがもらえるよ

2014.04.23 Wed
ミスタードーナツのメルマガでお知らせがありましたよ

ミスドで1000円（税込）買うと、
ポン・デ・ライオンとかのタオルがもらえるそうです。

こんなの

1000円ごとに1枚ではなく、1000円以上で1枚、とのこと。

あと、ドーナツとドリンクをセットにして20%引き、という
クーポンもきてました（クロワッサンドーナツ等は対象外）。

今日から4/28までです。

ミスドのメール会員になっておくとお得ですよ(^_^)ノ""""



下関大丸で相棒展プレミアム３ 4/30(水)〜5/13(火)

2014.04.23 Wed
下関大丸のメルマガでご案内いただいたのですが、

来週、4/30(水)から2週間、7階文化ホールにて
相棒展プレミアム３なるイベントが行われる模様です。

特命係の部屋のセットも再現されてるそうで

オリジナル紅茶などのグッズも売られるそうですよ

・・・・行ってみたいかも(〃'▽'〃)

前売り券、好評発売中。

http://shimonoseki.daimaru.co.jp/shop/event/aibou.html


ゆめシティのミスドでもポン・デ・ライオンのタオルプレゼントやってるよ

2014.04.24 Thu
さて今日の買い出しはまず農協でお野菜を物色いたしました

今週末のイベントのご案内も貼ってありましたよ

農協、といっても、なんかかわいいもの売ってましたの

http://www.ja-shimonoseki.or.jp/3807


うさちゃん(｀·ω·´)

そしてレストラン街の方からまわって、

ミスドでお茶しようかと思ってたんですが（クーポンもあることだし）

けっこう繁盛してたのでやめました・・・・

1000円買ったらポン・デ・ライオンのタオルがもらえる、
というキャンペーン、ゆめシティでもやってるみたいです。

10個入り1000円セット、というお得なセットもあるので、
これを買ったらもらえるのかもしれませんね(｀·ω·´)

・・・・そんなに食べられないけど（´｡｀)



Kindle fire HDX 22%引セール、5/31まで延長

2014.04.25 Fri
ふと、Kindle のページを見に行きましたら

Kindle fire HDX の割引セールが、延長されてました。
気になってた方、このチャンスにどうぞ(^_-)-☆

あたしは Kindle Paperwhite 派なんですが

Kindle Paperwhite（ニューモデル）

Amazon 2013-10-22

売り上げランキング : 2

Amazon
楽天市場 by カエレバ

ちょっと、気にならないではありません。

旧機種用かもしれないけど、解説本もあるよ〜

できるAmazon Kindle Fire HD スタート→活用 完全ガイド (できるシリーズ)[Kindle版]

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUMNAO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Kindle Paperwhite&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FKindle%2520Paperwhite%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00B2CTS3K/joeshomepag-22/


山口 真弘,まつもと あつし,鈴木 麻里子,できるシリーズ編集部 インプレスジャパン 2013-01-24
売り上げランキング : 1479

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

Kindle と kobo は持っていて損はないと思います(｀·ω·´)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00B2CTS3K/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00B2CTS3K/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844333402/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


GUゆめシティ店オープン！

2014.04.25 Fri
はい、今日はゆめかの日、ゆめか払いでポイント5倍ですよ

で、ゆめかチャージ1万円でボックスティッシュプレゼント、
という企画もあったのですが、

所用をすませてから行きますと、終わってました（´｡｀)

しょぼくれながら、スティックスイーツファクトリーへ

ゆめかで5倍になるはずだし(‾∇‾)v



いっぱい歩いた後で暑かったので、アイスコーヒーにして、

フォンダンショコラシューと宇治抹茶小豆シューのダブル！

重すぎず、美味でありました。

さて今日は、GUが2階にオープン＼(^o^)／
ということで、ちらっと見てまいりましたよ

わりといい感じでいろんなもの売ってます。

その場で iOS のアプリをダウンロードしてモバイル会員になったのですが



ジーユー

無料
(2014.04.25時点)

