


2014年2〜4月の検索文字列とか。

2014.05.01 Thu
月が変わったので、恒例の？検索文字列トップ30〜♪

まずは夕べの遅い時間、これは2〜4月の検索文字列

そして日付が変わったとたんに3〜4月のになり

リピエだらけになりました(‾∇‾)

あ、まだリピエには行ってないんですわたし・・・・・

今日もたぶんゆめシティになりそうです・・・・・

今月もよしなに。



ゆめタウンデーにがっつりシュークリームを食す。

2014.05.01 Thu
今日はゆめタウンデー＼(^o^)／

ということでまずはスティックスイーツファクトリーに行ってきましたよ

でで〜ん

宇治抹茶と小豆のシュー

フォンダンショコラシュー

窯出しクッキーシュー

の三種盛りです。（窯出しクッキーシューだけ単品）

お誕生日祝いということで贅沢をしてみましたが、

さすがに３つは甘かった（´｡｀)

教訓：スティックケーキは２つまで

で、au さまからお誕生月のメールをいただいていたので、

ちゃっかり景品をいただいてまいりました。



今年は入浴剤とメモ帳でした（なぜ J:COM ・・・・）

# 18:52 追記：去年のお誕生日も入浴剤もらってました(‾∇‾)

そして今日はお米がポイント10倍＆売り出しがあるということで

急遽買ってくることになり、ガラガラをひっぱってきましたよ

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=226


なんと精米日が一昨日というのが手に入りまして(｀·ω·´)v

うろちょろしていたら、くまモンに出会いました♪

おJoeさん、お逃げなさい、なんちて

スタコラサッサとガラガラをひいて帰ってきましたよ

お米は5kgが限界です。

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 : 2934

Amazon
楽天市場 by カエレバ

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


Macの Bluetooth キーボード+タブレットを使えるスタンドを買ってみた

2014.05.01 Thu
こないだ Amazon でみつけて思わずポチってしまったのですが

【 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 : 22640

Amazon by カエレバ

origami workstation なるスタンドを買ってみました。

かちっ、と Bluetooth キーボードがはまりまして

うしろに折り曲げてタブレットのスタンドにもなります

ちなみにこれは kobo arc 7 HD を立ててありまして

Evernote に oyawnn で親指シフト入力したところであります

箱の裏にはこんな説明が

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


【楽天ブックスならいつでも送料無料】楽天サービスが

キーボードを持ち歩く時のカバーが欲しかったので、

ちょうどいいです(｀·ω·´)v

これで安心して持ち歩けます。

iPad 4th と iPad mini が白だから赤いのにしてみましたが、

黒いのもありますのでお好みでどうぞ。

【 Incase 】 Origami Workstation for Apple Wireless Keyboard and iPad (各モデル対応) ケース

カバー 黒 CL57934

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 : 47010

by カエレバ

キーボード持ち歩き用、だけでも重宝しそうです。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004X355Y6/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004X355Y6/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F12610050%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fi%2F16753536%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F12610050%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fi%2F16753536%2F


【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【送料無料】K...
価格：28,594円（税込、送料込）



やっぱり Amazon プライム会員は延長しないことにした。

2014.05.01 Thu
Kindle オーナーライブラリ目当てで試しに登録した、

Amazon プライム会員ですが。

2/17に登録してから、2,3,4,5月と4冊読んでみたものの、

ここひとつ気に入らないので（´｡｀)

会員資格の終了、ってのをやってみました。

すぐやめる、という選択肢はありませんで

（すでに利用しているので）

来年の2/17まででおしまい！という扱いにしました。

Kindle 本、無料で読もうとするよりも、

読みたい！と思った時に買った方がよさげです。

何度も読み返すものは買っちゃった方がいいですしね。

そんなわけで今読み返しているのが

ブログ飯 個性を収入に変える生き方

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4844334166/joeshomepag-22/


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 : 3802

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

こいつ

このブログは飯を食べているというよりもっぱら

スティックケーキかドーナツを食べていますが(‾∇‾)

楽しいブログにできたらなぁと思っています。

で、Amazon プライム会員ですが。

うちはそんなにお急ぎで買う必要はないので、

まぁ1年でやめてもいいかな〜と思っています。

あ、ガラガラを1日で買えたのは役立ちましたが。

（使ったのは今日で2回目。配達を頼むと108円かかるから、

あと20回くらい使えばモトが取れる）

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 : 2934

Amazon
楽天市場 by カエレバ

ま、Kindle オーナーライブラリで読んだ本もすでに

4000円分は超えているので、モトはとれてますが

読みたいものを探すのも手間だし・・・・・

来年は、やめとこう！

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
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


と、思っています。

ばしばしお買い物できるようになったらまた入ります(^_-)-☆



NHKテキスト4月号 Kindle 版 93円セールやってるよ

2014.05.02 Fri
さて需要があるかどうかわかりませんが

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 : 603

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

NHKのラジオ講座のテキスト、4月号のみ！

93円セールやってます（ﾟ◇ﾟ）(5/31まで)

5月号は333円です。

といっても4月号の放送は今日で終わりなんですけどね・・・

（先週の再放送）

5月から始めようと思っているけど資料的に4月号も欲しい人、

向けでしょうか。

もしよろしければ(^_-)-☆

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
http://www.amazon.co.jp/gp/feature.html/?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&docId=3078138606&linkCode=ur2&pf_rd_i=2275256051&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_p=174185649&pf_rd_r=1NA6J9M6AABY8VWSQ6SB&pf_rd_s=right-3&pf_rd_t=101&tag=joeshomepag-22


ＮＨＫテレビ おとなの基礎英語 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 : 456

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

→4月号93円セール

→Kindle本 ゴールデンウイークセール

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFIKK4/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFIKK4/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFIKK4/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%82m%82g%82j%83e%83%8C%83r %82%A8%82%C6%82%C8%82%CC%8A%EE%91b%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
http://www.amazon.co.jp/gp/feature.html/?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&docId=3078138606&linkCode=ur2&pf_rd_i=2275256051&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_p=174185649&pf_rd_r=1NA6J9M6AABY8VWSQ6SB&pf_rd_s=right-3&pf_rd_t=101&tag=joeshomepag-22
http://www.amazon.co.jp/b/?_encoding=UTF8&camp=247&creative=1211&linkCode=ur2&node=3132744051&tag=joeshomepag-22


Dropbox を（手違いで）アップグレードしちゃった〜

2014.05.02 Fri
さて長年有料プランを愛用している Dropbox なのですが。

クレジットカードのお支払いを誕生月にしようと思って、

昨日、アップグレードしました。

でね、すぐダウングレードするつもりだったんですよ。

前はそれができたはずなんだけど・・・・・

来年の5/1まで(T^T) 今のプランのままなんですって。

だいぶ、容量余ってますが・・・・・

ぐすぐす

せっかくだからしっかり使いましょうかね。

選択型同期、ってのを使えば、MacBook 本体を圧迫しないしね。

はぁ・・・・

ま、5月払いになったから、いいことにしよう・・・・

ラジオ講座の mp3 ファイルがメインなんですけど、

iTunes Match とやらにした方が安くつくかなぁ？

無料版にダウングレードするのはきつそうだなぁ・・・・・

https://db.tt/3cHy9n3


今日の Google は、樋口一葉

2014.05.02 Fri
今日の Google トップページは

樋口一葉　生誕142周年！

樋口 一葉（ひぐち いちよう、1872年5月2日（明治5年3月25日）- 1896年（明

治29年）11月23日）は、日本の小説家。東京生まれ。本名は夏子、戸籍名は奈津。

と、Wikipedia さまに書いてありました。

うちの身内にも今日お誕生日のひとがいるんですが

おめでとうございま〜すm(__)m

あ、わたしがピアノを習い始めた記念日です(^_-)-☆

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


OCN モバイル ONE の SIM、Amazon でセール中

2014.05.02 Fri
ひゃ〜、OCN モバイル ONE の SIM がお安くなっています。

NTTコミュニケーションズ OCN モバイル ONE ナノSIMパッケージ T0003818

ＮＴＴコミュニケーションズ 2013-08-29

売り上げランキング : 128

by カエレバ

ナノSIMがいちばんやすくて

NTTコミュニケーションズ OCN モバイル ONE マイクロSIMパッケージ T0003670

ＮＴＴコミュニケーションズ 2013-08-29

売り上げランキング : 11

Amazon
楽天市場 by カエレバ

micro SIM も Amazon なら2000円（ﾟ◇ﾟ）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00EQ12CPU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00EQ12CPU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00EQ12AYS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00EQ12AYS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=NTT%83R%83~%83%85%83j%83P%81%5B%83V%83%87%83%93%83Y&__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%2FNTT%25E3%2582%25B3%25E3%2583%259F%25E3%2583%25A5%25E3%2583%258B%25E3%2582%25B1%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A7%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25BA%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


え、ポイント還元もあるの（ﾟ◇ﾟ）

モバルタとのセットは MR02LN のようなので

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 : 455

Amazon by カエレバ

MR03LN を別に買ってみる、とか・・・・

それか、SIMフリーのスマホにさすとか・・・・・

いろんな使い道がありそうです。

OCN 攻めてるなぁ〜

負けるな BIGLOBE。←あたしが使ってるから

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


honto で小学館の雑誌のバックナンバー100円セールやってるよ

2014.05.02 Fri
ラジオ講座のテキストはたいてい 送料無料の総合書店「honto」
 で買ってるんですけどね

雑誌もけっこうここで買うんですわ（電子書籍も）

で、いま、小学館の雑誌の4〜5月号100円セールやってます。

たとえばこれ

DIME の5月号が、100え〜ん

じ、じつはですね

この「スマホ撮影術」につられましてですね

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+C58QQ
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+HUSFL&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Febook%2Fpd_26119852.html


・・・・電子書籍ストア2カ所で、雑誌、買っちゃったんです（´｡｀)
まぁ割引とかポイントとか使ったんですけど

1000円分、払っちゃってたのが・・・・・100円(T^T)

号泣するしかありません。

他にも100円になってる雑誌はいろいろあって、

6月号はもとの値段に戻ってるようです。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+CBVXT


かなりショックを受けておりますが（´｡｀)

気になってたけど買いそびれてた雑誌などありましたら、

電子書籍でお安く手に入れるのもよろしいかと思います。

ちなみに kobo arc 7 HD では honto アプリ使えません。

Android は対応端末に要注意！ですm(__)m



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+C0YF5


土曜日はゆめモバ会員5倍の日、なんだけど

2014.05.03 Sat
今日はゆめモバクーポンがいろいろ出るので、

開店からわりとはやい時間に買い出しに行ってきましたよ

まずはいろいろクーポンをゲット！

土日の、2000円買ったら1000／500／100円引きになる抽選、

久しぶりに復活していました。

食品2000円ごとに200円引き、というクーポンもまだありました。

（10時前になくなったらコワい(‾∇‾)）

で、今日買う予定のお野菜を見てからむかいの農協へ。

どっちで買うか、両方見てから決めました(｀·ω·´)v
9時台の農協（いただきま〜と）はけっこう賑やかで、

たくさんの方が野菜などを選んでおられましたよ

そうこうするうちに10時になったので

開店早々の、ミスタードーナツに行ってきました(^_-)-☆

100円セールで、新製品のカスタードの waff を所望しました。

お飲み物はコーヒーで



ポイント5倍になるかな？と思ったのですが

・・・・なりませんでした（´｡｀)

直営店だけなのかな？

あ、お米はおとといと同じ値段だったので、

今日買った方がよかった気がします（´｡｀)

・・・・ま、いっか

そんなわけで、ゆめモバ会員のポイント5倍は、

きかないお店もありますよ、というご報告でしたm(__)m



Kindle fire HD 16GB が 3000円オフ、5/3(土)23:59まで

2014.05.03 Sat
Google Play が使えない Android タブこと

Kindle fire HD が、お安くなっているようです。

HDX の方もお安いようですが・・・・

こないだ kobo arc 7 HD を買ってしまったのは、

Kindle アプリと kobo と両方使えるからでした。

（honto もキタイしてたけど使えませんでした）

kobo arc 7 HD では、Kindle 書籍のうち、

画像になっているやつ（NHKテキストとか雑誌とか）で

読めないものが存在しました。

ナナのリテラシーとかは大丈夫だったんだけど・・・・

ナナのリテラシー 1 (ビームコミックス)

鈴木みそ KADOKAWA/エンターブレイン 2014-01-25
売り上げランキング : 

Amazon
Kindle
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

なので Kindle 版の雑誌メインの方は、kobo arc 7 HD より

Kindle fire なんちゃらの方がいいかもしれません。

（あたしはちょっと今買えないから試せないけれども）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4047294144/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4047294144/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4047294144/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00I14BMD6/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0248435b.7ffaf2f9.0adeb12f.9312a594/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12602730%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_104047294144.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


Kindle Fire HD 7 16GB タブレット

Amazon 2013-11-05

売り上げランキング : 179

Amazon by カエレバ

とりあえず今日の23:59までだそうなので、

前から欲しかった！という方はこの機会にぜひどうぞ(^_-)-☆

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUO366/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CTUO366/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


LINEよりFacebook Messenger の方が話しやすいみたい

2014.05.03 Sat
今日は午後から先輩にマクドに呼び出されまして

先輩方の弾丸トークをぼけっと聞いておりました(‾∇‾)
いや〜、女3人よればかしましい、とはよくいったもんだ（´｡｀)

で、LINE とかの話になりまして、

無料でしゃべれるんだよね？というので試してみました。

隣でしゃべってるんですが、なんとな〜く時差があります。

次に、フェイスブックでもしゃべれるんだっけ？ということで

試してみましたところ

こっちの方が速い！

という結論に達しました。

なので今度から Facebook で電話がかかってくるものと思われます(‾∇‾)

その後なぜか農協に拉致されまして（うちからは少し遠くなる）

先輩方はいろいろお買い物

あ、ジビエも売ってるみたいです



そこでお別れしたのですが

ゆめシティに戻って、サンマルクで一人でお茶してきました

スタンプ利用で、またまたアイスレモンティーです。

あ、ゆめモバで5倍になるかどうか試すの忘れちゃった。

食品館でふとお土産物コーナーが目にとまったのですが、なぜか



くまモンだらけ（ﾟ◇ﾟ）

あ、ふなっしーもいましたよ（お写真は撮りませんでした）

そんなわけで Facebook メッセンジャーの通話、

悪くなさそうです、のご報告でしたm(__)m



iPad mini Retina 整備品が出てるよ〜

2014.05.03 Sat
iPad の整備品情報を見に行きましたところ

なんと！！！！ iPad mini Retina が出ていました。

iPad mini 無印の1サイズ上と同じ値段、という感じですね

いいな〜

http://store.apple.com/jp/browse/home/specialdeals/ipad


やっぱり画面は Retina がいいですよ〜

お値段に折り合いのつく方はぜひどうぞ(^_-)-☆
たぶんすぐなくなりますよ〜



Cross Over Mac 13 を購入してみたよ

2014.05.03 Sat
Mac で Windows のアプリが使えるようにするソフト

Cross Over Mac とやらを試していたのですが

→Mac で PDIC の辞書を編集してみる。 (4/18 11:04)

PDIC が使えるなら、と購入してみました。

税込みでろくせんなにがし、らしいのですが、

何かの割引で（GWのセールか何か）もちっと安かったです。

（といっても数百円）

それで、体験版じゃない本物は新たにダウンロードしまして。

アプリケーションフォルダに上書きコピーしました。

インストールしてあった PDIC はそのまま使えましたよ(｀·ω·´)

なんかサポートしてるソフトに一太郎の最新版もあったので、

体験版をインストールしてみたんですが、

新規作成しようとすると、エラーが出ます。

http://www.netjapan.co.jp/e/product/other/com/
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1149


何度やってもうまくいかないので、一太郎 2014 は諦めました。

買う前でよかったかも（´｡｀)

あと、mp3DirectCut もインストールできてます。

どうやって使うんだか忘れちゃったけど・・・・

古い方の MacBook Pro の BootCamp の Win7 は消しちゃったので、

MacBook Pro Retina で PDIC だけ使おうと思ってます。

辞書編集ができれば文句はないのだ(｀·ω·´)

VMWare Fusion と Windows を入れるよりずいぶん安くすんだし、

Mac のキーボードのままで PDIC が使えるので、

ま、いっか

と思ってます。



とりあえずロシア語の辞書だけいじれればよいのだ(^_-)-☆

CrossOver Mac 13 [ダウンロード]

ネットジャパン 2014-03-28

売り上げランキング : 406

Amazon by カエレバ

あ、Amazon の方が安い(T^T)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00JB3H9NS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00JB3H9NS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=CrossOver Mac 13&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com


GWのゆめシティはイベントも盛りだくさん

2014.05.04 Sun
さて今日は買い出しがちょこっとだったので(‾∇‾)
お茶をしてきましたよ

スティックスイーツファクトリーか、サンマルクカフェか、

どちらかでスムージー系を所望しようと思ったのですが

（フラペチーノとかそんな感じなんだけど）

スティックスイーツファクトリーのは480円に上がってました（´｡｀)
増税前は450円だったからそれを狙ってたのに（´｡｀)

ということで、470円のサンマルクカフェへ〜〜〜

今日はブルーベリーヨーグルトスムージーにしました。

ミィルのお写真で色を赤＆明るい方向に調整しちゃったので、

イチゴバナナスムージーとあまり区別がつきませんが（´｡｀)

で、今日は15時から何かイベントがあった模様で

ゆめ広場はごった返していましたよ

くまモン、来ないかな〜

来たら絶対行くな(‾∇‾)

http://miil.me/g/301qh


来たら絶対行くな(‾∇‾)



honto でも NHK語学講座4月号電子書籍100円セールやってるよ

2014.05.04 Sun
じゃじゃ〜ん

このバナーからうまくいけるかな？

honto でも、NHK語学講座のテキスト4月号が100円になってます。

というわけでいままで持ってないのとかありましたら、

Kindle 93円 honto 100円のセール中ですので

ぜひどうぞ(^_-)-☆

あれ、honto のポイントはつかないのかな？う〜む

まとめて買うとめったやたらにポイントがつくキャンペーン中なんだけどな

試してみたいけど、あたしゃ4月号はほとんど全部買ってるので(‾∇‾)
ためせませ〜ん

まだ買ってない方、今から始めたい方、ぜひどうぞ(^_-)-☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+HUSFL&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fcp%2Febook%2F2013%2Fnhk-text%2Fspecial-price%3Fcid%3Dip_eb_albn_r02
http://www.amazon.co.jp/gp/feature.html/?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&docId=3078138606&linkCode=ur2&pf_rd_i=2275256051&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_p=174185649&pf_rd_r=1NA6J9M6AABY8VWSQ6SB&pf_rd_s=right-3&pf_rd_t=101&tag=joeshomepag-22


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+C164X


Google こどもの日のロゴがかわいい

2014.05.05 Mon
日本の祝日も考慮してくれてるんですね〜

本日の Google は、こどもの日のロゴになってました。

鯉のぼりもあって、かわいいですね(〃'▽'〃)

こどもさんたちが健やかに育ちますように(-人-)



NHKラジオ まいにちロシア語 2014年4月号-【電子書籍
】
価格：93円

kobo もNHK語学講座4月号93円セールやってる

2014.05.05 Mon
まてよ、ひょっとして kobo もやってるんじゃないかい？

と調べてみましたら

やってました、93円セール！！！！

Kindle 93円、honto 100円、

そして kobo も93円セール中！

今日の放送から5月号に入ったので、過去の資料が欲しい方は

この機会にぜひどうぞ(^_-)-☆

電子書籍ならかさばりませんしね(｀·ω·´)