G.U.CO.,LTD
posted with ポチレバ

だいぶ混んでいたので今日は何も買わず。

今度またゆっくりね、ということで。

あ、ちなみにユニクロのアプリもあります（ユニクロは3階）。

UNIQLOアプリ
無料
(2014.04.25時点)

UNIQLO CO., LTD.
posted with ポチレバ

チラシが見られて便利ですな(｀·ω·´)

で、下に降りますと、ゆめモバ会員は土曜日5倍！の掲示が。

ということは明日も5倍ですな(｀·ω·´)

そういえばあさっての日曜も5倍とかいう噂です。
何かはがきが来ていましたが、私も該当するのかどうか不明です。

4/27限り、ポイント10倍！という専門店もあるようですよ。

https://itunes.apple.com/jp/app/jiyu/id504542019?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/jiyu/id504542019?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/g.u.co.-ltd/id504542022?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
https://itunes.apple.com/jp/app/uniqloapuri/id460989014?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/uniqloapuri/id460989014?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/uniqlo-co.-ltd./id292713160?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


というわけで今週末もゆめシティにおいでませ(^_^)ノ""""



Kindle本、GWセールで50%引のがたくさん

2014.04.25 Fri
Kindle なんともがんばっておりまして、割引セールがっつりです。

50%オフの中からみつけた、米原万里さんの本

心臓に毛が生えている理由 (角川文庫)[Kindle版]

米原 万里 KADOKAWA / 角川学芸出版 2013-05-16
売り上げランキング : 318

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

思わずポチってしまいまして

紙版を持っていた気もするけど、ついでにこちらも

嘘つきアーニャの真っ赤な真実 (角川文庫)[Kindle版]

米原 万里 KADOKAWA / 角川学芸出版 2012-09-01
売り上げランキング : 65

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

ポチ

他の米原万里さんの本は、Kindle 化をリクエストしておきました。

電子書籍にどっぷりハマってます(〃'▽'〃)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CPEBABM/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CPEBABM/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CPEBABM/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4043944365/joeshomepag-22/
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B009JQZM4U/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B009JQZM4U/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B009JQZM4U/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4048836811/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


サブウェイ小倉駅店、本日4/26(土)はサンドイッチ全品320円

2014.04.26 Sat
サブウェイ小倉駅店からメルマガがとどきました。

またまた、土曜日にサンドイッチ全品320円セール！

第4土曜日が狙い目なんですかね？

お近くの方、ぜひどうぞ(^_-)-☆



仕事休んでうつ地獄に行ってきた、をKindleでも読んでみた。

2014.04.26 Sat
以前、紙版で買って読んだのですが、本体はブックオフに売りまして

仕事休んでうつ地獄に行ってきた

丸岡 いずみ 主婦と生活社 2013-09-20
売り上げランキング : 12634

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

このたび、Kindleのセールで299円だったので、
買い直してみました。

たしか、紙版は、かわいい感じの活字で、

色もふんわりしていたような記憶があるのですが

Kindle版だと、Kindleで設定したフォント（今は明朝にしてる）になります。

だから、紙の本の持っている雰囲気と、ちょっと変わります。

紙で買うか、電子書籍で買うか、

フォントの好みもあるかもしれません。

置き場所の関係で、なるべく電子書籍で買おうと思っているのですが、

現物を見て決めるのもアリかもしれませんね。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4391143844/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4391143844/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4391143844/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00FGKEED8/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12477011%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2214151&pid=881528987&vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104391143844.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