なお、kobo ならMacでも読めます。

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/123fabd9.87d4de7b.123fabda.dac0d940/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakutenkobo-ebooks%2F7ad8f63a46e83ff4b0ed91f1f760911c%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakutenkobo-ebooks%2Fi%2F13209540%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/123fabd9.87d4de7b.123fabda.dac0d940/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakutenkobo-ebooks%2F7ad8f63a46e83ff4b0ed91f1f760911c%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakutenkobo-ebooks%2Fi%2F13209540%2F
http://www.amazon.co.jp/gp/feature.html/?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&docId=3078138606&linkCode=ur2&pf_rd_i=2275256051&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_p=174185649&pf_rd_r=1NA6J9M6AABY8VWSQ6SB&pf_rd_s=right-3&pf_rd_t=101&tag=joeshomepag-22
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+HUSFL&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fcp%2Febook%2F2013%2Fnhk-text%2Fspecial-price%3Fcid%3Dip_eb_albn_r02


NHKラジオ 基礎英語1 2014年4月号-【電子書籍】
価格：93円

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/123fabd9.87d4de7b.123fabda.dac0d940/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakutenkobo-ebooks%2Fe5e14e0051383ed69d6a738ce8922b5b%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakutenkobo-ebooks%2Fi%2F13206287%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/123fabd9.87d4de7b.123fabda.dac0d940/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakutenkobo-ebooks%2Fe5e14e0051383ed69d6a738ce8922b5b%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakutenkobo-ebooks%2Fi%2F13206287%2F


あたりま10が当たった＼(^o^)／

2014.05.06 Tue
ええ、Gポイントがんばって貯めてるんですけどね

毎週火曜日更新の、あたりま10（テン）

なかなか当たらないけど当たったら10Gというやつ、

初めて当たりました＼(^o^)／

こんなことはめったにないので、画像を載せておきます(｀·ω·´)

うれしいなっと



ミスドの新製品をクーポンで食す。

2014.05.07 Wed
今日はお茶をするところを迷っていたのですが、（候補は3カ所）

元サブウェイのおねぇさんがいらしたので、ミスドにしました〜

さて昨日まで100円セールをやっていたミスタードーナツ、

今日から1週間使える、シューエクレ20円引クーポンがありまして

あ、チラシについてた方ですが

どど〜ん

先月からの新製品、クロワッサンドーナツも試してみましたよ

コップはうさちゃん(‾∇‾)v

シューエクレの現物は、思ったより小さかったです。

これなら2個ぱくっといけそうな感じ〜

クロワッサンドーナツの方をカスタードにしたので、

シューエクレはホイップにしてみました。

コーヒーはまだ一度もおかわりしたことがありません（´｡｀)
けっこう量があるんですよ、200円しないのに



3階のカフェ・シャムロックもおいしいんですけど、

あそこは現金なのでなかなか行けませんで・・・・・

スティックスイーツファクトリー

ミスタードーナツ

サンマルクカフェ

がいまのところのお気に入りであります。

共通点は、ゆめかで払えること(^_-)-☆

ミスド、秋に楽天ポイントが始まったらどうなるんでしょうね？

今からちょっと心配していたりします。

あ、メール会員のひとはシューエクレのクーポン来てますよ

条件はチラシのといっしょです

ご利用ください(^_-)-☆



久しぶりにサブウェイしてきた！

2014.05.08 Thu
今日はスポクラのあとで先輩に連れられて

シーモールのサブウェイへ＼(^o^)／

ゆめシティ店が閉店する日にいっしょだった先輩ですが

3ヶ月ちょっとぶりのサブウェイです。

私はクーポン利用の生ハム＆マスカルポーネ

先輩はサブセットのローストチキンなんちゃらソース

し、幸せ・・・・・・

シーモール店限定のキャンペーンをちょうどやってまして、

チャージしたらハーゲンダッツがもらえました。



あと、噂通り、アイスドリンクのカップが変わってましたよ

ホットはマグカップだったのでびっくりしました〜。

ゆめシティ店では考えられん・・・・・

その後リピエにも行きまして、サンマルクでお茶してきました。



私はというといつもとかわらずアイスティー(‾∇‾)
とりあえずスタンプもらってきました。

あ、Suica で払えましたよ(^_-)-☆

そんなわけで久しぶりのサブウェイ＆リピエ初体験でありました。

平日の午後で人はあまり多くなかったけど、

リピエはなかなか若向きでおっしゃれ〜、でしたな(｀·ω·´)

またいつか行きたいと思います。



リピエ初体験

2014.05.08 Thu
そんなわけでリピエにも行ってきたのでお写真を載せます

サブウェイからだったのですが、なぜか上にあがって、

人工地盤から2階の入り口に入ってみました。

中のお店を見ていたのですが（お写真撮り忘れた）

サンマルクカフェがゆめシティとは違って、

ソフトクリームがあるお店だったので、

外のショウウィンドウはこんな感じ

中のメニューのところもいろいろありました



1階には VIE DE FRANCE があります。



これ、新下関店はどうなんでしょうね？今度見てきましょうか。

サンマルクでリピエのポイントをつけたのですが、

1階でポイント発券機を発見しました(^_-)-☆

京王やら東京大丸みたいに来店ポイントがつくのかと思ったけど

つきませんでした（´｡｀)

土日は若い人で賑わうといいな。



BIGLOBE LTE・3G が楽天市場でも買えるようになった

2014.05.08 Thu
あらまびっくり、楽天市場にも BIGLOBE のお店が出来ましたよ

→プレスリリース

今ならポイント10倍です。

たとえばこいつ

BIGLOBE LTE・3G　SIMパッケージ（マイクロSIM）
posted with カエレバ

BIGLOBE 楽天市場店

楽天市場

ほぼスマホ、単体で買うとけっこうなお値段なんですね

AQUOS PHONE SH90B（端末のみ）
posted with カエレバ

BIGLOBE 楽天市場店

楽天市場

その分ポイントもすごいですが

（一発でダイヤモンド会員になれてしまう）

どこで買うのが一番お得か？よくわかりませんが

BIGLOBE LTE・3G 個人的にはかなりオススメで〜す。

というか愛用してます(^_-)-☆

http://www.biglobe.co.jp/pressroom/info/2014/05/140508-1
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbiglobe%2Fbs-0002%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbiglobe%2Fbs-0002%2F
http://kaereba.com
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/12a6b135.a13a30e5.12a6b136.e2c22b93/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FBIGLOBE%2520LTE%25E3%2583%25BB3G%2520SIM%25E3%2583%2591%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B1%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%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://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbiglobe%2Fbs-0004%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbiglobe%2Fbs-0004%2F
http://kaereba.com
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/12a6b135.a13a30e5.12a6b136.e2c22b93/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FSH90B%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://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


スポクラに行くのはバスの乗り継ぎが楽なのだ。

2014.05.08 Thu
さて今日は久々にスポクラに行ってまいりました

私事ですが、うちのお抱え運転手が運転をやめまして

廃車＆免許返上した関係で、車で行けなくなりました

そこで今日はゆめシティから新下関までバスで行って、

そのあとは歩くかバスか・・・と迷っておりました

シャトルバスの時刻表 (pdf) をご覧になればわかるように

ゆめシティ〜新下関のバスは40分に１本しかありません。

しかも190円（´｡｀)

で、スポクラの最寄りのバス停は、農協会館前なのですが、

長府方面に行くのと、安岡・横野方面に行くのと、

どっちも通るので、本数が多いんですな(｀·ω·´)

しかも、新下関駅の乗り場は、

ゆめシティからのバス乗り場の隣！！！！！

というわけで、ちゃっかりバスに乗ってみました。

農協会館前で降りてスポクラにむかうと

・・・・・楽ちん・・・・・・

チョー楽です。

でもまぁせっかく運動に行くんだから、

新下関まで、もしくは新下関から、のどっちかくらいは

歩いた方がいいかな〜、と思っています。

あ〜、最初のころは全行程歩いてたんですけどね（´｡｀)
ちょっと根性がなくなっておりまして・・・・

http://www.izumi.co.jp/youmetown/youmecity/access/pdf/jikokuhyou0201307.pdf


ま、そのうちそのうち！

行きは準備運動を兼ねて歩いて行って、

帰りは疲れたらバスでもいいことにしようかな〜

なんて思ってます。

がんばろっと。

ウィングスポーツクラブ、5/11までキャンペーン中です。

http://wing.navitown.com/


アプリの自動更新はよしあしかも

2014.05.09 Fri
昨日はいつもより長時間のおでかけだったのですが

LTE 使用量をみますと、どっちゃり（ﾟ◇ﾟ）

その前日までは25MBだったのに！

ひゃ〜〜〜、なんでやねん、何したっちゅ〜ねん

ラジオでもずっとかかっとったんかい

と思ったら



アップデートがどっちゃり（´｡｀)

これか・・・・

自動的に更新されるのもよしあしですな・・・・

GoodReader 4
300円
(2014.05.09時点)

Good.iWare Ltd.
posted with ポチレバ

新アプリ、期間限定300円らしいよ。

https://itunes.apple.com/jp/app/goodreader-4/id777310222?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/goodreader-4/id777310222?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/good.iware-ltd./id289191291?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


ミスドでまたキャンペーン＆新製品が出るよ 5/14(水)から

2014.05.09 Fri
さて今日は買い出しの途中にちょろっとミスドに行ってきました。

元サブウェイのおねぇさんに、昨日シーモール店に行ったことを

報告したりなんかして(〃'▽'〃)

で、今日は！クロワッサンドーナツ、2種類目！

コーヒーはやっぱりけっこう量があるので、おかわりしませんでした。

ドーナツにコーヒーって、合うよね(｀·ω·´)v

それでチラシがあったのでもらってきました。

またまた10種類100円セールがあるようですよ！



5/14(水)〜5/20(火)の7日限定です。

てかしょっちゅうやってませんか？(‾∇‾)

それと、同じく5/14(水)に、抹茶づくしの新製品が！

ポン・デ・抹茶チョコ

生チョコ抹茶パイ

スティックパイ 抹茶あずき

waff 抹茶チョコ

クランツリング 抹茶チョコ

あともうひとつ、ゆめシティ店ではなさそうですが、

ミスドビッツ抹茶ミックス

というのもあります。

・・・・・抹茶だらけ（ﾟ◇ﾟ）

さらに5/14(水)から6/8(日)までの26日間、

ミッフィーのトートバッグがもらえるキャンペーン！！！

8ポイントためるのが大変そうですが（´｡｀)



26日のうちに8回ミスドでお茶をすれば貯まるか。

がんばってみようかな(‾∇‾)

おめかし、か、おさんぽ、がいいんだけどな

間に合うかな？

がんばりま〜す。



今日はお米200円引クーポンが出たよ

2014.05.10 Sat
さて本日のゆめモバクーポン、

お米全品200円引というのが出てました

限定20枚とかなので、開店早々、そそくさと行ってきましたよ

最近は正面玄関も9:30より前に開いているようです。

前は食品館入り口だけだったんだけど、要望があったのかな。

で、例によってガラガラを引いていったわけですが。

この、カートにひっかけられるフック、便利ですわ〜

これがあるとないとじゃ大違い。

ガラガラを買われる方は、フックがあるやつを選ぶといいと思いますよ

ナカバヤシ RQC-C101DR RQショッピングカート/ドット赤

ナカバヤシ

売り上げランキング : 23200

Amazon
楽天市場 by カエレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0047BZQ2A/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0047BZQ2A/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=RQC-C101DR&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/12a6b135.a13a30e5.12a6b136.e2c22b93/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FRQC-C101DR%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


赤もかわいいかも(〃'▽'〃)

で、ゆめモバの抽選で、2000円以上買うと

1等 1000円引

2等 500円引

3等 100円引

というのがあるんですが

まぁ例によって3等でございまして(‾∇‾)

お米のクーポン使ったら2000円行かないかな〜

とか思っていたら

税込2319円。2000円超えちゃった（ﾟ◇ﾟ）

しかも今日はゆめカードクレジットの日、

2000円以上のご利用で100ポイントもらえるわけですが

クーポンを両方使っても、2019円で、100ポイントついた＼(^o^)／
これは税込で計算するんですね(._.) φ メモメモ

あとゆめタウンのポイントはクーポン適用前のにつくのですね



ゆめモバクーポン、お得かも(｀·ω·´)



今日の Google は、母の日おめでとう

2014.05.11 Sun
はい、今日は母の日ですよ

Google さんも、母の日を祝っておられます

うちは

みんなでおはぎを食べました(‾∇‾)v

花よりだんご。



今日はてくてく歩いてみたよ

2014.05.11 Sun
こないだスポクラに行くのにバスを乗り継いだのですが、

どうやら新下関駅までの途中にバス停があるようだ！

ということで、場所を確かめに行ってきました。

コープの向かいのローソンの向かいに、ありました(｀·ω·´)

1日に何本かしか通らないのですが、

ちょうどいい（ちょっと早めだけど）時間のがあるのを確認！

この次はここまでがんばって歩くことにしましょうか。

というわけでそこからまたてくてく歩いてゆめシティに戻り

ポイント5倍＝スタンプも5倍のサンマルクカフェでランチ

チキン南蛮とローストチキンのサンドイッチ+野菜ジュース。

・・・・サブウェイみたい・・・・・

久々にだいぶ歩いたので、くたびれました（´｡｀)
まだスポクラまで往復するのはきつそうです。



iPad mini Retina 整備品、挙動不審

2014.05.11 Sun
こないだ iPad mini Retina 整備品が出ているのを見て、

逡巡したのですが

ポチってしまったんですね

それが本日届きまして・・・・・

前の iPad mini （も現役ですが）から復元しようとしたんですが

な〜んかうまくいかず

ブルースクリーンになって落ちたりとか

再起動しようとしてもまた落ちたりとか

なのでサポートに連絡して郵送することにしました。

郵送ってかたぶん黒猫さんだとは思うんですが。

いや〜箱にシリアルナンバーが書いててよかった〜

「情報」から見ようと思っても、再起動、しないんだもん（´｡｀)

この端末、曰く付きだったのかもしれませんな・・・・

ま、整備品を買ったので、新品にはならないと思いますが

たぶん交換でしょう

そのまま返ってこられても、ちょっと困る（´｡｀)

# その後

iPad mini Retina が運ばれていった (5/12 19:47)
iPad mini Retina の交換品が発送されたらしい (5/14 19:54)
iPad mini Retina が返ってきた (5/15 16:47)
iPad mini Retina 復元完了 (5/15 18:42)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1212
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1215
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1218
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1219


WiMAX 2+ モバルタ ハイスピードエリアモード無料キャンペーン延長

2014.05.12 Mon
プレスリリース出ました

Wi-Fiルーター「Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD14」の「ハイスピードプラスエリ

アモード」オプション利用料無料キャンペーン延長について

KDDI、沖縄セルラーは2014年1月1日から実施中のWiMAX 2+に対応したデータ通信端

末「Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD14」をおトクにご利用いただけるキャンペー

ンを、2014年7月末まで延長します。

1．キャンペーン概要

Wi-Fiルーター、「Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD14」で、エリアが広い4G
LTE（800MHz）と受信最大110MbpsのWiMAX 2+対応の「ハイスピードプラスエリ

アモード」（通常月額オプション利用料1,005円（税抜））を無料でご利用いただけ

ます。

2．延長後の適用期間

2014年1月1日〜2014年7月31日
※当初2014年5月31日から2カ月延長。

そっか、5/31までの予定でしたね。

といっても、下関には7月末まで WiMAX 2+ は来ないようなので

http://www.au.kddi.com/information/topic/mobile/20140512-01.html
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+HX5B5


あまり関係ないかな。

下関で HWD14 が売れてるとはあまり思えないよな〜

というわけでこのままなし崩し的にオプション無料になってほしいものです(｀·ω·´)

がんばれ WiMAX。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25KU6P+66O50Y+2LL6+639IP


ゆめシティ近辺も7月末までにLTEが速くなるよ

2014.05.12 Mon
WiMAX 2+ はまだ来ないんだな〜、というのがわかって、

ふと気になったので、docomo の LTE エリアを調べてみました。

4月末の時点ではまだですが、7月末までにゆめシティも

受信時最大１１２．５Ｍｂｐｓのサービスエリア

に入ります＼(^o^)／

うれしいですね(｀·ω·´)

ミィルでカフェのお写真をアップするのも、

ちゅるるるっ！と速くなるでしょうか。

楽しみです。



スティックスイーツファクトリー、明日5/13(火)に新製品が出るよ

2014.05.12 Mon
スティックスイーツファクトリーからメルマガが届きました。

明日、5/13(火)から新製品が出るようです。

苺のチョコレートショートケーキ 270円

チェリームース 250円

http://sticksweets.jp/


チェリームースの方は250円なので、お得なセット（13時まで）にできますが

チョコレートショートケーキの方は

なんと

270円→220円になるクーポンが、メールで届きました＼(^o^)／

なので、紅茶320円と組み合わせて540円きっかり

ポイントがお得につくわけです(｀·ω·´)

いちどに2本以上食べるのはちょっと多い気がしてきたので、

午後になってから行くときに苺のチョコレートショートケーキ、

13時までに行けるときにセットでチェリームース、

という作戦でいきたいと思います(｀·ω·´)

ゆめモール店もよろしくね(^_-)-☆
（といいつつ私はまだ行ったことがない）



ハーゲンダッツが当たった＼(^o^)／

2014.05.12 Mon
いつどこで（たぶんFacebookかTwitterだけど）応募したのか

すっかり忘れていたのですが

ハーゲンダッツが当たりました＼(^o^)／

やった〜＼(^o^)／

製品紹介ページはこちら

うまそうだ。

さっそく、住所などを登録しましたよ

楽しみです(｀·ω·´)v

# 5/30 追記：来ました＼(^o^)／

http://www.haagen-dazs.co.jp/products/crunchy-crunch/crunchy-vanillachoco.html
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1248


iPad mini Retina が運ばれていった

2014.05.12 Mon
昨日来ていきなり再起動を繰り返すなど挙動不審だった iPad mini ですが。

クロネコさんに連れられて、行っちゃいました。

夕べの時点で最も早い集荷が今日の18〜21時だったので、

それで申し込みましたところ

ついさきほど、19:30ちょいすぎくらいにいらっしゃいました。

梱包材をお持ちになりまして

その真ん中にぱこっと iPad mini Retina を置き

がしがしっと固定されて

運ばれて行きました。

運賃は着払いです。

てか整備品なのに初期不良って、どんだけ不良やねん（´｡｀)

元気になって帰っておいで〜(^_^)ノ""""

# その後→iPad mini Retina の交換品が発送されたらしい (5/14 19:54)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1207
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1215


かにくじ、2等100ポイントが当たった＼(^o^)／

2014.05.13 Tue
今日はスポクラの日でぐるぐる動き回ったのですが

時間調整で待っていた新下関駅の待合室で

Wi2premium_club につないで楽天のくじをひいたら

かにくじが当たりました＼(^o^)／

いつもの通り、3等の1ポイントだと思ったら！！！！

え、100ポイント？（ﾟ◇ﾟ）



やった〜

初めて見ました。うれしいです。



スティックスイーツファクトリーとミスドで新商品コンプリートの巻

2014.05.14 Wed
スティックスイーツファクトリーで昨日新発売の

苺のチョコレートショートケーキ

チェリームース

ふつかかけてコンプリートいたしました＼(^o^)／

あ、抹茶小豆シューもありますが(〃'▽'〃)
セットにできるぎりぎりの値段なものでやってみましたが、



やはり2本のセットは・・・・・甘い・・・・・・

さらに今日抹茶関連製品が新発売のミスドを見に行きましたところ

知らない新商品があったので思わず所望してしまいました。

フローズンパーラー＼(^o^)／

クーポンも使わせていただき、

ミッフィーのトートバッグがもらえるポイントカードも

しっかりいただきました。

で、フローズンパーラー、まずは苺



たっぷり入ってますね

練乳とよく合います

ぱくぱく

で、今日は都合でゆめシティにか〜な〜り、長くいたので

ミスタードーナツには何度も行ってしまいまして

今日からやってる100円セールに乗っかってみたところ、

なんとフローズンパーラーは試食ができるということで



パインの方も食べさせていただきました(｀·ω·´)

どちらもおいしいので、交互に食べようと思います。

今日はとにかく時間をつぶさないといけなかったので、

こないだ買ったキーボードカバーを利用してみましたよ

iPad mini のスタンドにもなるのが、なかなかいい感じです。

白には赤が映えるんじゃないかと思ってましたが、正解でした。

【 Incase 】 Origami Workstation for Apple Wireless Keyboard and iPad (各モデル対応)
ケース カバー 赤 CL60296

posted with カエレバ

inCase

Amazon

そんなわけで、ミスタードーナツもスティックスイーツファクトリーも

新製品どちらもおいしいので

お近くの方はぜひどうぞ(^_-)-☆

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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=CL60296&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22


iPad mini Retina の交換品が発送されたらしい

2014.05.14 Wed
先日、挙動不審のため修理センターに送った iPad mini Retina 整備品ですが。

今日先方に届いたらしく、サクッと交換品が発送されました。

5日くらいで届くんだそうですが

クロネコさんのＡＤＳＣ支店から夕方に「発送」されてるので

フツーなら明日とかに届くんだけどな〜

どうなんでしょうね

今度のは大丈夫だといいんですが・・・・・

あと昨日 kobo arc 7 HD がウンともスンとも言わなくなりまして

これもサポートに連絡とったりなんだりしております。

リセットかけたいんだけど、それもできない状況・・・・・

丸一日以上充電してからリセットしろ、という話なので、

ただいま鋭意充電中でございます。

こっちもはやく正常になるといいんだけど・・・・・

kobo glo とか Kindle Paperwhite とかは丈夫でいいですね(｀·ω·´)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1207
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1212


Kindle Paperwhite（ニューモデル）
posted with カエレバ

Amazon 2013-10-22

Amazon

# 続き：iPad mini Retina が返ってきた (5/15 16:47)

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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Kindle Paperwhite&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1218


kobo arc 7HD が交換になりそうだ。

2014.05.15 Thu
やはり起動しない kobo arc 7 HD ですが。

サポートに再度連絡したら、交換になるようです。

シリアルナンバーやら送付先やら、いろいろ記入し

（テンプレをつけてくれた）

必要事項を記入した保証書の写真

買った日とかがわかる書類

本体の表・裏の写真

を添付してね、3MB 以内におさめてね

ということだったので。

はいはい、と書類は ScanSnap S1100 でスキャンし、

本体の表裏とも iPod touch で写真を撮ったワケですが。

どう考えても、写真2枚で3MBにはおさまらない・・・

圧縮しなくてはいけない・・・・・

で、圧縮のしかたがよくわからないので、エイヤッと

Facebook に「自分のみ」でアップロードし

その写真をダウンロードしてきたら

みごと！数百キロバイトに圧縮されてました。

Facebook の新しい使い方を覚えました(‾∇‾)

もちろん、その投稿はすでに削除してありますよ

（残しておいても自分のみだから問題ないけど）

kobo arc 7 HD の画面はかなりきれいで読みやすかったので、

ちゃんとしたのが返ってくるといいなぁと思っています。



Kindle アプリで雑誌が読めなかったのもなおってるといいな。



http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/0ffeef03.9a11b3cd.0ffeeefa.45200421/


【Kobo Arc 7HD（16GB） ＋ 超高速インターネット「楽
天スーパーWiFi」GL10P】Kobo Arc 7HD(16G...
価格：13,451円（税込、送料込）

kobo arc 7HD を着払いで送った。

2014.05.15 Thu
そんなわけで kobo arc 7 HD の不調事件の続きです。

着払いで返送いたしました。

箱は kobo arc 7 HD が入ってきたのをそのまま使いました。

充電器と USB ケーブルは返送しなくていいそうです。

保証書と納品書のコピーは免除してもらいました。

（スキャンして画像を送ってある）

ゆめシティでは、ゆうパックとクロネコさんを扱っていて、

着払いの紙もちゃんとありました。

縦横高さをメジャーで測っておられましたが

サイズは「60」というやつになってました。

お問い合わせ番号と配送会社を知らせてね、ということだったので、

伝票そのものをスキャンして添付した上で、番号を書いて返信しました。

さて今度はちゃんとしたのが来るでしょうか・・・・

ドキドキです。

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088106%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000291%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1253fada.d8e848a0.1253fadb.be8fe915/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi001281088106%2F%3Fscid%3Daf_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Frakuten24-kobo%2Fi%2F10000291%2F


# 続き：kobo arc 7HD の交換品が発送されているらしい (5/18 20:28)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1224


iPad mini Retina が返ってきた

2014.05.15 Thu
1週間くらいかかる、と聞いていたのですが、

先日返送した iPad mini Retina が返ってきました。

iPad mini Retina 整備品、挙動不審 (5/11 20:36)
iPad mini Retina が運ばれていった (5/12 19:47)
iPad mini Retina の交換品が発送されたらしい (5/14 19:54)

で、まいにちロシア語の再放送が始まったあたりに

返ってきました。

すっごい簡素な包装でした（ﾟ◇ﾟ）

まずは WiFi つなげるように設定しないといけないので、

キーボードは日本語（ローマ字・絵文字）をはずし、

英語 US だけにしておきました(｀·ω·´)v

iCloud バックアップから復元しようと思ったのですが、

やはり iOS 7.1.1 になってないらしく、できません。

いったん「新しい iPad」として設定して、

現在ソフトウェア・アップデートのダウンロード中です。

この後の流れは

iOS 7.1.1 にアップデートする

iCloud から前の iPad mini のバックアップを復元する

もしくは、iTunes からバックアップを復元する

でいいはず・・・・・なんですが

新しい iPad としてちまちまアプリをダウンロードした方が

安全ですかね？

とりあえずキーチェーンはオンにしてあるんですが。

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1207
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1212
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1215


ま、iOS 7.1.1 になってから考えましょうか。

# 続き：iPad mini Retina 復元完了 (5/15 18:42)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1219


iPad mini Retina 復元完了

2014.05.15 Thu
そんなわけでさっき返ってきた iPad mini Retina ですが、

やはり一から設定するのはめんどくさいので、

iPad mini のバックアップから復元することにしました。

iPad mini Retina を iOS 7.1.1 にアップデートしておいてから、

リセットをかけます。

すべてコンテンツと設定を消去

というのをやると、初期設定ができます。

言語設定、住んでいるところの設定、からやり直し！

ここでキーボードはやはり　英語　のみにしておいて

おうちの WiFi につなぐようにパスワードを入れて

途中忘れましたが(‾∇‾)

iCloud バックアップから復元

というのをやります。

その前に、念のため iPad mini (2012) の方で、

バックアップをとっておきました。

で、最新のバックアップを選んで復元します。

これはサクッと終わるんですが

アプリのダウンロードやらなんやらが、時間かかります（´｡｀)
ほったらかしでよいので、待ってるだけですが。

懸案の EBPocket のロシア語辞書（自作のPDIC辞書）も

ちゃんとダウンロードされましたよ（これが最後になった）。



あ、「情報」から端末の名前を変えました。

2012 mini がふたつあっても困りますからね。

で、honto や kobo や Kindle のアカウントを再設定して、

電子書籍をいくつかダウンロードしたところです。

ここまでで、約2時間。

ふぅ。

今度の iPad mini Retina は、ちゃんと使えますように。

あ、これに懲りたので、MacBook Pro Retina 整備品の方で

AppleCare に入りました。

iPad mini Retina と iPod touch 5th の整備品についても、

しばらく使ったら AppleCare に入ろうかなぁ。。。。。。

けっこう高いから、迷います。

はぁ、疲れた・・・・・



OS X 10.9.3 にアップデートしたよ

2014.05.16 Fri
OS X Mavericks のアップデートが出ているということで、

メインの MacBook Pro Retina をアップデートしましたよ

OS X Mavericks
無料
(2014.05.16時点)

Apple
posted with ポチレバ

10.9.2 からのアップデートだからか、あっという間に終わりました。

何が変わったんでしょう？？？？？

MacBook Air の方もやるかな〜

古い MacBook Pro と Mac mini は Lion のままです。

ときどき「アップデートあるよ」といわれるんですが

どうでしょうね

フツーに使えてますしね（用途が限られている）

Lion からだと時間がかかりそうな気もしますが、

10.9.2 からだとサクッと終わるので、週末にでもどうぞ(^_-)-☆

https://itunes.apple.com/jp/app/os-x-mavericks/id675248567?mt=12&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/os-x-mavericks/id675248567?mt=12&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/apple/id284417353?mt=12&uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


土曜日はゆめモバ会員5倍＆ゆめカードクレジットの日

2014.05.17 Sat
今日はゆめモバクーポンで輝黄卵100円引というのが出るので、

開店からわりとすぐにゆめシティに行ってきましたよ

9:30 に近かったのですが

既に何枚か、クーポンが発行されていました（ﾟ◇ﾟ）

狙ってる人、けっこういるんですね・・・・・

そして今日はゆめモバ会員2000円以上買ったら

1等 1000円引

2等 500円引

3等 100円引

という抽選があったのですが

mono ステーション 1000円以上で200円引、というクーポンを

使ったのは覚えてるんだけど

輝黄卵100円引クーポンはあったんだけど

なぜか、抽選のクーポンはなくなっていました（´｡｀)
どこかに落としたみたい・・・・

はぁ（´｡｀)

今日はクレジットの日でもあります。

チラシをもらってきたのでスキャンしてみました。



4000円買うよりは2000円を2回にわけた方がお得(｀·ω·´)

・・・ま、そんなことはめんどくさいのでしませんが（´｡｀)

というわけで土曜日は「2000円」まとめるのがコツ！

ま、100円引クーポンはどっかいっちゃったけど（´｡｀)
誰か使ってくれたらまぁいいや。

がっつり荷物が重かったので、今日はお茶も何もしませんでした。

ミスドのフローズンパーラー、食べたいな〜

そうそう、明日は専門店ハッピーデーですよ(^_-)-☆
スティックスイーツファクトリーとミスドは5倍にならないかな？

サンマルクはたぶんスタンプも5倍のはず！

うふふ（また行っちゃいそうな勢いですな）



honto で今週末限定・電子書籍50%オフクーポンが使えるよ

2014.05.17 Sat
NHKの語学講座テキスト電子書籍を買うのに、

本も電子書籍も送料無料の総合書店「honto」を愛用しているのですが。

kobo や Kindle でも出てるから、今月はそっちも試してみようかな、

と思っていたら。

5/16〜18 限定！電子書籍全品50%引！1回限り！

というクーポンがでていたので、さっそく取得しました。

全商品200円引というクーポンがこないだメールで届いて、

それは基礎英語１の6月号を買うのに使ったのですが

あとのはまだ買わずにおいたんですね(｀·ω·´)
おりしも今月は18日が日曜日なので、各国語講座は17日発売。

やった(｀·ω·´)v

ええ、もちろん買いましたよ、買いましたとも

まいにちロシア語、中国語、・・・・・

スペイン語だけもうやめることにして。

1000円で200ポイントくれる、というのもあるので

それも使えるようにポイント利用を調整しまして

実質800円で、何冊買ったんでしょう（ﾟ◇ﾟ）

ありがたやありがたや。

というわけで電子書籍でNHK語学講座のテキストを買っておられる方、

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+C6QR6


6月号を今買うなら今週末（明日まで）は honto をオススメします(^_-)-☆



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+CBVXT


ゆめシティの専門店ハッピーデーはカルディもポイント5倍だって

2014.05.18 Sun
本日の買い出しはお野菜中心だったので、まずは農協へ

我が家では「南津海」という柑橘類が定番になっております。

→紹介ページ

見た目は、みかんです。味もそうですな(‾∇‾)
おいしいですよ。

で、今日はゆめシティ専門店ハッピーデーということで、

サンマルクカフェ

ミスタードーナツ

のどちらかでお茶をしよう、ということでゆめシティに入りました。

ミスドはミッフィーのトートバッグがもらえるポイントカードを

集めているので、なるべく行こうと思っていたのですが

けっこうたくさんお客様がいらっしゃいまして・・・・・・

専門店ハッピーデーで5倍になるのかどうか、確認できませんでした（´｡｀)

カルディでコーヒーの試飲をさせていただいたときには、

「本日はポイント5倍です！！」と朗らかに教えていただきましたよ

コーヒー豆はカルディで買うことにしているので、

今日の専門店ハッピーデー

20日のゆめタウンデー

25日のゆめかの日

がいまのところチャンスですな(｀·ω·´)

でもまぁなるべく遅い方がいいので（挽き立てが飲めるので）

http://ww5.tiki.ne.jp/~kozo-yama/


今日はたしかまだ前の豆が残ってたから、買わずに帰ってきましたよ

で、サンマルクでスムージーを飲んできました〜

苺バナナスムージー

ではなく、ブルーベリーヨーグルトスムージーです。

こないだより美味しかった気がします。

量もこないだより多かった気がします(｀·ω·´)

ポイントもスタンプも5倍で、満足まんぞく(｀·ω·´)

ポイント5倍の日に買い物をすることが多いので、

500円値引き券を使う日がなかなかありません（´｡｀)
何倍でもない日、が意外に少ないんですな

お財布に入ってる現金よりも値引き券の方が多いんですけど（ﾟ◇ﾟ）

ま、そのうち使いましょう(^_-)-☆



kobo arc 7HD の交換品が発送されているらしい

2014.05.18 Sun
着払いのゆうパックで送り返した kobo arc 7HD、

まだ先方に配達はされてないのですが

とりあえず先方の郵便局には到着しているようです。

でっ、ついさきほど、クロネコヤマトさんからメールが来ました

■品名：Arc 7HD black 16GB
■商品名：宅急便

■ご依頼主：楽天株式会社　様

ほわ〜、びっくり

お問い合わせ伝票番号も載ってたので、問い合わせてみますと

確かに、発送されているらしい（ﾟ◇ﾟ）

着払いで送り返すところがちょっとめんどくさかったけど、

思ったよりやるじゃん、楽天kobo

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1217


今度の端末はちゃんと動きますように(-人-)



http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/0ffeef03.9a11b3cd.0ffeeefa.45200421/


iPad で親指シフトできるエディタ、バージョンアップが出たよ

2014.05.18 Sun
じゃじゃ〜ん

N+Note for NICOLA
1,500円
(2014.05.18時点)

Katsumi Kishikawa
posted with ポチレバ

バージョンアップ、来ました！

外部キーボードで、ほぼちゃんと親指シフトできるようになりました。

「ほぼ」というのは、NICOLA配列（orz じゃない方）だと、

後退キーがずれてるから、というのと、

右シフト・左シフトキーが私のいつもの設定とはずれているから、

なのですが

それでも！

外部キーボードで親指シフト入力ができるということは！

iPad mini でも実用になる、ということでございます(｀·ω·´)

なお、このバージョンから値上がりしました。

これでこないだ買ったキーボードカバー＆スタンドが役立ちそうです(｀·ω·´)
うれしいな〜〜〜〜

【 Incase 】 Origami Workstation for Apple Wireless Keyboard and iPad (各モデル対応)
ケース カバー 赤 CL60296

posted with カエレバ

inCase

Amazon

赤がかわいいです(｀·ω·´)

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
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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=CL60296&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22


iPad の親指シフトエディタ、シフトの位置を調整してみた。

2014.05.19 Mon
さて待望の外付けキーボードがNICOLAに対応した、

iPad 用親指シフトエディタ N+Note ですが。

シフトキーの位置が、ふだん使っているのと違うので(T^T)
ちょっと打ちにくい(T^T)

で、作者さまがおっしゃるには

アプリをインストールした状態でiTunesにデバイスを繋ぐとApp>ファイル共有のとこ

ろにNicolaEditorが出てきます。

そこにUserDefined.jsonがあるのでそれが外部キーボードのカスタマイズ用レイアウ

トファイルです。それをコピーして編集、上書きして戻して、外部キーボードの設定

からユーザー定義を選ぶとカスタマイズした設定が使用できます。

とのことなので、いつものように左英数右スペース、: 後退キーになるよう

調整してみました。

もとの定義ファイルの抜粋

=====
{"49" : "DEL",
"224": "KANA/EISU",
"225": "SHIFT",
"229": "SHIFT",
"145": "KANA/EISU",
"44" : "LSHIFT",
"144": "RSHIFT"
}
=====

書き換えてみたところ

====
{"49" : "DEL",



"52" : "DEL",
"224": "KANA/EISU",
"225": "SHIFT",
"229": "SHIFT",
"144 ": "KANA/EISU",
"145" : "LSHIFT",
"44": "RSHIFT"
}
====

これでいちおう、できている気がしますが

英数／かなの切り替えが「かな」キーになっていて、

英数を単独で押した時に英数にならないので

ちょっとそのへんがふだん（TESLAで打ってる時）と違う感じです。

KeyRemap4MacBook で orz 配列をしている方にとっては

この書き換えは必要ないと思います。

あってるかどうかわからないけどとりあえずのご報告。

N+Note for NICOLA
1,500円
(2014.05.19時点)

Katsumi Kishikawa
posted with ポチレバ

もちっと使い込んでみたいところですね。

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


Calendars 5 が無料になってる〜

2014.05.19 Mon
以前、割引の時に買って重宝していた、Calendars 5 というアプリ

Calendars 5 - タスクマネージャ搭載、Google カレンダーとも同期可能なスマート・カレンダーアプ

リ

無料
(2014.05.19時点)

Readdle
posted with ポチレバ

バージョンアップでアイコンが変わったな〜、と思っていたら

なんと無料になっているそうです（ﾟ◇ﾟ）

期間限定なのかずっと無料なのかわかりませんが

けっこう気に入ってるので、もしよろしければこの機会にぜひ(^_-)-☆

# 5/21 20:03 追記：いま見たら300円になってました（ﾟ◇ﾟ）

Calendars 5 - タスクマネージャ搭載、Google カレンダーとも同期可能なスマート・カレンダーアプ

リ

300円
(2014.05.21時点)

Readdle
posted with ポチレバ

# 5/31 18:08 追記：いま見たら700円に戻ってました(‾∇‾)

Calendars 5 - タスクマネージャ搭載、Google カレンダーとも同期可能なスマート・カレンダーアプ

リ

700円
(2014.05.31時点)