やっぱり、本屋さん、行こう。



ゆめシティ、明日4/27(日)はお客様感謝デー

2014.04.26 Sat
ゆめシティ mail news が来ました〜

≪4/27(日)限り≫
お客様感謝デー！

全館全品

ゆめカード値引積立額5倍!!
※一部商品・一部専門店は除きます。

※他の値引積立プレゼント企画との併用はできません。

今日はゆめモバで5倍、クレジットの日、
専門店ハッピーデー、だったのですが

明日はお客様感謝デーで全館5倍！

しかも住まいの品とか衣料品とかポイント10倍！

きゃっ、今日お鍋買ってきちゃった（´｡｀)
しもた〜〜〜

やはりチラシはこまめにチェックしないといけませんね。

そんなわけで明日は皆様おそろいでゆめシティへ(^_-)-☆



スティックスイーツファクトリー、こどもの日スティックボックス発売

2014.04.27 Sun
スティックスイーツファクトリーのサイトを見に行きましたら。

どどん、と「こどもの日スティックボックス」のお知らせが。

少し、お安くなっているようですが

ショコラロールと純生ロールが、鯉のぼり仕様になっています。

これってフツーに食べても鯉のぼりなのかしら(〃'▽'〃)

明日4/28から5/6までですって
食べに行っちゃおうかな〜

ボックスの中身を全部食べるのは無理ですが（´｡｀)

# 4/28 追記：偵察に行ってきましたよ(｀·ω·´)
ゆめシティ店でもこどもの日スティックボックス売ってました。

http://sticksweets.jp/sweets/pickup_kids.html


鯉のぼり仕様なのは、スティックボックスのだけのようです。



ミスド、明日4/29(火)からまた100円セール、新製品も

2014.04.28 Mon
さて今日は買い出しの途中でミスタードーナツに寄りました。

ドリンク+ドーナツをセットにして20%オフ、という
メール会員用のクーポンが今日までだったので(〃'▽'〃)

ポン・デ・ダブルショコラと、コーヒーにしてみました。

コーヒー、美味でした。（おかわりはしなかったけど）

帰りに、明日からのセールのお知らせをいただきましたよ



またまた100円セール！GW中ずっとやってるんですね(._.) φ メモメモ

あと、明日から新製品が出るようです。

これも楽しみですね(｀·ω·´)

この次はコーヒーのおかわりもしようと思います。



ゆめシティ、4/29(火・祝)はお客様感謝デー

2014.04.28 Mon
ゆめシティ mail news が来ました〜

昭和なわたしはどうしても「天皇誕生日」と思ってしまうのですが(‾∇‾)
明日の祝日は、お客様感謝デーだそうです。

そういえば明日から火曜クレジットの日がかわりまして

クレジット払いで5倍、が復活するようですが

明日のお客様感謝デーに、クレジットで払うとどうなるんでしょうか。

ダブルで5倍にはならないんだったかな？

火曜日だから、たまごのタイムバーゲンもあるといいな〜



GWもゆめシティへおいでませ(^_^)ノ""""



【楽天ブックスならいつでも送料無料】楽天サービスが
とことん楽しめるタブレットKobo Arc 7HD ...
価格：23,451円（税込、送料込）

kobo arc 7HD を試しに買ってみた。

2014.04.28 Mon
期間限定でバーゲンをやっていたので、試しに

kobo arc HD とやらを買ってみました。

あ、もとの値段に戻ってる（´｡｀)

Android 端末は久しぶりです。

で、kobo, Kindle, honto のアプリを入れて、
電子書籍端末として使おう！と思っていたら

Kindle は使えるみたいなんですが、
honto のアプリが使えないそうでした(T^T)

画面はめったやたらにきれいです。Retina 並かも？
手に持つのはちょっと重く感じます。

ページめくりは軽い！

電子書籍端末（iPad も結局はそうだから）ばかりあって
どうするんだい、と思わないではないですが

いろんな端末で気分を変えて読むのもなかなかよろしいです(｀·ω·´)

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F12610048%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fi%2F16753534%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F12610048%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fi%2F16753534%2F