Readdle
posted with ポチレバ

https://itunes.apple.com/jp/app/calendars-5-tasukumaneja-da/id697927927?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/calendars-5-tasukumaneja-da/id697927927?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/readdle/id285035419?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
https://itunes.apple.com/jp/app/calendars-5-tasukumaneja-da/id697927927?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/calendars-5-tasukumaneja-da/id697927927?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/readdle/id285035419?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
https://itunes.apple.com/jp/app/calendars-5-tasukumaneja-da/id697927927?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/calendars-5-tasukumaneja-da/id697927927?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/readdle/id285035419?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


kobo arc 7HD の交換品が届きました

2014.05.19 Mon
懸案の、kobo arc 7HD の交換品が届きました。

ただいま鋭意設定中です。

言語を設定

ネットワークを選択→パスワードを入力

で、バージョンアップがあったのでダウンロードして

デバイスの設定、とやらをやり

（ここでしばし待つ）

kobo にログイン！

設定完了です。

さぁ、今度のはちゃんと使えますように。

なるべくほったらかしにせずにこまめに使おうと思います。



http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/0ffeef02.5b56ab1a.0ffeeefa.45200421/


kobo arc 7HD 交換品ふつかめ〜

2014.05.20 Tue
そんなわけで kobo arc 7HD の交換品が昨日届きまして。

設定はなんとかできました。

前回、楽天のアプリをことごとく削除したらコケたので

（たぶん関係ないとは思うのですが）

念のため、プリインストールしてあるアプリはそのままにしてます。

で、Kindle アプリを入れたわけですが。

相変わらず、読める雑誌と読めない雑誌があります。

読めるもの

NHK出版 日本放送協会 ＮＨＫ出版 2014-03-18 売り上げランキング : 1249

Kindle by ヨメレバ

なぜか NHK のテキストのうちこれだけは読めました。

ウォルター・アイザックソン,ヤマザキマリ 講談社 2013-08-12 売り上げランキング :

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

読めるけど、いまいちおもしろくない・・・・

文章の方がよかったかしらん・・・・

あと雑誌類はアウトのものが多いようなので、

もはやダウンロードもやめてしまいました（´｡｀)

kobo の雑誌はもちろんちゃんと読めます。

画面がきれいなので、細かい文字もバッチリです。

（拡大するけど）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFIIKG/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IFFIIKG/joeshomepag-22/
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00EDH5614/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00EDH5614/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4063768759/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


あとブラウザはデフォルトではたとえばこのブログなどは

スマホ版が表示されるようです。

honto のアプリは使えません。（非対応）

最近は fujisan で電子書籍を買ってなかったんですが、

試しにアプリを入れてみたら、ちゃんと読めました。

（NHKのまいにちイタリア語など）

honto 非対応がイタイなぁ（´｡｀)
kobo 版で買えば手持ちの端末（Mac含む）全部で読めるなぁ・・・・

と、いろいろ悩んでいたりします。

端末として薦めるかというと・・・・

kobo 書籍に限るなら、いいと思います。画面きれいだから。

Kindle も読みたいとなると、リフロー型の書籍はいいけど、

画像になっているのは読めるかどうか「買ってみないとわからない」

というところに問題があるといえばいえます

こないだの壊れた端末と今のと両方同じ結果が出ているので、

たぶん個体差ではないのだろうと思います。

フロントライトで目に優しいというわけでもないので、

フツーの Android タブレットの方がつぶしがきくかもね。

といいつつバナーを貼っておきましょう(‾∇‾)



いまお求めになれば、1年間楽天ポイント2倍です。

期間限定じゃないフツーのポイントになるんだって（ﾟ◇ﾟ）

たのしみ(｀·ω·´)

kobo arc 7HD （32GB・ブラック） T416KJBKSLC32
posted with カエレバ

kobo

Amazon
楽天市場

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/0ffeef03.9a11b3cd.0ffeeefa.45200421/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HJ2M8A2/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HJ2M8A2/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=kobo arc&__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%2Fkobo%2520arc%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


ミスドのミッフィーキャンペーン、もうちょっと

2014.05.21 Wed
買い出しのついでにお茶をするのは、ここんとこ

ミスタードーナツが定番です(｀·ω·´)

というのも、8ポイント集めたらミッフィーのトートバッグがもらえる

キャンペーンをやっているからです(｀·ω·´)

かわいいでしょ？

私は1番右のが第一希望。真ん中が第二希望です。

で、昨日までは100円セールをやっていたので

こんな感じで



今日はフローズンパーラーのクーポンを使って

練乳たっぷり〜♪

がんばったので、あと2枚になりましたよ(｀·ω·´)

あ、今日は別のお客様が左のやつをもらってました（ﾟ◇ﾟ）

「もうもらってる〜」と驚いていたら、

「まだたっぷりありますから大丈夫ですよ(^_-)-☆」って

サブウェイのおねぇさんに言われました

・・・あ、モト、です

抹茶の新製品をまだ食べてないので、クーポンを使って

食べてこようかな〜

それとパインの方のフローズンパーラー。

完璧だ！＼(^o^)／

はやく欲しいな、ミッフィーのトートバッグ。



ミスドゆめシティ店に今日から抹茶のパイが来た

2014.05.22 Thu
さて鋭意ポイントカードを貯めている、ミスタードーナツですが。

本日は、メールクーポンを利用して(‾∇‾)
フローズンパーラー　パインの方を所望してまいりました。

前に食べた時は、練乳がちょっと甘すぎるかな？と思ったのですが、

今日はちょうどいい甘さでした。

あたしの好みがわかっているのかもしれない(｀·ω·´)

で、「今日から」という話なのですが、抹茶の新製品のうち、

パイ類が入ったそうなので、お写真撮ってきましたよ



おいしそうですね(｀·ω·´)

ポイントカード、あと1枚でミッフィーのトートバッグがもらえるので、

最後にキメるのはこれ（とコーヒー）にしようかな、と思ってます

うふふ、楽しみ(〃'▽'〃)



ゆめシティ、今週末(5/23〜25)はゆめかで5倍

2014.05.22 Thu
なんだかよくわからないんですが、ゆめシティ、

めったやたらにポイント5倍！

明日から3日間、5/23,24,25 と「ゆめかの日」扱いで、

ゆめか支払いでポイント5倍になります。

24日土曜日は、クレジットの日、も同時開催なので、

クレジット払いの方がちょっとお得かもしれません。

（ゆめモバ会員は土曜日ポイント5倍なので）

あとまだいろいろあるのでチラシのスクショを載せてみると

25日の、1万円チャージでボックスティッシュもらえるキャンペーン、

今月もやるようですな(｀·ω·´)

先月は所用で出遅れたので、今度はちゃんと行かなくちゃ！

あ！

23日から5倍になるんだったら、20日のゆめタウンデーに

無理してコーヒー買ってくるんじゃなかったな（´｡｀)
あの雨の中、苦労して行ってきたのに・・・・



ま、いっか

そんなわけで今日の買い出しは500円割引券を使って、

必要最低限のものだけ買ってきたのでした。

明後日のクレジットの日にがっつりまとめ買いしようと思います。

ミニ新幹線、オトナはだめかな？(‾∇‾)



モスとミスドのとりかえっこ！ 5/28(水)から

2014.05.22 Thu
今日はミスタードーナツでチラシをもらったのですが

じゃじゃ〜ん

ミスドのライスバーガー！

これは〜

そそられますね(｀·ω·´)

ただし、ゆめシティ店では取り扱いがないそうです(T^T)
残念ですね・・・・・

シーモールと山の田では扱ってるでしょうか？

新下関のコスパにあるモスではドーナツをやってるでしょうか？

チェックできたら、報告しますね(^_-)-☆





ミスド、5/28(水)からまた100円セール

2014.05.22 Thu
なんだかしょっちゅうやってる気がしますが

ミスタードーナツ、10種100円セールが5/28(水)からまたあります。

今度は抹茶の新製品も入っているようですし

食べたことのないのが半分くらいある（ﾟ◇ﾟ）

これは〜

ミッフィーのトートバッグ、２つめいけるかも(‾∇‾)v

持ち帰りでみんなでわけて食べようかな。



iPhone 5/5s/5c をスキャナにするライト SnapLite が発表されたよ

2014.05.22 Thu
すごいな〜、iPhone をスキャナにしちゃうライト！

SnapLite PD-SL01
posted with カエレバ

PFU

Amazon
楽天市場

ScanSnap の PFU さんが発表なさいましたよ

5/28(水)発売のようですが、すでに予約できます。

いいな〜欲しいな〜

と、思いましたが。うちの子は iPod touch なんですな（´｡｀)
カメラの性能が劣るせいでしょうか、対応してません。

アプリはすでにダウンロードしてあって、立ち上がるのですが

iTunes の方で、iPod touch には対応していません、と

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KA3KW00/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KA3KW00/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=PD-SL01&__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%2FPD-SL01%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


キッパリ！書いてありました（´｡｀)

がっくし（´｡｀)

ちなみにアプリはこちらから

SnapLite
無料
(2014.05.22時点)

PFU LIMITED
posted with ポチレバ

リスさんがかわいいですね(〃'▽'〃)

で、このために iPhone の白ロムを調達することも考えましたが

そんなことをするくらいなら、SV600 を買った方がいい（´｡｀)

富士通 ScanSnap SV600 FI-SV600
posted with カエレバ

富士通 2013-07-12

絶妙な価格設定となっております。

ま、S1100 が大活躍してるんですけどね、うちでは

（1300は処分してしまいました）

FUJITSU ScanSnap S1100 FI-S1100
posted with カエレバ

富士通 2010-11-22

Amazon
楽天市場

https://itunes.apple.com/jp/app/snaplite/id869133132?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/snaplite/id869133132?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/pfu-limited/id413010629?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00DBLQ82E/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00DBLQ82E/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004COKSSE/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004COKSSE/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=S1100 FI-S1100&__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%2FS1100%2520FI-S1100%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


ブログを書いて賞品としてもらったのも含めて2本あります(｀·ω·´)v

そんなわけで iPhone 5/5s/5c ユーザーの方でスキャナの欲しい方、

このライトもご検討になってはいかがでしょうか。

SnapLite PD-SL01
posted with カエレバ

PFU

Amazon
楽天市場

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KA3KW00/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KA3KW00/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=PD-SL01&__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%2FPD-SL01%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


ミスドでミッフィーのトートバッグげっと！

2014.05.23 Fri
昨日からゆめシティ店でも扱っている、抹茶のパイを目当てに

ミスタードーナツに寄ってきました

どっちにしようかな〜と迷った末、チョコの方にしましたよ

そして！いよいよ、8枚目のポイントカードをもらったので！

念願の、ミッフィーのトートバッグげっと！



思ったより大きかったです。

家に帰ってから MacBook Air を入れてみたら楽勝で入りました。

あと2週間あるから、もう一個ねらってみようかな(‾∇‾)



サブウェイ小倉駅店、またまた本日5/24(土)にサンドイッチ全品320円

2014.05.24 Sat
シーモール下関店でクーポンをもらってるけどまだ行けないサブウェイ・・・・

今日はメールでお知らせが来ましたよ

いいなぁ、サンドイッチ全品320円セール！

うらやましい・・・・・

小倉駅構内という場所柄だと、土曜日は通勤の方が少ないのかな？

あそこは電源のあるブースもあって便利そうですよ(^_-)-☆

小倉駅のお近くの方はぜひどうぞ。

そういやいまドリンク回数券の特別販売やってそうな気がします。



MacBook Pro Retina が来ても MacBook Air を使ってるよ！

2014.05.24 Sat
さて、MacBook Pro Retina が来てだいぶたつわけですが。

AppleCare にも入ってみまして、3年間保証にしてもらいました。

だって iPad mini Retina, kobo arc 7HD と不調が続いたから（´｡｀)

で、前のメイン機だった MacBook Air ですが、

これも時々は使うようにしています。（今も MacBook Air で書いてます）

Google Chrome のブックマークだったり

Evernote のノートの同期だったり

Dropbox の同期だったり

いろいろとね

バッテリーの交換修理、はその後出ませんで

Battery Health の表示も Good だったりします。

MacBook Pro Retina があるから、MacBook Air の方は

いつでも修理に出せるんだけどな(〃'▽'〃)

さてそんな MacBook Air の SD スロットに入れられるストレージ、

出ました

Transcend Macbook Air専用 SDスロット対応拡張メモリーカード JetDrive Lite 130 128GB for
Macbook Air 13" (Late 2010 - Mid 2013) TS128GJDL130

トランセンド・ジャパン 2014-05-23

売り上げランキング : 221

by カエレバ

128GB ですって

うちの MacBook Air mid 2011 の SSD は 128GB ですから、

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00K73NT0S/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00K73NT0S/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com


Time Machine 用にするのもいいかもしれません。

でもそんなに使わないかな？

MacBook Pro Retina 13インチ用はなぜか 64GB のしかないみたい。

Transcend Macbook Pro専用 SDスロット対応拡張メモリーカード JetDrive Lite 330 64GB for
Macbook Pro with Retina display 13" (Late 2012 - Late 2013) TS64GJDL330

トランセンド・ジャパン 2014-05-23

売り上げランキング : 1085

Amazon by カエレバ

なんで15インチは128GBがあるのに13インチはないんですかね？

まぁこっちも、SSD が170GB以上余ってるから、別にいいかな〜

でも SD のスロットってぽかっとあいてるから、

そこにぴったりハマってストレージの容量が増えるのって便利かも！

SDスロットって機種によって違うもんなんですかね

そんなのも初めて知りましたよ

ま、ともかく、MacBook Air も MacBook Pro Retina も
末永く使いたいと思います(｀·ω·´)v

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00K73NSXQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00K73NSXQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=TS64GJDL330&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://kaereba.com


mi エディタがバージョンアップされたよ

2014.05.25 Sun
私が愛用しております、mi ことミミカキエディタ

かゆいところに手が届く、すてきなアプリです。

その、mi がバージョンアップしました。

まぐまぐの「ミミカキハヤミミ」というメルマガでご案内が。

さっそく web ページに行ってきましたよ

ダウンロードするフォルダは Dropbox 内に作ってあるので、

MacBook Pro Retina だけじゃなく MacBook Air でも

バージョンアップしておかなくちゃ！

不具合修正とのことなので、ますます快適に使えることを期待！

これがフリーウェアですよ、ありがたやありがたや(-人-)

そんなわけで mi 愛用者のみなさん、新バージョン登場です！

http://www.mimikaki.net/


ブログの人気記事？を表示するウィジェットを入れてみた。

2014.05.26 Mon
ま、うちのブログなんて「人気」記事とかそんな感じではないですが(‾∇‾)

よく Wordpress やはてなの方がやっておられる、人気記事の表示、

やってみることにしました。

JUGEM で使えるのはないかいな、とググってみましたところ。

http://bp.idea-unlimited.com/

というサイトでやっておられるのが、大丈夫そうで。

サイドバーに入れてみましたよ(｀·ω·´)v

にほんブログ村、の、25記事くらい表示されるブログパーツも入れてるので、

最新の5記事（これはJUGEMの機能）

新しい方から25記事（にほんブログ村）

アクセスの多い10記事（http://bp.idea-unlimited.com/）

という順番に並んでおります。

人気記事、は、ついさっき入れましたので、まだあまり反映されてないと思います。

あとパソコンからのアクセスだけだろうなぁたぶん・・・・

そんなわけで古い記事も読んでやってください。

よろしぅにm(__)m

http://bp.idea-unlimited.com/


Office 365 ProPlus とやらを使い始めた。

2014.05.27 Tue
夜中にふと思い立って、Office 365 ProPlus とやらを使い始めました。

もちろん、30日（だったかな？）の試用版ですよ

Macでも使える

1ユーザー5端末まで使える

ということなので、試してみる価値はあるだろうと思いまして。

まずアカウントを作って

パスワードを作るのにちょっと手間取りましたが

ケータイに認証コードみたいなのが送信されて

入力したら無事完了

サインインして

最新版ダウンロード、とやらに数分

インストールに数分

↑の画像の下にちょろっとのぞいてるのは、Numbers '09 です(‾∇‾)

どひゃひゃっとドックにアイコンが追加されたのですが

使おうとすると、

シリアルナンバーを入れるか Office 365 にサインインするか

なんだかよくわからないな〜と思いつつ



その、Office 365 にサインイン、とかいうのをやってみましたところ

使えるようになったようです(‾∇‾)v

Word も Excel もずいぶん長いこと使ってないので、

練習しようかな〜

月1000円ちょっとで最新版の Office が使えるならいいかな〜

ATOK+TESLA（親指シフト）との相性がちょっと心配ですが

そのへんもいろいろ試してみることにしましょう。

ま、Office はなんとなく Windows のものという気がしてるんですが

Mac でも使えるか、

いや、あたしにも使えるか(‾∇‾)

試してみようと思います。

とりあえずインストールできました、というところで、

おやすみなさい( -_-)o



ATOK 2014 for Mac 6/20(金)発売

2014.05.27 Tue
プレスリリースが出ましたよ

2014.05.27

最大40％の高速化を実現した、 Mac用の最新日本語入力システム

「ATOK 2014 for Mac」を、6月20日（金）より発売

〜日付入力から、iPhoneやiPadで入力したスケジュールの参照が可能に〜

なんだって？（ﾟ◇ﾟ）

日付入力をするとおもしろいことがおこるわけ？

プレミアムだといろいろ辞書が使えるようですが

どうなんでしょう、重くならないんでしょうか？

うちは ATOK Passport の安い方（324円／月）なんですが、

これも ATOK 2014 になるはずだから〜

ちゃんと TESLA で親指シフト入力できるかどうか、

そこがいちばんの問題だったりします。

Mac mini (mid 2011) はたしか ATOK 2012
古い MacBook Pro は ATOK 2011 のままのような気がするんだけど

どうしようかなぁ、メインは 2014 にしようかな。

あ、Passport での話ですが。

http://www.justsystems.com/jp/news/2014f/news/j05271.html


ともかく来月です。楽しみです。



モスとミスドのとりかえっこ！明日5/28から！概要発表！

2014.05.27 Tue
じゃじゃ〜ん、ミスドゆめシティ店ではやらない、

モスとミスドのとりかえっこ！→スペシャルページ

概要が出ていたので画像のスクリーンショットをとってみましたよ

ミスタードーナツの方は、チラシに載っていたとおりなわけですが。

モスバーガーはこんなのです。

ひょぇ〜

コスパのモスに行って試してみようかな？

下関駅周辺にはモスもミスドもあったはずなので、

お近くの方はぜひどうぞ。

http://mosdo.jp/special/misdo/


・・・・でもあたしは下関駅にいったらサブウェイに行っちゃうな（´｡｀)



Google Chromecast が明日5/28(水)日本でも発売されるらしいよ

2014.05.27 Tue
なんだかおもしろそうなものが明日5/28発売のようですよ

Google Chromecast ですって

テレビの HDMI 端子にさして USB から電源をとれば、

YouTube だのなんだのがテレビの大画面でみられる〜

というもののようです。

Apple TV とどう違うん？

うちだったらどっちがええん？

置き場所などを考えると・・・・・

Google Chromecast 欲しいかも。

というわけでとりあえず、アラート（注文できるようになったら知らせてくれる）を

登録しておきました。

明日の午前９時からポチれるそうですよ

たぶん、争奪戦だろうなぁ・・・・・

買った人は自慢してね〜

あたしも、ちょっと、欲しいかも・・・・



Google Chromecast ( クロームキャスト ) Wi-Fi経由 テレビ接続 ストリーミング / HDMI /
802.11b/g/n / 1080p ) GA3A00035A16
posted with カエレバ

Google

Amazon
楽天市場

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KGVN140/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KGVN140/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=GA3A00035A16&__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%2FGA3A00035A16%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


ゴルフボールでマッサージごろごろ

2014.05.28 Wed
先日、スポクラの体調改善のクラスに出たとき、

いつものテニスボールにくわえて、ゴルフボールでマッサージしました。

足裏のマッサージ、きくぅぅぅぅぅぅ（ﾟ◇ﾟ）

Callaway(キャロウェイ) 2013 HEX WARBIRD ボール 1ダース(12個入り)
posted with カエレバ

Callaway(キャロウェイ) 2013-02-26

こ、これは、やはりマイボールを持つしかない！

というわけで、ゆめシティのムラサキスポーツに行きましたが

ゴルフボールの扱いはないそうでした。（がっくし）

ヒマラヤに行くのはちょっと道がはずれるのでめんどくさくて

ふと思い出した。

昔、ゴルフをやっていた人が、うちにいる(‾∇‾)v

試しに聞いてみたら、ゴルフボール、ありました＼(^o^)／
それ以来、ごろごろ　ごろごろ

効いているような気がします(｀·ω·´)

スポクラの熊　吾朗くんも、ゴルフするのかな？

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B009VWM8YO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B009VWM8YO/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com


スポクラにもひとつマイボールを持っていこうと思います〜



docomo 版の iPad が6/10(火)から出るそうだよ

2014.05.28 Wed
すご〜い、docomo の iPad が出るって！→プレスリリース

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）とAppleは本日、ドコモがiPad AirおよびiPad
mini Retinaディスプレイモデルを6月10日（火曜）から発売することを発表しました。

iPad AirおよびiPad mini Retinaディスプレイモデルは処理能力の高いA7チップと高度

なグラフィックを実現するRetinaディスプレイを搭載しております。さらに、LTEの高

速なネットワークに対応し、バッテリーが一日持続するため注意1、お客さまはあらゆ

る操作をより快適にご利用いただくことが可能となります。

これはなかなかよろしいんじゃないでしょうか。

iPad Air も iPad mini Retina も軽いですから、

いちにち使えるモバルタ兼用にもなりそう〜

・・・って、テザリングできるんでしょうね？

料金プランのページにすでにいろいろ載っているので、

興味のある方はぜひご検討くださいm(__)m

え、あたしは iPad mini Retina 整備品(WiFi)を買っちゃったから

買わないけど・・・・（もともと WiFi 版+モバルタ派）

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

NECアクセステクニカ

これがお気に入り！

でも常に iPad mini Retina を持ち歩くひとは、セルラー版いいかもね。

docomo はどこでも使えそうで、安心感がありますね(^_-)-☆

https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2014/05/28_00.html
https://www.nttdocomo.co.jp/ipad/charge/index.html?icid=CRP_CHA_rec2_iPad_charge
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://kaereba.com


あ、au も LTE はどこでも使えるっぽいですけどね。

売れるだろうな〜、それとも欲しい人はもう買っちゃってるかな？



カメラのキタムラ リバーウォーク北九州店 明日5/30(金)オープン

2014.05.29 Thu
Apple 製品の修理などができるカメラのキタムラが、

５月下旬にリバーウォーク北九州にできるという話だったのですが

５月下旬、というのはどうやら5/30のことのようです(｀·ω·´)

2014年5月30日(金)オープン！

Apple正規サービスプロバイダとして、カメラのキタムラは、iPhone、iPad、iPod、
Mac修理に対応。アップル純正部品を使用し、高品質な技術・サービスをご提供し

ます。iPhoneの修理であれば、キタムラ店頭にて即診断、修理対応を最短約20分で行

います。Apple製品のトラブルは、カメラのキタムラにお任せください。

Mac修理に対応！

これは、バッテリーの交換修理もできるんでしょうか。

明日はスポクラが休みだし、小倉まで行ってこようかな〜

それとも電話で聞いた方がいいかな？

とりあえず今みつけてるショップの案内ページはこちら。

営業時間：10:00-21:00
TEL：093-562-2021 ※5月30日(金)開通予定

ということなので、明日かけてみますかね？

それとももう朝から行っちゃおうかな(‾∇‾)

# 5/30 追記：電突してみました(^_-)-☆

http://www.decocity.jp/shops/guide/tenpo/510802.php
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1249


ハーゲンダッツがやってきた＼(^o^)／

2014.05.30 Fri
先日、何かであたったハーゲンダッツ

すっかり忘れてたのですが(‾∇‾)
買い出しから帰ったら、届いてました。

クール宅急便、ど〜〜〜ん

１０本入りですが、中には３種類ありました。

いちごのは撮り忘れましたが、中はこんな感じ

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1211


新製品のチョコのやつだけ４つであとは３本ずつです。

家族で分けているのですが

高級やの〜

と感激しております(｀·ω·´)

ハーゲンダッツといえばサブウェイでもらうくらいでしたが

非常にうれしいです。

あ、サブウェイのチャージでハーゲンダッツプレゼント、

たしか来月早々あったはずですよ(^_-)-☆

# 12:45 追記：メルマガでご案内が来てました。

来週6月4日(水)〜17日(火)
サブクラブカードチャージアップキャンペーンを実施します

期間中3,000円以上をチャージされたお客様に、ハーゲンダッツ クランチークラン

チ『コーヒー＆ホワイトチョコレート』を1個プレゼントします

というわけで私はチョコのを食べましたが、

か〜な〜り、おいしいです。オススメ(^_-)-☆



ハーゲンダッツ　クランチクランチ　バニラチョコレートアーモンド
posted with カエレバ

ハーゲンダッツ

Amazon

ハーゲンダッツ クランチークランチ キャラメルマカデミアナッツ 80ml ×40個
posted with カエレバ

ハーゲンダッツ

ハーゲンダッツ　クランチクランチ　ストロベリーミルク
posted with カエレバ

ハーゲンダッツ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KKFUB5E/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KKFUB5E/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%83n%81%5B%83Q%83%93%83_%83b%83c&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00D2IHBKE/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00D2IHBKE/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KKFWGCU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KKFWGCU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com


カメラのキタムラさんにバッテリーの交換修理のことで電話してみた。

2014.05.30 Fri
本日オープンという話の、カメラのキタムラ リバーウォーク北九州店！

「TEL：093-562-2021 ※5月30日(金)開通予定」とのことだったので、

お問い合わせ、してみました。

iPod touch にイヤホンマイクをつけて Skype で電話しましたが

なかなかよろしいです(｀·ω·´)v

Mac 担当の方にかわってくださったのですが、丁寧な対応でした。

とりあえずバックアップをとって、週明けにでも持って行きますかね

ちなみにバッテリーそのものの在庫はないそうです。

必要なら取り寄せてくださるんだそうです。

ふむぅ〜

診断キットみたいなのはお店にあるそうなので、一度見てもらおうかな。



スティックスイーツファクトリーでお得なBox売り出し中

2014.05.30 Fri
ミスタードーナツのミッフィートートバッグキャンペーンのために

すっかりスティックスイーツファクトリーはご無沙汰なのですが

食品館で買ったものをバッグに詰めていますと

ふと目にとまったこの掲示

6本880円って、安くない？（ﾟ◇ﾟ）

どんなのが入ってるんだろう〜〜〜と思って近寄ってみると

なかなかよさげな組み合わせでした(｀·ω·´)

まぁ食べきれないので買いませんでしたが

お友達が集まられたときなど、いかがでしょうか。



ちなみに今日も今日とてミッフィーのポイントカードを貯めに

ミスドに行ってきたワケですが(‾∇‾)

100円セールだと、コーヒーじゃなくてカフェオレにしないと

300円にならないからポイントカードがもらえないのでした。

しかもおうちに帰ってハーゲンダッツを食べたという・・・・

明日からはちょっと自粛しなくては（´｡｀)

ま、そんなわけで

スティックスイーツファクトリーゆめシティ店限定！

スティックボックス６本入り880円、よろしくね(^_-)-☆



au WALLET がきたよ〜

2014.05.30 Fri
はい、au ケータイ（ガラケー）ユーザーのわたくし、

ちゃっちゃと申し込んでいたのですが

やっと、届きました、au WALLET

クレジットカードと見た目そっくりですが、

Mastercard プリペイド　と書いてあります。

ま、発行日前に申し込んでた人はみんな有効期限おんなじだよね(‾∇‾)

5/21にすぐ来るのかと思ったら、今日までかかりました。

すでにメールでお知らせはきていたんですが・・・・・

メールにあった URL をクリックして、ご利用開始、しておきました。

噂通り、ちゃんと1000円分はいってました。



キャンペーンもやってるようですよ

さて、じぶん銀行はゆうちょのATMでもいいことがわかったので

ゆめシティで入金しといて、チャージしよっかな〜

http://www.au.kddi.com/au-id/au-wallet/pr/campaign/?bid=we-dcom-wallet4mil-0003


どこで使えるのか？どうやって使うのか？メリットは何か？

これから研究します(｀·ω·´)



ゆめシティのゆめモバ会員ポイント5倍が日曜になるって

2014.05.30 Fri
ゆめモバのメールを眺めていて気がついたのですが

ゆめモバ会員のポイント５倍が、日曜になるんですって（ﾟ◇ﾟ）

今度の土日は連続でやってくれるようですが

むむぅ、土曜日のクレジットの日と重なっていたのが

別々になると・・・・

作戦が難しい（´｡｀)

ま、とりあえず明日は５倍だぞ、と(._.) φ メモメモ

明後日はもともとゆめタウンデーで５倍じゃん(‾∇‾)



垢田のトマトはおいしいね

2014.05.30 Fri
今日はハローデイ綾羅木店がリニューアルオープンなので、

私じゃない方の買い出し部隊がそちらに行って参りました。

いろいろ売り出しがあったようですが

外の売り場で？かな？垢田のトマトひとはこ買ってきてました。

あ、ちなみに私は農協で南津海を買ってました(‾∇‾)v

あれ、800円って書いてたけどな（20個くらいあった）

垢田のトマトは名物らしいです。

丸かじりしてみましたが

おいしかったです(｀·ω·´)v

下関においでの際は、垢田のトマトもぜひどうぞ(^_-)-☆



ミスドのゆめシティ店は山の田ショップの出店なのだ。

2014.05.31 Sat
今日は朝から買い出しに

ちょっと大きいものを買う予定だったので、両手がふさがると思って

日傘をささずにいったら

・・・・暑い

あたま、いて〜

というわけで急遽２階でお帽子など買ってしまいまして。

あ、前から欲しかったので、よいのですが。

でっ、３階でお買い物。

あ、子供服売り場に、くまちゃんがいました。

ゆめキッズ、って、ゆめシティのアイドルユニットじゃないの？

どっちゃり両手になると思ったおかいもの、

ちゃんと片手で持てるように包装していただけまして

じゃ、もちっと買い出し！というわけで、２階のダイソーへ

まだ10時になってなかったのですが、入れましたよ



狙っていたものがちゃんとあったので、レジに行くと

ここは10時にならないとあかないそうでした。

10時ジャストにお会計〜〜〜♪

お会計は10時からでもいいけど、その前からお店にいられるのは

なかなかナイスだと思います(｀·ω·´)

で、隣の手芸用品店にも、くまちゃんがいました。

かわいい(〃'▽'〃)

10時になったということで、これはポイントカードを貯めるしかない！と

ミスタードーナツにも行ってきましたよ（またかぃ）



今日はローテーションでいちごです(‾∇‾)v

ミッフィーのトートバッグ、２枚目まであと少し！

で、ポイントカードに「山の田ショップ」と書いてあるので、

ゆめシティじゃなくて山の田で食べた時でもいいの？と

聞いてみたら、大丈夫なんだそうです。（やった〜）

山の田ショップでは、ミスドのライスバーガーやってますしね(^_-)-☆

あ、ライスバーガーはどちらかというと辛い方が売れてるようですが、

甘い方もおはぎみたいな感じで「合う」そうですよ

食べてみたいですね(｀·ω·´)

山の田ショップは山の田団地前（だったかな）のバス停近くなので、

綾羅木から武久経由のバスに乗って行きましょうか。

・・・・・そこまでして食べたいか、という問題はあるけど(‾∇‾)

そんなわけで、ゆめシティのミスドは山の田ショップの出店だよ、

というお話でした。（前振りが長すぎたな（´｡｀)）



カメラのキタムラで MacBook Air の診断をしてもらった。

2014.05.31 Sat
昨日オープンしたカメラのキタムラ リバーウォーク北九州店に

さっそく行ってまいりました。

MacBook Air をリュックに入れて、おでかけ〜

なんと、綾羅木〜小倉（西小倉も）間は、増税後も

前と同じく360円のままでした！（ラッキー）

小倉駅から西小倉に行く計画だったんだけど、

電車がないので小倉からてくてく歩くことにしました。

中津行きに一度乗って、飛び降り下車したのはナイショ(‾∇‾)

あ、小倉駅ではB級グルメ選手権みたいなのをやっていて、

噂の焼きそばもありましたよ

前にリバーウォークまで行ったことはあるんだけど、

ここひとつ記憶が曖昧で

でもなんとかたどりつきました(｀·ω·´)v

カメラのキタムラ、という名前なのに、カメラはなくて

iPhone 関連製品とかがいっぱいありました。

カウンターには MacBook ばっかり〜〜〜



iPhone などのトラブル対応をしてらっしゃるようでした。

Mac 担当の方も、前のお客様がかなり時間がかかるということで

「30分はかかりますので・・・・」と受付の人にいわれ、

スタバに行ってきました

クッキーなんちゃらいうフラペチーノです。

コーヒーゼリーのフラペは6/4からなんですな

リバーウォークのスタバは・・・・・騒がしい（´｡｀)
スタバってあんな騒がしいもんなんだっけ・・・・



MacBook Air を出してどや顔するのはやめまして(‾∇‾)
ちょこっと Kindle など読んでいたのですが

そろそろ30分？かな？というところでシースマートへ見学に

MacBook Pro Retina の13,15インチが並んでいたのですが

15インチは・・・・・おっきい（´｡｀)
やっぱ13インチが好きです、慣れてるし

で、お店に戻ってしばし待っていると私の番になりまして

診断していただきました

が

ギリギリで Good の範囲だということで、おうちで使うなら



まぁこのまま使っててもいいんじゃないの、という話に。

とりあえずバッテリーは経年劣化してるんですけどね

保証も切れてるしお値段そこそこするし、ということで

持って帰りました

お見積もりだけだったので、無料でしたm(__)m
（ありがたやありがたや）

帰りは小倉駅のサブウェイをチェック！

やっぱり、毎月第４土曜日に320円セールをやっているようです。

あと得サブじゃないけど日替わりセールもやってるみたい。



下関駅ではホームに駅カフェなんてのもありました。

Suica が下関で使えるなんて(‾∇‾)

いちおう JR 西日本管内なので（小倉行きは JR 九州だけど）

ICOCA メインなんですね。

電車の待ち時間もこれでしのげそうですね

６・７番ホームと８・９番ホームにあるのは確認しましたよ

そんなわけで MacBook Air も修理しなくてよさそうだし！

いろいろ楽しかったし！

半年ぶりの小倉、海外旅行(‾∇‾)　終了！



2014年5月の目次。

2014.05.31 Sat
そんなわけでミスドでポイントカード貯めてます(‾∇‾)v
えらく行ったなぁ（´｡｀)

買い出し部隊になってふたつきめ、だいぶ慣れてきました。

電子書籍や Mac にもハマってます(｀·ω·´)
来月は雨の日が増えそうですが、がんばりま〜す。

カメラのキタムラで MacBook Air の診断をしてもらった。 (5/31 17:13)
ミスドのゆめシティ店は山の田ショップの出店なのだ。 (5/31 10:56)
垢田のトマトはおいしいね (5/30 17:50)
ゆめシティのゆめモバ会員ポイント5倍が日曜になるって (5/30 16:40)
au WALLET がきたよ〜 (5/30 16:18)
スティックスイーツファクトリーでお得なBox売り出し中 (5/30 14:15)
カメラのキタムラさんにバッテリーの交換修理のことで電話してみた。 (5/30 12:48)
ハーゲンダッツがやってきた＼(^o^)／ (5/30 11:32)
カメラのキタムラ リバーウォーク北九州店 明日5/30(金)オープン (5/29 12:25)
docomo 版の iPad が6/10(火)から出るそうだよ (5/28 19:31)
ゴルフボールでマッサージごろごろ (5/28 14:17)
Google Chromecast が明日5/28(水)日本でも発売されるらしいよ (5/27 20:14)
モスとミスドのとりかえっこ！明日5/28から！概要発表！ (5/27 18:44)
ATOK 2014 for Mac 6/20(金)発売 (5/27 15:10)
Office 365 ProPlus とやらを使い始めた。 (5/27 0:52)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1255
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1254
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1253
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1252
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1251
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1250
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1249
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1248
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1247
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1246
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1245
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1244
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1243
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1242
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1241


ブログの人気記事？を表示するウィジェットを入れてみた。 (5/26 13:05)
mi エディタがバージョンアップされたよ (5/25 8:37)
MacBook Pro Retina が来ても MacBook Air を使ってるよ！ (5/24 20:33)
サブウェイ小倉駅店、またまた本日5/24(土)にサンドイッチ全品320円 (5/24 13:01)
ミスドでミッフィーのトートバッグげっと！ (5/23 15:24)
iPhone 5/5s/5c をスキャナにするライト SnapLite が発表されたよ (5/22 18:06)
ミスド、5/28(水)からまた100円セール (5/22 17:31)
モスとミスドのとりかえっこ！ 5/28(水)から (5/22 16:44)
ゆめシティ、今週末(5/23〜25)はゆめかで5倍 (5/22 14:31)
ミスドゆめシティ店に今日から抹茶のパイが来た (5/22 14:08)
ミスドのミッフィーキャンペーン、もうちょっと (5/21 14:46)
kobo arc 7HD 交換品ふつかめ〜 (5/20 16:15)
kobo arc 7HD の交換品が届きました (5/19 15:31)
Calendars 5 が無料になってる〜 (5/19 11:46)
iPad の親指シフトエディタ、シフトの位置を調整してみた。 (5/19 10:52)
iPad で親指シフトできるエディタ、バージョンアップが出たよ (5/18 20:52)
kobo arc 7HD の交換品が発送されているらしい (5/18 20:28)
ゆめシティの専門店ハッピーデーはカルディもポイント5倍だって (5/18 12:03)
honto で今週末限定・電子書籍50%オフクーポンが使えるよ (5/17 11:21)
土曜日はゆめモバ会員5倍＆ゆめカードクレジットの日 (5/17 11:04)
OS X 10.9.3 にアップデートしたよ (5/16 11:11)
iPad mini Retina 復元完了 (5/15 18:42)
iPad mini Retina が返ってきた (5/15 16:47)
kobo arc 7HD を着払いで送った。 (5/15 16:13)
kobo arc 7HD が交換になりそうだ。 (5/15 10:51)
iPad mini Retina の交換品が発送されたらしい (5/14 19:54)
スティックスイーツファクトリーとミスドで新商品コンプリートの巻 (5/14 16:40)
かにくじ、2等100ポイントが当たった＼(^o^)／ (5/13 16:42)
iPad mini Retina が運ばれていった (5/12 19:47)
ハーゲンダッツが当たった＼(^o^)／ (5/12 17:46)
スティックスイーツファクトリー、明日5/13(火)に新製品が出るよ (5/12 17:26)
ゆめシティ近辺も7月末までにLTEが速くなるよ (5/12 12:09)
WiMAX 2+ モバルタ ハイスピードエリアモード無料キャンペーン延長 (5/12 11:55)
iPad mini Retina 整備品、挙動不審 (5/11 20:36)
今日はてくてく歩いてみたよ (5/11 14:03)
今日の Google は、母の日おめでとう (5/11 13:31)
今日はお米200円引クーポンが出たよ (5/10 10:11)
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ミスドでまたキャンペーン＆新製品が出るよ 5/14(水)から (5/9 15:17)
アプリの自動更新はよしあしかも (5/9 12:51)
スポクラに行くのはバスの乗り継ぎが楽なのだ。 (5/8 19:10)
BIGLOBE LTE・3G が楽天市場でも買えるようになった (5/8 17:05)
リピエ初体験 (5/8 16:42)
久しぶりにサブウェイしてきた！ (5/8 16:23)
ミスドの新製品をクーポンで食す。 (5/7 11:11)
あたりま10が当たった＼(^o^)／ (5/6 13:01)
kobo もNHK語学講座4月号93円セールやってる (5/5 10:55)
Google こどもの日のロゴがかわいい (5/5 10:38)
honto でも NHK語学講座4月号電子書籍100円セールやってるよ (5/4 16:10)
GWのゆめシティはイベントも盛りだくさん (5/4 15:55)
Cross Over Mac 13 を購入してみたよ (5/3 18:28)
iPad mini Retina 整備品が出てるよ〜 (5/3 17:30)
LINEよりFacebook Messenger の方が話しやすいみたい (5/3 16:41)
Kindle fire HD 16GB が 3000円オフ、5/3(土)23:59まで (5/3 12:56)
土曜日はゆめモバ会員5倍の日、なんだけど (5/3 10:55)
honto で小学館の雑誌のバックナンバー100円セールやってるよ (5/2 14:17)
OCN モバイル ONE の SIM、Amazon でセール中 (5/2 13:29)
今日の Google は、樋口一葉 (5/2 13:16)
Dropbox を（手違いで）アップグレードしちゃった〜 (5/2 13:00)
NHKテキスト4月号 Kindle 版 93円セールやってるよ (5/2 9:14)
やっぱり Amazon プライム会員は延長しないことにした。 (5/1 18:30)
Macの Bluetooth キーボード+タブレットを使えるスタンドを買ってみた (5/1 14:57)
ゆめタウンデーにがっつりシュークリームを食す。 (5/1 14:00)
2014年2〜4月の検索文字列とか。 (5/1 10:33)