せっかく買ったので、活用しようと思います。

とりあえず楽天のポイントは今後1年2倍になるのだ(｀·ω·´)v



GWのゆめシティ、お客様感謝デーで賑わう

2014.04.29 Tue
大型連休〜＼(^o^)／

今日はゆめシティのお客様感謝デーとも重なり、

お客様がたっっっっくさんいらしてましたよ

いや〜混雑こんざつ

で、一度買い出しに行ったけど大事なものを忘れて（´｡｀)
二度めに行った時はお茶してきました。

サンマルクカフェ、お客様は多かったものの、

めちゃ混みというわけではなく、無事に座れましたよ

いっぷくいっぷく

ミスタードーナツでは、100円セール始まってました。



行列ができてましたよ（ﾟ◇ﾟ）

で、新製品も売ってるみたいでした。いつ食べようかな。

あと気になっているのがこの10個で1000円セット
まぁうちはちょっと食べきれませんが



ホームパーティーなどにいかがですか〜

あ、スティックスイーツファクトリーのこどもの日ボックスもいいよ(^_-)-☆

さすがお休みの日だけあって、今日は子どもさんが多かったです。

またゆめシティに来てね(^_^)ノ""""



ATerm MR03LN のファームウェア更新をした。

2014.04.29 Tue
おでかけから帰ってきますと、モバルタの液晶画面に、

ファームウェアの新しいのがあるよ、と表示されてました。

NECアクセステクニカ Aterm MR03LN 6B ( LTE モバイルルータ / microSIM ) PA-MR03LN6B

NECアクセステクニカ

売り上げランキング : 337

Amazon by カエレバ

どこをいじるのかよくわからなかったのですが、

ぺたぺたやっていたら

ショートカット

の中から、更新、できました。(._.) φ メモメモ

MR03LN の製品紹介ページを見に行きますと

4/17 にファームウェアが公開されていたそうでした（ﾟ◇ﾟ）
し、知らなかった・・・・・

内容を見ますと

Bluetoothの送信出力を適正化しました。
Wi-FiとBluetoothの同時利用に対応しました。
その他 機能強化しました。

とのことで

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN PA-MR03LN6B&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com
http://www.aterm.jp/mobile/support/mr03ln/


商品到着後、商品レビュー書いてQUOカード付！さらに
抽選でLaVie Tab Sプレゼント！【5/2以降出...
価格：25,000円（税込、送料込）

ほっほ〜、WiFi と Bluetooth が同時に使えるとな(._.) φ メモメモ
Eye-Fi mobi とかを使ってる時はいいかもしれませんね
（それくらいしか思いつかないけど）

というわけでまだファームウェア更新をしてない方、

ぜひどうぞ。

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/122cd20d.307897e0.122cd20e.9f5d416e/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fgoosimseller%2Fmr03lncradle-simset%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fgoosimseller%2Fi%2F10000136%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/122cd20d.307897e0.122cd20e.9f5d416e/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fgoosimseller%2Fmr03lncradle-simset%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fgoosimseller%2Fi%2F10000136%2F


MacBook Air の新しいのが出たよ〜

2014.04.29 Tue
どど〜ん

噂になっていたとおり、MacBook Air の新しいのが出たようです。

こないだ MacBook Pro Retina を買っちゃったけど、
もう少し待ってたらこれにしたかもしれませんね(〃'▽'〃)

整備品もいろいろ出ているようですよ

GW にMacはいかがですか〜(^_^)ノ""""



kobo arc 7HD で親指シフト入力中

2014.04.29 Tue
Kobo arc 7HD というのは、Android 端末でもあるのですね。

で、Android で親指シフトが使える oyawnn とやらを
インストールしてみました。

Macの外付けキーボードを Bluetooth で接続。
ごちゃごちゃいじっていたら、

親指シフト入力、できてます

いまは Google Chrome で JUGEM の管理画面にいます。
ブログもこれでかけちゃうじゃん。

はやく iPad でもできるようにならないかな〜。

ともかく、投稿してみます。送信。

# 20:00 追記：わ〜いできた＼(^o^)／

こんなのあったら iPad mini とかでも楽々入力できそう！

【 Incase 】 Origami Workstation for Apple Wireless Keyboard and iPad (各モデル対応) ケース
カバー 赤 CL60296

inCase

売り上げランキング : 108263

Amazon by カエレバ

黒もかわいいな

【 Incase 】 Origami Workstation for Apple Wireless Keyboard and iPad (各モデル対応) ケース
カバー 黒 CL57934

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00BGSGT5A/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00BGSGT5A/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=CL60296&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004X355Y6/joeshomepag-22/ref=nosim/


http://store.apple.com/jp/product/H6353ZM/A/incase-workstation-for-
apple-wireless-keyboard-ipad-and-ipad-2

売り上げランキング : 18186

by カエレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004X355Y6/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com


2014年4月のLTE使用量は280MB

2014.04.30 Wed
このあと買い出しに行くとしてもそんなに使わないと思うので

今月の BIGLOBE LTE・3G の使用量を公開〜

280MB でした。先月末の「3日で360MBの危機」にくらべて
ずいぶん少ないです。

MR03LN のファームウェア更新をしてこの数値ですので、
まだ更新してない方は今月のうちにぜひ(^_-)-☆

NECアクセステクニカ Aterm MR03LN 6B ( LTE モバイルルータ / microSIM ) PA-MR03LN6B

NECアクセステクニカ

売り上げランキング : 337

Amazon by カエレバ

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1101
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1173
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN PA-MR03LN6B&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com


2014年4月の目次。

2014.04.30 Wed
今月はだいぶお茶しに行ってました(‾∇‾)
スタンプ利用が多かったんですけどね

で、書いた記事はそんなに多くなかったけど、

とりあえず「毎日書く」は半年続きましたよ(｀·ω·´)

また遊びに来てね(^_^)ノ""""