→2014年4月 / 6月 の目次
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2014年3〜5月の検索文字列とか。

2014.06.01 Sun
毎月恒例？検索文字列トップ30〜♪

夕べのわりと遅い時間に見たのがこれ（ほぼ、3〜5月）

りぴえりぴえりぴえりぴえ・・・・

どんだけリピエ好きやねん！！！！！

で、夜中に見るのを忘れていて(‾∇‾) 
ついさっき見たのがこれ（4〜5月+今日の午前中）

そういえば３月のリピエ人気はすごかったですからね（ﾟ◇ﾟ）

私はまだ一度しか行ったことがありません。



昨日のおでかけで途中で降りようかとも思ってたのですが、

まっすぐ帰る切符を買ってしまったので、エキカフェで

あ、ただの自動販売機なんですけどね

ちょっとオシャレです(^_-)-☆

今月はどんな話題が人気かな〜

楽しみだな〜

またきてね(^_^)ノ""""



ミッフィーのトートバッグまであと少し！

2014.06.01 Sun
ゆめタウンデーの本日、ちょこっと買い出しへ

そのついでに、ミスタードーナツに寄ってきましたよ（またかぃ）

だいぶ混んでいたので中で食べられるか不安でしたが、

なんとか入れました

じゃじゃ〜ん、ポイントカード７枚目げっと！

実はお会計の時にレシートとゆめカードだけもらって

ポイントカードを忘れていたので(T^T)

すみませ〜ん、ポイントカードもらってないんですけどぉ

と涙目で言って、げっとしました。

昨日６枚だったことを数えてあったので間違いないと思います(｀·ω·´)

そんなわけで次回でトートバッグがもう一枚もらえるはずです。

その後はしばらくおやすみします・・・・・（´｡｀)

あ、ゆめ広場ではゆめキッズがライブをやってましたよ

今日はふたりでした。



今日はふたりでした。

ちびキッズ（じゃないのかな、ちっちゃいこどもたち）も

いっしょに踊ってました(^_-)-☆



2014年5月のLTE使用量は

2014.06.01 Sun
そういえばBIGLOBE LTE・3Gの使用量を毎月書いていたのに、

５月のを忘れていました。→2014年4月

先月になってしまいましたが、昨日チェックした使用量は

578MB でした。

2013年11月から LTE 使用量がわかるようになりましたが

1311 392
1312 298
1401 474
1402 240
1403 632
1404 280
1405 578

となっております。４月はえらく少なかったのね（ﾟ◇ﾟ）

で、少々手荒に使っても1GBの半分くらいですみそうなので、

めんどくさいから Wifi スポットの登録をはずしちゃいました。

だって〜

Wi2premium_club と Wi2_club と、つながるときはいいけど

しょっちゅう切れるんだもん・・・・

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1176


折しも docomo から iPad Air, mini Retina が出ることになったそうですが、

SIMフリーの iPad Air 他で MVNO のテザリングができなくなるとか

むむぅ

やっぱモバルタ最強かな？

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

NECアクセステクニカ

Amazon
楽天市場

個人的にはこれがオススメです(^_-)-☆

さて今月はどれくらい使うでしょうか。

とりあえず、３日で360MB の制限だけ、気をつけようと思います。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+ICKV5
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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN %83%82%83o%83C%83%8B%83%8B%81%5B%83%5E&__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%2520%25E3%2583%25A2%25E3%2583%2590%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25AB%25E3%2583%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BF%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


観念して Win7 マシンを入手した。

2014.06.02 Mon
先日から、Cross Over Mac 13 を使っていろいろやってたんですが、

どうも一太郎がうまくいかず（´｡｀)
というか一太郎を Amazon で買ってしまったのだけれども

ダウンロードができなくて（´｡｀)

どうしよう〜と悩んだ結果、思い切って Win7 マシンを買いました。

とりあえず設定〜

lenovo ってのは昔の ThinkPad ですよね？(違ってたりして）

今からやることは、Google Chrome と Dropbox を入れて

一太郎をダウンロードしてATOKが使えるようにして

できれば親指シフトが使えるようにしたいけどこれは不明で



ああ、すべてが整ってから Evernote を入れて

そうだ Office 365 ProPlus とやらも使えるようにしよう！

という計画であります。

ほんじゃまた(^_^)ノ""""

Lenovo B590 59394999 15.6インチ windows7
posted with カエレバ

Lenovo

Amazon
楽天市場

ちなみにこれです。

# 12:37 追記：やっぱり CrossOver Mac 13 じゃなければ

amazon で買ったのもちゃんとインストールできるみたい・・・・・

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00G8XEN7O/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00G8XEN7O/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Lenovo B590 windows7&__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%2FLenovo%2520B590%2520windows7%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


Windows マシンから書いてみる！

2014.06.02 Mon
はい、一太郎のインストールも終わり、一度シャットダウンして

買い出しに行って帰ってきました。

まだローマ字入力ですが

やまぶきのどっちをインストールすればいいんですかね？

で、今はバックグラウンドで Office をインストールしています。

Mac, Windows 両方で使うなら、Office 365 ProPlus はつかいでがあるかも！

ともかく Google Chrome のおかげでフツーに使えてる感じ！

あとは ATOK Sync を使えるようにしなくちゃ！

しかしフォントが汚いな〜

こんなもんでしたっけ・・・・・・・

６年前まではコテコテの Windows 使いだったのになぁ・・・・・

#16:09 追記：やまぶきR入れてみました。親指シフトできてます。



ミッフィーのトートバッグ、２つそろいました！

2014.06.02 Mon
そんなわけで今日は買い出しに出たわけですが

とーぜん、ミスタードーナツにも寄るわけです(‾∇‾)v
今日はサブウェイのおねぇさん（元）もいらっしゃいました。

そして！めでたく８枚ポイントカードがそろいまして。

おでかけ、いただきました(｀·ω·´)v

コーヒーを淹れていただいている間に記念撮影

むふむふむふふ

そして淹れたてのコーヒーとともに、抹茶小豆パイ



これは美味しいですよ。ブラックコーヒーによく合います。

コーヒーもつやつや

量がけっこうあるのでおかわりしなくてもよかったんだけど、

ちょこっとだけ！おかわりしました。

まるまる１杯はいらないけど、ひとくち飲ませていただいて

なかなかよかったです。

あ、そうそう、今日は au ショップで「ガチャ」やってきましたよ



3000ポイントをキタイしましたが、5ポイントでした(‾∇‾)

で、ちょっと衣料品売り場でお問い合わせなどあって、

調べるのに時間がかかるとのことだったので、

ケータイに連絡もらうことにして、時間調整でお茶しました。

もちろんスタンプ利用〜〜〜

九州北部、今日から梅雨入りしたそうなので、

雨の日スタンプがもらえる日も増えそうです。

いや〜、ともかくミッフィーのトートバッグがそろってよかった！

「おかお」はお耳がないのでもらわなくていいから(‾∇‾)

ミッション・コンプリート！



Windows マシン初日にしたことを記録しておこう。

2014.06.02 Mon
そんなわけでいま Evernote の初回同期をやってるところなんですが。

今日、Win7 マシンが来てからやったことを思い出せるだけ書いてみます。

何はともあれ Google Chrome を入れ、いつものアカウントでログイン。

ブックマークなども使えて便利べんり。

次に Dropbox をインストール。

選択型同期とやらで、Windows 用のファイルを置いているところ、など

最低限のフォルダだけ指定。

Amazon から一太郎2014の設定ファイルみたいなやつをダウンロード。

インストールする。

ATOK 2014 が入った関係で、再起動がかかる。

Google Chrome で JUGEM ブログの管理画面にはいって、

ブログを書いてみる。

Dropbox の Win 用フォルダに置いてあったファイルを使って、

秀丸と PDICU をインストールする。

PDICU はロシア語の辞書だけ使えるようにする。

フォントなどはいつもの設定にした。

どこかの時点で、エクスプローラーで拡張子が表示されるようにした。

Office 365 ProPlus のインストールをする。

ATOK Sync と ATOK Pad を入れる。

やまぶきR を入れて親指シフト入力できるようにする。

一太郎と Word, Excel, パワポ、アクセスを立ち上げてみる。

（なんとかバーに登録しておく。あ、PDICも）

http://www.atok.com/useful/valueup/download_2014.html
http://yamakey.seesaa.net/


一太郎で epub 保存をやってみたけど、Mac の iBooks では読めず。

Evernote アプリを入れて初回同期←イマココ

とうぶん時間がかかると思われるので、ブログ書いてます(‾∇‾)v
あ、もちろん MacBook Pro Retina で。

あと何を設定すればいいかな〜

やまぶきR をスタートアップに入れたいんですけど、

昔使っていた Windows と様子が違う・・・・・

どうやるの〜〜ヽ(´o｀;

ま、そのうちわかるでしょう。がんばるもんね(｀·ω·´)v

# 20:58 追記：ぐぐれかす、ってやつですな(‾∇‾)
あっという間に解決しました。→参照

隠しフォルダも表示するようにしたらオッケーでした。

Windows 8でC:¥Users¥(ログインアカウ

ント)¥AppData¥Roaming¥Microsoft¥Windows¥Start Menu¥Programs¥Startup フォルダ

にyamabuki_r.exeのショートカットを保存しています。

カタカナになってたけど、たぶんこれでいいはずだ！

でもまだ再起動できないからわかんない（´｡｀)

# 22:25 追記：再起動しました。許可を求められましたが、

ちゃんとやまぶきR使えました。

あと Evernote は「応答しません」というのが何度も出るので削除して、

パソリを使えるようにドライバをインストールして、

Internet Explorer で Suica にチャージできるようにしました。

（チャージはまだしてません）

http://yamakey.seesaa.net/article/290282221.html


今日はこれでおしまいっ！

おやすみなさい(^_^)ノ""""



au WALLET にチャージしてみたんだけど

2014.06.03 Tue
au WALLET が Mastercard として Amazon の支払いにも使えそうなので

Kindle のお支払いをそれにすることにして

チャージ、してみました(｀·ω·´)v

じぶん銀行から、がっつり25,000円！←きのうゆめシティのATMで入金しておいた

ところが〜

初回チャージ10%というのがついてない感じ

はっ！（ﾟ◇ﾟ）

こないだポイントチャージしたのが「初回チャージ」になってしまったのか？

・・・・そうか、そうに違いない（´｡｀)

というわけで、ポイントチャージを初回にするのはやめた方がいいかも。

ポイントチャージは10%増量してくれないので(T^T)

# 10:53 追記：ここを見てみました

1au IDあたり、初回チャージ（入金）のみ当キャンペーンの対象となります。

当キャンペーンの特典は、初回チャージ（入金）をされた翌月に、「au WALLET カ
ード」へチャージ（入金）いたします。

http://www.jibunbank.co.jp/pc/landing/20140508_wallet_card/


来月はいるの？(〃'▽'〃)

な〜んだ、早とちり(‾∇‾)

5% 増量は、されてました。

# 続き：au WALLET のキャンペーン分が入っていた！ (7/11 8:30)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1354


au WALLET を使ってみた！

2014.06.03 Tue
そんなわけで au WALLET にがっつりチャージしたので、

これを電子書籍購入に使うことにしました。

チャージしてある分で買うということで、

使いすぎを防ぎ！5%ボーナスの分で実質割引！

という計画です。

Amazon と楽天で Mastercard として登録をいたしまして

Kindle、kobo それぞれ支払い方法として設定しました。

で、日替わり kobo +30%オフクーポンで購入して

au WALLET の残高を見ると、なんかちょっとヘンです。

明細を見ると、設定した時に与信を確認したのか？

１円引かれていました。

使ったところは、現時点では「Mastercard加盟店」です。

数日？したら実際の店名になるんだそうです。

ネットショッピングなどでもご予算を決めて使うのに

案外いいかもしれませんね、au WALLET。



SIMフリー iPad + MVNO SIM でテザリングができなくなったらしい

2014.06.03 Tue
IIJmio の「てくろぐ」より

SIMフリー版iPadでIIJmio SIMをご利用の皆様へ(テザリングが使えなくなりました)

IIJmio だけか？他の MVNO（BIGLOBE LTE・3Gとか）もすべてか？

よくわかりませんが（まぁ全部同じでしょうねぇ）

従来、このSIMフリー版のiPadでは一通りの機能が問題なく利用できていました。で

すが、5月31日にAppleから配信された「キャリア設定(キャリアプロファイル)のアッ

プデート」を適用したiPadでは、インターネット共有(テザリング)が利用できなくなり

ました。Wi-Fi、USBケーブル、bluetoothのいずれも利用できません。対象は現行モデ

ルのiPadだけでなく、発売済みのSIMフリーiPadすべてです。1類似の事象はiPhoneで
も発生しましたが、影響が現行モデル(iPhone 5s/5c)だけにとどまっていたiPhoneと
比べ、iPadでは過去のモデルにまで影響が出てしまいました。

テザリング、できなくなっちゃったそうです。

↓の画像はてくろぐのスクリーンショットです。

docomo の iPad が出るから、そういう風にしちゃったんですかねぇ

SIMフリー買う意味ないじゃん・・・・・

やっぱりモバルタ最強！と思ったりなんかして。

http://techlog.iij.ad.jp/archives/1088
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


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

NECアクセステクニカ

Amazon
楽天市場

うちはモバルタ+WiFi版で生き抜きます(｀·ω·´)v

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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN&__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%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


どん兵衛 東西食べ比べ！ゆめシティでも買えるよ

2014.06.04 Wed
東京にいたころは時々食べてた気がする、どん兵衛ですが。

東日本と西日本で、味が違うんだそうですね。

そういえば昨日どこかでそんな記事を読んだのですが

ゆめシティにも、ありました、食べ比べ

どど〜ん

118円はなんとなく高い気がして買いませんでしたが（´｡｀)

まぁ下関に帰っちゃうと、うどんは桃太郎だよね(｀·ω·´)v



Windows マシン三日目〜♪

2014.06.04 Wed
久しぶりのWindowsはやはりちょっと疲れるので（´｡｀)
昨日はかばんに入れたままにしておきまして

今日はエイヤッとつけてみましたよ

パソリが使えるようにしてあったので〜

Edy viewer でモバイルEdyの残高（０円）と使用履歴を確認し

Suicaインターネットサービスで2000円チャージしました。

紙の書籍はもっぱら honto で買うのですが

ここ、紙の書籍は電子マネー払いができるんですね〜

Suicaインターネットサービスにもたしか対応していたはず(｀·ω·´)

ということでモバイルSuicaのパケ代をかけずにお支払いできそうです。

ここいらへんでSuicaが使えるお店は・・・・

ローソンとマックスバリュと、セブンイレブンくらいですかね？

下関駅のエキナカでは（エキカフェ＝ホームの自販機を含み）

いろいろなところで使えるようなんですが！

せっかくなので活用させていただくことにしましょう(｀·ω·´)

お天気が不安だけど、スポクラの帰りに新下関から下関に出てみようかな。

あ、Windowsマシンはというとただいま更新プログラムがなんちゃら、

というのをやっています。これ、時間かかるんだよねたしか（´｡｀)

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+C164X


Windowsの方にも、もう一台Macをもたれることをオススメしたいですね

得に iPhone や iPad を使っておられる方には Mac の方がいいと思う〜

使うのはMacの方が楽しいです。

あ、Windowsでもなんとなく親指シフト使えてるようでした。



ミスドの抹茶関連は美味しいぞ

2014.06.05 Thu
さて今日の買い出しついでのお茶は。

スティックスイーツファクトリーにしようかと思ったのですが、

農協で南津海（最後の１袋だった！）を買った帰りだったので

ミスタードーナツになりました。

ミッフィーのトートバッグはもうゲットしちゃいましたから

もう300円いかなくていいので(｀·ω·´)
抹茶製品20円引クーポン（チラシについていた）を利用して、

抹茶チョコの Waff とコーヒーにしました。

コーヒー、新しく落としてくださったので、

じっと３分待つのだぞ。←古すぎる

そして



これもなかなかよろしぅございました。

で、食品館で買い物をする前にスティックスイーツファクトリーに偵察へ

このボックスは９日までという話で、その後は父の日ボックスになるそうです。



あれ、９日からって書いてあるな（スティックスイーツファクトリーのサイト）

じゃ、880円ボックスは８日までに買った方が確実ですね(｀·ω·´)

６本入りがちょうどいいと思います(｀·ω·´)

あ、父の日ボックスを買うか、ミスドの1000円10個ボックスを買うか、

迷ってきちゃった・・・・・・

どっちがいいかな(〃'▽'〃)



Suicaインターネットサービスで honto のお支払いをしてみたよ

2014.06.05 Thu
そんなわけで昨日だったかビックカメラのSuicaにチャージしたのですが。

→Windows マシン三日目〜♪ (6/4 15:27)

今日は、honto で買った本のお支払いをしてみました。

honto の購入履歴から、「お支払い待ち」になっているのを選択します

Suicaインターネットサービスで払うよ、と宣言します

登録してあるメールアドレスを入力します

しばらくするとメールが来るので、そこにある URL をクリック！

Suicaインターネットサービスのサイトに行き、お支払いできます。

ということで、その、お支払い関連のメールを「受信」するところから

Windows のInternet Explorerでやればよいようです。

Mac にも対応してくれればいいのにねぇ（´｡｀)

というわけで、モバイルSuicaでパケ代使ってチャージしなくてよくなりました。

うれしいなっと＼(^o^)／

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1268
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+C164X


ゆめシティ専門店、毎週土曜がキャッシュレスデーになるようだ

2014.06.05 Thu
ゆめシティのゆめモバ会員、ポイント５倍が土曜→日曜になったのですが、

明後日の土曜日はゆめカードクレジットかゆめか支払いで５倍だそうです。

あ、専門店だけかもしれません。

あと８日の日曜日はお客様感謝デーのようです。

メルマガのスクリーンショットをば

当日のチラシに出るでしょうから、楽しみにしていましょう(｀·ω·´)



サブウェイシーモール下関店で wi2 300 が使えるみたいだよ

2014.06.06 Fri
今日は所用のあと下関駅方面にバスでおでかけ〜♪

おめあては、サブウェイの3000円チャージでハーゲンダッツ！

先日、先輩と行った時にもらったクーポンを利用して、

期間限定メニューのドリンクセットにしましたよ(｀·ω·´)

で、入り口に wi2 300 云々と貼ってあったので気になってたのですが

トレーを見ますと



無料で使えるんだそうです（ﾟ◇ﾟ）

やってみたけど、うまくいきませんでした（´｡｀)

iPod touch ２つとも wi2 の登録を外していたので、

今度は片方（しか使えない）登録してから試してみようと思います。

で、サブウェイの隣がミスドなのですが。



ここではライスバーガーやってるようです。

ちら〜っと覗いてみると、ミッフィーのバッグ現物が！

どはぁぁぁ、おかお、もかわいいじゃないか（ﾟ◇ﾟ）



すると「こんにちは〜〜〜」という声が

ゆめシティのミスドで何度かお会いしたことのあるスタッフさんでした

シーモールと両方なんだそうです。

帰りはゆめシティでお買い物をしてきたのですが

ゆめシティのミスドに元サブウェイのおねぇさんがいらしたけど、

忙しそうで声をかけられませんでした（´｡｀)

商売繁盛(｀·ω·´)



リピエのセブンで au WALLET を使ってみたよ

2014.06.06 Fri
サブウェイで早いお昼を食べたあと、大丸のカードを作り直し、

２階からリピエに行ってみました。

おとといオープンのセブンイレブン・ハートイン下関駅リピエ店、

試しに入ってみまして

噂のセブンイレブンのコーヒーとやらを頼んでみました！

アイスコーヒーのレギュラーです。

で、試しに au WALLET でお支払いをしてみたのですが。

100円だからポイントはたぶんついてないし

（セブンは200円で2ポイント）

クレカ扱いでサインは求められるし

・・・・めんどくせ（´｡｀)

次からは Suica で払いますわ（´｡｀)

で、コーヒーはそこそこ美味しいわけですよ。

隣がサンマルクカフェなんですけど。



隣がサンマルクカフェなんですけど。

アイスコーヒーに250円出すんだったら・・・・

セブンのでいいじゃん・・・・

というのが正直なところ。

かき氷やってますけど

けっこうお高いのね（´｡｀)

それでまぁ、もちっとくつろいでいくか、ということで

ゆめシティのサンマルクで貯めたスタンプ利用で紅茶を



ソファーの席などもあり、運がよければくつろげそうです、が

ゆめシティ店とはいろいろお作法が違って・・・・

まぁ慣れてるお店の方がいいかな、と

そんなわけでセブンとサンマルクはリピエの２階なんですが、

２階からは下関駅の改札に直結なんですね〜

時間調整のためにサンマルクに寄る、というのはなかなかよさそう。

九州方面との乗換だとエキカフェ（自販機）で十分だけど。

ともかく Suica 使えます。便利べんり。

綾羅木と新下関が ICOCA エリア（SUGOCA でもいい）にならないかな〜

そしたらチョー便利なんだけど・・・・・

JR西日本さま、お・ね・が・い(-人-)



Windowsユーザーって忍耐強いのね（´｡｀)

2014.06.06 Fri
さて、毎日は使わない Windows 7 マシンですが。

ふと、honto アプリを入れようと思い立ち、引っ張り出してきました。

が

やれ更新プログラムがどうしたとか

ウィンドウズの構成がどうしたとか

えら〜〜〜〜〜く、待たされまして（´｡｀)

やっと出てきたこの画面。

まだ壁紙の設定もなんもしてないんですわ(‾∇‾)

で、以前、古い方の MacBook Pro に VMWare Fusion + Windows 7 をのせて

そこでえっちらおっちらダウンロードしてきた（けど結局使えなかった）

電子書籍 honto のアプリを

つ・い・に

インストールしましたよ！



意外にサクッとインストールできたので満足まんぞく。

いま、電子書籍（ほとんどNHKラジオ講座のテキスト）をどっちゃり

ダウンロードしているところなのですが、

Mac で登録端末を見たら、ちゃんと入っていましたよ(｀·ω·´)

これで全部入りますかねぇ

あと kobo のアプリも入れておきました。

HDD は 500GB あるらしいので、余裕のよっちゃんです。

Dropbox にどっちゃり置いてあるラジオ講座の音声ファイル、

同期しようかと思いましたが

意外に音が悪いので（´｡｀) やめちゃいました。

画像はけっこうきれいに見えるけど、音声はどうもねぇ・・・・

まぁ、Mac の方が快適なことを Windows でやることもないし。

棲み分けすることになりそうです。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+C164X
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/0ffeeefb.9802c6e7.0ffeeefa.45200421/?pc=&cmd=shop&me_id=1281256&category_id=1&item_id=&link_type=pict&image_type=default


ブログを書くのは、Mac でやりそうな感じ〜

ともかく、honto のアプリは Mac では使えないし

Suica インターネットサービスも Win の Internet Explorer だけだし

Office 365 ProPlus でアクセスが使えるのも Win だけのようだし

ま、うまいこと使い分けますわ〜

お安く手に入ったので、あまり文句は言わないことにしましょうね。

Lenovo B590 59394999 15.6インチ windows7
posted with カエレバ

Lenovo

Amazon
楽天市場

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00G8XEN7O/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00G8XEN7O/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=lenovo B590 Windows7&__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%2Flenovo%2520B590%2520Windows7%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


Windows マシンに Kindle を入れてみた。

2014.06.06 Fri
Windowsマシンに念願の honto アプリがインストールできたので！

ついでに、Kindle も試してみることにしました。

フツーにやると、アメリカのKindleしか読めないので、

Android のフリをさせるアプリを入れます

http://www.bluestacks.com/ からWindows用のアプリを入れると

Android ができました（ﾟ◇ﾟ）

kobo arc 7 HD によく似ています。←Android だから

Kindle アプリを検索する、というのもちゃんとできました。

書籍をダウンロードするのもけっこうできました。

が

kobo arc 7 HD でうまく読めない、画像が表示される書籍は

表示がなんとな〜く、ぬるいというか遅いというか

やっぱりあまりよろしくない感じでした。

まぁ・・・フォントがきれいなわけではないし・・・・・

念のために入れておく、だけにして、

読むのは Retina ディスプレイの iPad / iPad mini やら

Kindle Paperwhite やらにした方がいいかな、って感じ

あ、kobo arc 7 HD もリフロー型書籍はきれいですよ

ま，全部ダウンロードしなくてもいいし！

Android は Windows と相性がいいんですかねぇ？

どうも Mac で Bluestacks を使おうとすると

うまくいかないんですが・・・・（うちだけかも）

http://www.bluestacks.com/


ま、のんびりやりますわ〜（´｡｀)



ゆめシティ、今日から土曜日はキャッシュレスデー

2014.06.07 Sat
そんなわけで土曜日はゆめシティに買い出しに行く日です。

（毎日行っているような気もしますが。）

ゆめモバクーポン、和牛100円引とかお米200円引とか

しっかりゲットいたしまして(‾∇‾)v

ガラガラとお米を買ってきた、わけですが。

日曜日はゆめモバ会員がポイント５倍

毎週土曜日はゆめか or クレジットで５倍



とのことです。

で、いつもなら土曜日は「クレジットの日」で

2000円〜4999円のご利用で100ポイントつくのですが。

今日は、ついていませんでした。

あとでもう一度行ったときに聞いてみたら、

今日から変わったんだそうです。

・・・・ややこし（´｡｀)

まぁでも、一度帰ってもう一度出直したお買い物で、

GU でお洋服を買っても

スティックスイーツファクトリーでお茶をしても



ゆめかで５倍でしたから(‾∇‾)v

ま、いっか〜

ともかく土日は５倍ということなので、作戦をいろいろ考えてみます。

火曜日はクレジットで５倍だしね（これ、あるんだろうか、心配）

# 16:19 追記：電話して聞いてみたら、火曜日はクレジットで５倍だそうです(^_-)-☆



au WALLET のウェルカムガチャ2回目やってきた！

2014.06.07 Sat
au WALLET を持っていると、au ショップにて月3回まで、

ウェルカムガチャというのができます。

機械にカードをかざして読み込むのを待ち

ガチャをする、みたいなのをタップして

しばし待ちます

今日はお店のおねぇさんが様子を見に来てくださいまして

「3000ポイント当たらないかな〜」

「でも5ポイントですよねきっと（´｡｀)」

と自虐モードでぶつぶつ言っておりましたら！

なんと！

10ポイント、当たりました＼(^o^)／

うれしいな、うれしいな

今月はあと1回できますよ

ゆめシティにはしょっちゅう行ってるのに、

ガチャはしょっちゅう忘れちゃうんですよね〜

この次は、3000ポイント、当たらないっかな〜

当たるといいな(｀·ω·´)



Windows マシンに電子書籍をぶち込んでいる。

2014.06.07 Sat
そんなわけで、お安く買った Windows7 マシンに

honto, kobo, Kindle とアプリを入れまして

どっちゃり電子書籍をダウンロードいたしました。

Kindle は無料書籍など落としてきてないのもあるんですが

あとはほぼ入ったかな？

ラジオ講座のテキストが主体の honto の容量が大きいです。

ぜ〜〜〜んぶ、画像ですからね（´｡｀)

honto の電子書籍のうち、一般書籍は数冊。

東洋経済とかDIMEとか雑誌もいくつかあって。

あとはぜんぶ、NHK語学講座のテキスト〜〜〜

で、合計141冊、9.4GB ございました。

こりゃ〜 iPad mini に全部入れておくわけにはいきませんな（´｡｀)

Kindle は Bluestacks をかませて Android のフリをしてるのですが、

画像じゃないやつはまぁ、まぁ、読める感じです。

これも電子書籍端末が別にあるから、「予備として」保管している

だけなんですけどね

Mac の kobo アプリはのけちゃおうかな〜

少しでも SSD のすきまをあけておいた方がいいかしら

ともかく！

Windows、ふつか続けて使ってみました(‾∇‾)
毎日使っていたら、なじんでくれるでしょうか・・・・・

だんだん疲れなくなるといいんですけどね（´｡｀)



サンマルクでも抹茶のチョコクロやってるよ

2014.06.08 Sun
さて今日はゆめシティのお客様感謝デーということで

全館全品ポイント５倍！

ということはサンマルクカフェのスタンプも５倍！

なので、農協でお野菜を買ったあとレストラン街にまわり

サンマルクカフェに寄ってきました。

昨日だったかポスターを見て気になってたこれ

チョコクロマーブル？

抹茶とホワイトチョコ？

むむぅ

しばし迷った末、ポイント調整のために、

チョコクロマーブルと、アメリカンにしてみました。



美味しかったですよ

以前、アメリカンを試した時は、薄いな〜と思ったのですが、

今日は平気でした。

薄めのコーヒーになれたのかもしれません。

量も多いし、今度からアメリカンにしようかな(‾∇‾)

ランチセットもいろいろあります。今度食べてみようっと。



ゆめシティのゆめ広場でお花の展覧会みたいなのやってるよ

2014.06.08 Sun
さてお客様感謝デーの本日、サンマルクカフェを出たところの

ゆめ広場では、生け花の展覧会みたいなのをやっていました。

かわいいな、と思ったお花の写真をば



わたくし実は犬がコワいのですが（´｡｀)
ぬいぐるみとかお花とかの犬はかわいいと思います(｀·ω·´)

エスカレーターの下には大きな作品も

ほかにもきれいなお花がたくさんあったので、

ゆめシティにおいでの際はゆめ広場へもぜひどうぞ(^_-)-☆



ゆめシティでお茶する誘惑に負けないためには

2014.06.09 Mon
ゆめシティにお使いに行くと、ちょいとお茶をしたくなります(‾∇‾)

が、ここんとこ甘いものを食べ過ぎている気がするので

ちょいとガマンする方法を考えました。

９時５分までは「まいにちロシア語」を聞いているので、

それがすんだらすぐ！食品館に買い物に行く！

そうすると 9:30 オープンのスティックスイーツファクトリーにも

10:00 オープンのサンマルクカフェやミスタードーナツにも

寄らずにすむ、というわけ(‾∇‾)v

逆に、お茶をしたいな、という野望がある時には、

農協でお買い物をする→9:30以降はレストラン街の方から入れる

10時すぎるのを狙って、サンマルクかミスドへ

というのがいいかな、と

スティックスイーツファクトリーはどっぷりくつろぎたいとき

ミスドはちょこっと休んでいきたいとき

サンマルクはその中間

って感じですが

スティックスイーツファクトリーでお茶をしてからお買い物、

を狙っている時には

９時半まで、入門ビジネス英語を聞いてからでかける。

というのが正解かな、と

ラジオ講座、時計代わりに聞いてます。



NECアクセステクニカ Aterm MR03LN1B ブラックカラー クレードルセット
posted with カエレバ

NEC

Amazon
楽天市場

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KAW67E6/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KAW67E6/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Aterm MR03LN1B&__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%2FAterm%2520MR03LN1B%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


WiFi 対応・モバイルスキャナ ScanSnap iX100 が出るそうだ

2014.06.10 Tue
これは〜〜〜欲しいです、はい

ScanSnap iX100 !!!!!!!

S1100 を USB につないで毎日使っているわたくし、

WiFi 対応の iX100 にはヒジョーに興味あり！

Evernote Premium ３ヶ月分もついてくるそうだし！

ケーブルレスということで、持ち歩いて使うのによさそうです。

ああ欲しいよう欲しいよう。

Amazon でも楽天（PFUダイレクト）でもすでに予約可能。

うううううう

FUJITSU ScanSnap iX100 Wi-Fi・バッテリー搭載スキャナ FI-IX100
posted with カエレバ

富士通 2014-06-20

Amazon
楽天市場

しかし問題は、S1100 が２本もあるということだ・・・・

もったいないかな？(‾∇‾)

S1100 を持ってない方は、間違いなく「買い」だと思います。

6/20が待ち遠しいです(｀·ω·´)

http://scansnap.fujitsu.com/jp/product/ix100/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ScanSnap iX100&__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%2FScanSnap%2520iX100%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


シネマサンシャイン下関、オープニングスタッフ募集してるよ

2014.06.10 Tue
どうなってるのか気になってしょうがない、下関駅ビルのシネコンこと

シネマサンシャイン下関。

サイトを見に行ったら、こんなお知らせが出ていました。

オープニングスタッフ募集！

といっても5/19から出ているお知らせなので（さっき気づいた）

もういっぱいになってるかもしれませんが

下関駅のシネコンで働いてみたいあなた！

お問い合わせになってはいかがでしょうか。

オープンまであとひとつきないですね（7/5予定でしたっけね）

楽しみですね(｀·ω·´)

http://www.cinemasunshine.co.jp/


下関大丸・行列のできるグルメ店とうまいもの大会に、船木選手登場!?

2014.06.11 Wed
Facebook にお写真も出ていたんですけど。

下関大丸6階催場で、今日6/11(水)〜6/16(月)に

行列のできるグルメ店とうまいもの大会

というのがあるんだそうです。もうやってるんですね。

でっ

「あの」スキージャンプの船木和喜選手がやっておられるお店、

北海道は「王様の工房」が！

初出店！

ええ〜いスクリーンショットを載せてしまえ！

ファンなんですよ〜〜あたし(〃'▽'〃)

今年はレジェンド葛西選手が活躍なさっていますが、

船木選手にもぜひ！ Super! なジャンプをまた見せてほしい〜

下関に船木選手が来るんだって

http://shimonoseki.daimaru.co.jp/shop/event/umaimono1406.html


行っちゃおうかな、大丸

きゃ〜きゃ〜(〃'▽'〃)

# 続き：下関大丸・行列のできるグルメ店とうまいもの大会で船木選手を見た！ (6/13 13:40)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1287


東日本代表のポン・デ・リングは美味しかったよ

2014.06.11 Wed
そんなわけで今日から新製品どっちゃり、

新たにミッフィーのキャンペーンも始まった、

ミスタードーナツに行ってきましたよ

しかも100円セールやってます(｀·ω·´)

なので、今日から全国発売のポン・デ・リング

東日本代表：スイートポテト

西日本代表：なると金時

の２つとコーヒー、という計画で行ったのですが、

なると金時の方は売り切れておりまして（´｡｀)

スイートポテトと、カフェオレになりました〜

カフェオレも新しく淹れてくださって、おいしかったし、

スイートポテトもさすが東日本代表だけあって

お・い・し・い

で、ゆめシティ店名物？1000円で10個パック、について



で、ゆめシティ店名物？1000円で10個パック、について

「翌日まで持ち越しても大丈夫？」と聞いてみましたところ、

やはり、当日のうちに召し上がっていただきたい、ということでした。

う〜ん、父の日に10個パックはちょっときついかな？

新製品のクロワッサンドーナツにしておこうかな？

と、いろいろ考えながら食べておりました。

ミッフィーのお皿、もらえちゃうかもしれませんね、また(‾∇‾)
8ポイントでもれなくもらえます。3種類あるよ。



念願の！東西代表ポン・デ・リングを両方食べてきた！

2014.06.12 Thu
今日の買い出しの途中に、ミスタードーナツを覗いてみますと

昨日なかった、西日本代表：なると金時がありました！

今日は食べないつもりだったんだけど・・・・・

誘惑に負けてしまい

両方、食べ比べてみました。

テイストとしては似た感じで、甘くておいしいです(｀·ω·´)

いつもおかわりしないから今日はアイスでいいや、と思ったんだけど、

２つ食べるならホットにしておかわりすればよかったかも〜

あと、美味しくいただけるのは、２つが限度だな、と思いました。

父の日に10個パックを買って帰る野望は消えました（´｡｀)

今日もポイントカードをもらいまして、お店の人がおっしゃるには

すっっっっごくかわいいんだそうです、ミッフィーのお皿

３つ揃えるのはちょっときついですが（´｡｀)

どれかひとつくらい、ゲットしたいと思います(｀·ω·´)



どれかひとつくらい、ゲットしたいと思います(｀·ω·´)