2014年4月のLTE使用量は280MB (4/30 13:06)
kobo arc 7HD で親指シフト入力中 (4/29 19:55)
MacBook Air の新しいのが出たよ〜 (4/29 17:56)
ATerm MR03LN のファームウェア更新をした。 (4/29 16:36)
GWのゆめシティ、お客様感謝デーで賑わう (4/29 16:08)
kobo arc 7HD を試しに買ってみた。 (4/28 18:31)
ゆめシティ、4/29(火・祝)はお客様感謝デー (4/28 16:13)
ミスド、明日4/29(火)からまた100円セール、新製品も (4/28 15:35)
スティックスイーツファクトリー、こどもの日スティックボックス発売 (4/27 13:56)
ゆめシティ、明日4/27(日)はお客様感謝デー (4/26 17:51)
仕事休んでうつ地獄に行ってきた、をKindleでも読んでみた。 (4/26 14:57)
サブウェイ小倉駅店、本日4/26(土)はサンドイッチ全品320円 (4/26 11:42)
Kindle本、GWセールで50%引のがたくさん (4/25 16:04)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1176
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1175
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GUゆめシティ店オープン！ (4/25 12:23)
Kindle fire HDX 22%引セール、5/31まで延長 (4/25 8:36)
ゆめシティのミスドでもポン・デ・ライオンのタオルプレゼントやってるよ (4/24 15:02)
下関大丸で相棒展プレミアム３ 4/30(水)〜5/13(火) (4/23 14:09)
ミスドで1000円買ったらポン・デ・ライオンとかのタオルがもらえるよ (4/23 10:15)
iOS 7.1.1 と OS X のセキュリティアップデートが来たよ (4/23 10:04)
ニューズウィークKindle版がセールだよ (4/23 9:05)
画像編集アプリ Pixelmator が半額セール中らしい (4/22 19:58)
ミスドのカフェオレをおかわりしてみたよ (4/22 14:44)
Kindle 日替わりセール、4/21(月)は年収200万円からの貯金生活宣言続編 (4/21 8:09)
ゆめカードクレジットの日のサービスが変わるようだよ (4/20 16:07)
Kindle 日替わりセール、4/20(日)は「家めしこそ最高のごちそうである」 (4/20 9:36)
ゆめ広場にミッフィーがいたよ (4/19 12:31)
でんでんコンバータで縦書きepubが作れた！ (4/18 14:42)
Mac で PDIC の辞書を編集してみる。 (4/18 11:04)
ゆめシティから下関駅に行くには (4/18 9:19)
まいにちロシア語5月号のhontoデジタル版がもう出てる (4/18 0:20)
Battery Health の見た目が変わった (4/17 14:27)
宇治抹茶小豆シューにハマっている。 (4/17 14:19)
MacBook Pro Retina 三日目 (4/17 11:59)
マクドナルドでアボカドバーガー期間限定4/17(木)発売 (4/16 16:42)
ミスドゆめシティ店にもニューヨーカーの新製品があるよ！ (4/16 16:00)
NHKラジオ英語講座5月号のKindleその他デジタル版が出たよ (4/16 13:22)
MacBook Pro Retina 整備品、一夜明けてすでにメインマシンに (4/16 11:02)
ミスド、Waff 発売記念 100円セール 4/16(水)〜22(火) (4/16 10:09)
MacBook Pro Retina 美しい〜♪ (4/16 0:22)
MacBook Pro Retina への移行が終わりましたよ！ (4/15 23:08)
移行アシスタントをいったん中断してみたよ (4/15 22:35)
MacBook Pro Retina 整備品が来ました。 (4/15 17:32)
火曜日のガラポンやってきた〜 (4/15 15:32)
ゆめシティ、今日の15市はかなりお得っぽい (4/15 8:33)
ロイヤルホストでSuicaその他が使えるようになるそうだ。 (4/14 20:31)
ミスタードーナツゆめシティ店もコーヒーおかわりできるって！ (4/14 16:18)
honto でラジオ講座の5月号テキストが出てるよ (4/14 0:40)
お写真を水彩画みたいにする Waterlogue とやらを入手してみた。 (4/13 9:28)
ゆめモバ会員は土曜日がお得 (4/12 14:32)
サブウェイの新生活応援クーポンがお得だよ (4/11 18:19)
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ミスタードーナツゆめシティ店でドリンクが始まってるよ (4/11 16:05)
Adobe Photoshop Touch 半額セール中 (4/11 9:03)
モバイルSuica復活した〜 (4/10 23:11)
カルディ1周年セール＆北海道フェア開催中 (4/10 15:39)
スティックスイーツファクトリーの新製品・抹茶小豆シューを食す。 (4/9 14:43)
シールを集めて、ピーターラビットのマグカップをゲットした。 (4/9 13:21)
スティックスイーツファクトリーゆめタウン広島店リニューアルオープン (4/8 21:00)
今日は中学校の入学式だったようだよ (4/8 14:47)
CaptureStream がエンジョイ・シンプルイングリッシュに対応したよ (4/7 20:55)
ゆめシティでも配達サービスやってるよ (4/7 15:31)
今日はゆめタウンデー (4/6 15:13)
カルディゆめシティ店1周年セール 4/10〜13 (4/5 16:03)
フィットネスクラブレフコゆめモール下関店、今日から市民開放デー (4/5 15:42)
今日はゆめかチャージがお得だよ (4/4 12:35)
食品の裏側 1,2 を買ってみた。 (4/4 0:32)
サブウェイ、春キャンペーン 4/23(水)から (4/3 17:16)
4/4(金),5(土)にゆめか1万円チャージすると500円分もらえるよ (4/3 13:25)
Tokyo Subway Ticket 4/22(火)から発売 (4/3 12:59)
3日で360MBの危機、乗り切ったぞ〜 (4/2 17:51)
ミスドのポン・デ・センバツ、全国発売商品決定 (4/2 13:41)
ミスドの新製品、ゆめシティ店では見当たらず(T^T) (4/1 17:27)
2014年3月までの検索文字列とか。 (4/1 16:56)
3日で360MBの危機、なんとか乗り切れそう？ (4/1 16:15)
増税初日のゆめシティに行ってきた。 (4/1 15:12)
NHKラジオ講座ストリーミングのページがちょっと変わった (4/1 10:22)
2014年3月のLTE使用量は632MBですんだんだけど (4/1 9:28)
ゆめシティ、今日は11時開店。4月のポイント5倍デーは？ (4/1 8:27)
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