下関大丸・行列のできるグルメ店とうまいもの大会で船木選手を見た！

2014.06.13 Fri
ミーハー、してきました(‾∇‾)

え、まじめにファンなんですよあたし

ジャンプ週間とか夜中に起きてテレビ見てましたし

特に船木選手のファンだったのは

ほ・ん・と

なので、がんばって行ってきました、下関大丸

6階催事場でぐるぐるまわって、いた！

肖像権とか怒られそうだけど、お店の宣伝になるから載せちゃう！

すごく売れてるらしくて、予約になるとかで、

一度サブウェイにお昼を食べに行って戻ったりしたんですが

戻ってきたら、人は減ってたけど、予約の分で大変らしくて

ミニアップルパイとミニチョコパイ、買ってきました。

お店にはジャンプスーツ（本物）が飾ってあり



ショーケースの上には、長野の金メダル（本物）が（ﾟ◇ﾟ）

そうそう、長野オリンピックのマークが入った PHS、
かわいい〜、といって思わず買ってしまったんだっけ。

懐かしい〜〜〜

いや〜、緊張しました

お話できるかと思ったけど、すごい働いておられたので、、、、、

いや〜でも本物見ちゃった



きゃ〜きゃ〜

# 6/14 追記：ミニアップルパイとミニチョコパイ、どっちもおいしい！



シーモールのサブウェイとスタバで wi2 300 使えるよ

2014.06.13 Fri
そんなわけで、船木選手のご尊顔を拝謁した後、

時間調整も兼ねてサブウェイでお昼を食べてきました。

期間限定のやつ、こないだ食べてない方です。

今日は「お水つけてください」を忘れずに言えました(｀·ω·´)v

さて、ゆめシティ店でもよくやっていたのですが、

ドリンク回数券を買うとハーゲンダッツプレゼント！

キャンペーン中のようです。



交通費最低400円かかるからね〜ちょっとそんなには行かんわね（´｡｀)

で、こないだ見ていた wi2 300 が使えるかどうか！

試してみるために、おうちで iPad mini Retina を
BIGLOBE LTE・3G の WiFi スポットに登録していきました。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


サブウェイでは Wi2premium_club につながりました！

一度6階にあがってパイなど買ってきましてから今度はスタバへ

こないだ5000円チャージした分でドリンククーポンがあったんですね

どっちゃり Venti サイズのコーヒーゼリーフラペチーノ♪



ここでは、Wi2premium_club も Wi2_club も使えるようでした。

小心者なので Wi2_club （オプションエリアじゃない方）にしました。

あ、帰りに見たら、Thank You! とカップに書いてあるのを発見！

うれしいですね。

今日はサンマルクからじゃないので、リピエの2階から改札に行くのはやめて



1階から回っていったのですが、モスバーガーに紹介ポスターがありましたよ

モスとミスドのとりかえっこ、ゆめシティのミスドではやってないんですが

これも一度は食べてみたいですね

そんなわけでサブウェイとフラペでお腹いっぱいになったので、

船木選手のお店のパイは明日食べることになりそうです。

会期中はずっといらっしゃるのでしょうか、船木さん(〃'▽'〃)
（もう一度行ってしまいそうな勢い）



ATerm MR03LN の解説本が出てる 期間限定無料！

2014.06.13 Fri
Kindle 書籍で、ATerm MR03LN の解説本が出ています。

村上 俊一 インプレスR&D 2014-05-02
売り上げランキング : 

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

3日間？限定で無料だという話なので、

さっそくポチってみました。

あ、その他 SIM フリー iPhone / Android の本も無料です。

で、やっぱり MR03LN は最強＼(^o^)／
というお墨付きを得ました！

詳しい使い方も書いてあるので、無料のうちにぜひどうぞ！

NECアクセステクニカ Aterm MR03LN1B ブラックカラー クレードルセット
posted with カエレバ

NEC

Amazon
楽天市場

本体＋クレードルを買ってSIMを調達するのもよいですが、

私は不精者なので(‾∇‾)
BIGLOBE LTE・3G で申し込みました。

SIM をさしたらすぐ使えて、楽ちんでした＼(^o^)／

オススメです。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00K60L2GA/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00K60L2GA/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844396293/joeshomepag-22/
http://yomereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KAW67E6/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KAW67E6/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Aterm MR03LN&__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%2FAterm%2520MR03LN%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://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


たしか初月の使用料金無料だった気がするので、

最初はライトMプランにしておいて、あまり使わないようなら

月末までにエントリープランにするとか調整するといいと思います。

とにかく解説本読んでみてください。

村上 俊一 インプレスR&D 2014-05-02
売り上げランキング : 

Kindle
Amazon[書籍版] by ヨメレバ

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+IAFPD
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00K60L2GA/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00K60L2GA/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844396293/joeshomepag-22/
http://yomereba.com


シネマサンシャイン下関、7/5オープンの案内が出てる！

2014.06.13 Fri
シネマサンシャインのサイトを見に行ってみますと

シネマサンシャイン下関の案内が、どどん！と出ていました。

下関駅に隣接したシーモール下関の新設シネマ棟２階に８スクリーン、総座席数1,103
席のシネマサンシャイン下関が７月５日（土）にオープンいたします。

8スクリーンすべてが3Dデジタルに対応しており、うち１スクリーンには中国地方初と

なる最新音響システム“DOLBY ATMOS”を採用。

あなたの感覚を刺激する映画体験をシネマサンシャイン下関で体験してください。

かっこい〜〜〜

これは楽しみですね(｀·ω·´)

映画は「相棒 劇場版」をとしまえんのシネコンで見たのが最後ですが

（というかめったに行かないのですが）

これを機会に、映画館にも行ってみたいと思います(｀·ω·´)

その近辺に、サブウェイもスタバもあるしね(〃'▽'〃)

http://www.cinemasunshine.co.jp/
http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/shimonoseki/promotion/prom_shimonoseki.html


サンマルクカフェのチョコクロが3種類になってるよ

2014.06.14 Sat
昨日船木選手のお店で買ったパイを昨日今日と食べたので、

コーヒーだけ飲んでいこうかなぁとサンマルクを覗くと

チョコクロが、3種類になってました！

普通の

抹茶＋ホワイトチョコのマーブル

いちごっぽいの

むむぅ

どれも180円なので、これにアメリカン260円をつけると

440円でポイントがちょうどいいのですが

今日は、やめときました(‾∇‾)

今度またね(^_^)ノ""""



15市（いちごいち）のゆめシティでわくわく

2014.06.15 Sun
さて、毎月15日は15市（いちごいち）、ゆめシティのポイント5倍です。

今日は特に急ぎのお買い物はなかったのですが、まぁ5倍だし(‾∇‾)
お気に入りのチーズがポイント20倍だというし(‾∇‾)

ちょこっとお買い物へ。

ミスドでドーナツを買ってこようかとも思ったのですが、

ポイント5倍
100円セール

ポイントカードでミッフィーのお皿がもらえる

が重なってる日曜日とあって、お客様がたくさん（ﾟ◇ﾟ）

ギリで座れそうな感じの、サンマルクでお茶をしました。

スタンプ5倍もらいました(‾∇‾)v

でっ、ゆめかで支払いますと、なんと

残額が 8,888 円！！！！

末広がりでめでたいね(^_-)-☆



お気に入りの十勝カマンベールも今日は安かったので、

うふふ

わくわく気分で帰ってきましたよ

あ、本屋さんにも寄って、わくわくする本を買ってきました。

ゆめシティ、やっぱり楽しいです。

いいことだけが「今」から起きる ももいろ波長の身につけ方 (一般書)

和田 裕美 ポプラ社 2014-04-19
売り上げランキング : 9748

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4591139654/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4591139654/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4591139654/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/12a6b135.a13a30e5.12a6b136.e2c22b93/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12688140%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_104591139654.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


スティックスイーツファクトリー、ロールケーキの新製品 セールもあるよ

2014.06.15 Sun
ここんとこミスタードーナツの景品につられて、

スティックスイーツファクトリーはあまり行ってないのですが

今日までの父の日ボックスに引き続き、19日に新製品が！

そして6/20からは150円セールもあるようですよ。

ホワイトロールは240円なので、朝のセットになりますが

マンゴーロールは260円なので、セットにはなりません。

ということは、150円セールの時に単品で食べるしかない！

ん、おいしそうですね(｀·ω·´)

あと、19日新発売とのことですが、プリンアラモード！

これも楽しみです。



今日宮脇書店で買った本を読みながら食べようかな(｀·ω·´)

いいことだけが「今」から起きる ももいろ波長の身につけ方 (一般書)

和田 裕美 ポプラ社 2014-04-19 売り上げランキング : 9748

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4591139654/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4591139654/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4591139654/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/12a6b135.a13a30e5.12a6b136.e2c22b93/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12688140%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_104591139654.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


ゆうちょのATMでじぶん銀行に入金したら手数料がかかっちゃった

2014.06.16 Mon
こないだじぶん銀行から au WALLET にチャージしたので、

また入れておこう〜と思ってゆうちょのATMで入金しました。

家に帰って明細票を見ると

「手数料216円」

え〜〜〜〜っ！！！！！！

手数料かからないと思って入金したのに・・・・・

よく調べてみますと→ここね

月1回のみ、0円なのですね（´｡｀)

ああああああああ失敗した！！！！！！

まぁ au WALLET のチャージでもらったボーナスが

216円よりは多いから、今回は勉強料ということで・・・・

ぐすっぐすっぐすっ(T^T)

大失敗の巻〜(´д｀)

ローソンで入れればよかった・・・・・

http://www.jibunbank.co.jp/interest_and_commission/commission/


# 11:55 追記：ちょっと悔しいので、au WALLET にチャージして

250円ボーナスもらいました(｀·ω·´)v　←仇を討った



ウィングスポーツクラブ、会員同伴無料キャンペーン中

2014.06.17 Tue
今日は雨で調子悪くてサボっちゃったんですけど(〃'▽'〃)
ウィングスポーツクラブ、わたくしいちおう会員なんですね

でもって、会員同伴だとビジター料金無料！というキャンペーンが、

昨日から始まっているようです。

見学だとロッカールームやお風呂にははいれないと思うので、

同伴で体験なさるのがお得ではないでしょうか

といいつつ私は調整系のしか出ないので(〃'▽'〃)
エアロ系が好きな方はどなたか別な方と・・・・・

ロッカールームだけは高級スポクラって感じですよ(^_-)-☆

あたしはレフコの体験に一度行ってみたいです〜。

http://wing.navitown.com/index.html


ATOK Passport が 2014 にバージョンアップできるようになってるよ

2014.06.17 Tue
はい、ATOK Passport 愛用しておりますが

ATOK 2014 へのバージョンアップファイルが、出ているようです。

ただいま鋭意ダウンロード中。→ここから

# ATOK 2014 for Mac は6/20発売と聞いております。

親指シフトがTESLAでちゃんと使えるかどうか、

それだけが心配です。

使えなくなったら、どうしよう〜〜〜〜

しばし続報をお待ちください。m(__)m

# 17:32 追記：使えてるようです

途中経過

http://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=052498


再起動すると、なんか新しいサービスがあるみたいでした

自動的にことえりが入ってきて、ことえりだとローマ字っぽかったんですが

ATOKの方はちゃんとTESLAも効いているようで、親指シフトできてます。

ATOK 2014 でもちゃんと親指シフトできそう！のご報告でした。



下関大丸ビアガーデン6/20(金)から お得な前売り券も発売中

2014.06.17 Tue
船木さん帰っちゃったんですね（さみしい）

で、下関大丸からメルマガで教えていただいたのですが。

今週の金曜日、6/20から、ビアガーデンがあるそうですよ。

レディースデーもあるんですね〜

それより、19日までに前売り券を買うのがお得っぽいです。

ビールお好きな方、大丸の屋上はいかがですか。



雨の日は、テンション上げに　ミスドにGO!

2014.06.18 Wed
さて雨の日はテンションだだ下がりのわたくし（´｡｀)
今日はがんばって買い出しに行ってきましたよ

でも、ご褒美がないとダメなので・・・・・

ミスタードーナツに寄ってきました(‾∇‾)v

税別120円のドーナツと、税別180円のコーヒー

なぜか税込では合計323円だったのですが、

ゆめカードのポイントはちゃんと3ポイントつきました！

ラッキー＼(^o^)／

こないだの、手数料216円かかっちゃった事件でかなりへこんだので

いいことがちょっとでもあるとうれしいです(｀·ω·´)

ミッフィーのお皿、まだたっぷりあるそうですよ

またポイントカード貯まっちゃいそうな勢いです。



ゆうちょ銀行のトークン申し込んだよ〜

2014.06.18 Wed
ゆうちょ銀行からこないだはがきが来てました。

なんでも、トークンを送ってくるとかで、

口座の番号（全部は載ってない）と申込番号（はがきに載っている）で

お申し込み〜〜〜

しばらくほったらかしにしておいたのですが、さっきやってみました。

http://www.jp-bank.japanpost.jp/direct/pc/security/dr_pc_sc_token.html

にアクセスしてください。

はがきで来ると、リンク先を入力しないといけないからめんどくさい（´｡｀)
QRコードがついてたので、スマホからの方が楽かもしれませんね。

iPod touch でも QR コードが読めるアプリがあるんだった・・・・

けど私は手で入力しました〜。

メールアドレスを登録してそこに連絡が来るURLをクリックして、

申込完了〜

6/23から順次発送、とのことです。

楽しみですね(｀·ω·´)

http://www.jp-bank.japanpost.jp/direct/pc/security/dr_pc_sc_token.html


ラジオ講座の睡眠学習？

2014.06.19 Thu
時計代わりに、らじる★らじるをタイマー録音して、

ラジオ講座を聞いています。

あ、Audio Hijack Pro というシェアウェアを使って録音します。

で、お寝坊さんしている時には・・・・・

夢の中で、語学の授業を受けています（ﾟ◇ﾟ）

それがまたけっこうリアルで・・・・・・

いっしょうけんめい、先生に質問しようとして、

「はい！はい！」って手を上げるんだけど

無視されて授業が進んでしまいます（´｡｀)

あるときは、質問のお手紙を NHK あてに書いてたりして。

（もちろんゆめの中で）

なんでダニエルばっかり喋るんだよ〜、あたしが手を上げてるのに！

と、ゆめの中で憤っているのですが

・・・・ラジオ講座だもん、しょうがないよね（´｡｀)

東京にいた時は語学学校に行けたから、質問も出来たけど、

地方では（英語はともかく）各国語の学校なんてないからな〜

くすんくすん

語学の勉強に関しては、東京にいたかった感じです。



サンマルクカフェは14時から美味しいものが出てくるよ

2014.06.19 Thu
今日はめずらしく、2時過ぎにお茶しに行きました。

クーポン（フローズンパーラーのと、ご当地ポンデリングのと）が

あったので、すっかりミスタードーナツにするつもりだったのですが

お子様連れのお客様がわりと時間かかってるようで

まぁ急かしても悪いしね、とサンマルクへ

ちょうどスタンプも貯まってましたしね

アイスのカフェラテ、所望しましたよ

で、ついでに、ランチタイムには見たことのない食べ物を

カスタードのクロワッサンですって（ﾟ◇ﾟ）

チョコクロより安かったし食べたことなかったし、というわけで

食べてみました(｀·ω·´)v

カスタード、好きです〜♪

# ちなみに眼鏡はお気に入りの23区、3階で買いました

全品HOYA【薄型】【UVカット】【撥水コート】つきさりげない女性らしさを演出♪23区メガ

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fmeganeyou%2F23ku-43-0169-1pk%2F


全品HOYA【薄型】【UVカット】【撥水コート】つきさりげない女性らしさを演出♪23区メガ
ネセット0169-1・度付き・度なし・伊達メガネ・ダテメガネ・眼鏡【フレームのみは2000円
引き】 【楽ギフ_包装】
posted with カエレバ

メガネプロサイトYOU

楽天市場
Amazon

お店の人に聞いてみたら、2時からのメニューなんだそうでした。

道理で焼きたてっぽかったわけだ(〃'▽'〃)

というわけでサンマルクは14時以降、ティータイムといえましょう

そういえばいろんなグループの皆様（主婦っぽい方がおおい）が

楽しそうに歓談しておられました

楽しい雰囲気の時間に行きたいよね(^_-)-☆

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fmeganeyou%2F23ku-43-0169-1pk%2F
http://kaereba.com
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F23%25E5%258C%25BA%2520%25E7%259C%25BC%25E9%258F%25A1%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://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=23%8B%E6 %8A%E1%8B%BE&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22


ScanSnap iX100 明日6/20(金)発売予定〜♪

2014.06.19 Thu
そんなわけでちゃっちゃと予約注文してしまいました、

ScanSnap iX100

FUJITSU ScanSnap iX100 Wi-Fi・バッテリー搭載スキャナ FI-IX100
posted with カエレバ

富士通 2014-06-20

Amazon
楽天市場

アンバサダーの皆様はもうディープにお使いで（´｡｀)
平民のわたくし、ちょっと悔しい思いをしているのですが・・・・・

まいにち、主にお買い物のレシートをスキャンするのに使っている、

ScanSnap S1100 の出番がなくなるかも・・・・しれませんね

ScanSnap Manager のアップデートはどうすればいいのかな

明日届くのかな

明日発送かな

まだ、発送連絡はないのですが

わくわくしてます(｀·ω·´)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ScanSnap iX100&__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%2FScanSnap%2520iX100%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


スティックスイーツファクトリーのロールケーキ150円セール始まったよ

2014.06.20 Fri
今日は買い出しを少し早めにしまして(‾∇‾)
ゆめタウンデーでポイント5倍の、スティックスイーツファクトリーへ！

お目当てはこれ

ロールケーキ、150円セール！

マンゴーのロールケーキは260円で、250円までのセットにならないので、

単品で頼まないといけません。

# 13時まで、250円までのケーキ1本+ドリンク 440円、

2本+ドリンク580円のお得なセットがあります

で、先日お店のおねぇさまと相談した結果

何かとドリンクで440円セットにする

マンゴーロールを単品でつける

というので、590円になり！

580円セットとほぼ同じ金額で満足感が得られる！

(｀·ω·´)

で、ロールケーキは以前より小さくなっていたのですが。

まぁけっこうクリームがこってりしてるし、小さくてもいいかも。



マンゴーロール、おいしかったので、期間中にもう一度食べたいな。

今度は単品でアイスコーヒーをつけようかな←おかわり自由

あとのはセットになるので、ホワイトのやつはセール終了後でいいです

やっぱり、マンゴー、おいしいよね(｀·ω·´)



ゆめシティのレストラン街に天ぷらやさんができるみたいだよ

2014.06.20 Fri
今日の買い出しは、先に農協を回った関係で、

ゆめシティへはレストラン街の方から入りました。

ふと、工事中のところを見ますと

どうやら、天ぷらやさん？ができるようです。

おいしいお店だといいですね(｀·ω·´)

http://www.sho-ya.co.jp/group/nakamura/


ScanSnap iX100 が来たよ〜

2014.06.20 Fri
そんなわけで、午前中に届きました、ScanSnap iX100

まずはアプリをインストールするわけですが

付属のCD-ROMが使えないので（いや外付けドライブはあるんだけど）

サイトからダウンロードしてきます

無線LANの設定を失敗して（´｡｀)
勝手にルータと WPS とやら？（簡単接続みたいなやつ）でつなげちゃって

あとで設定ツールを使おうとしたら「もうあるよ」と言われたりして

まぁ、いろいろ大変でしたが

つながるまでがちょっと時間がかかる感じですが

つながってからの読み込みは

S1100 より圧倒的に速い！

何時何分何秒までファイル名がつくのですが、それでは足りず

-001 とか -002 とかついてきちゃう

はやっ！

S1100をUSB接続するのとどっちが速いか？

ビミョーなところですが

3本（なぜかS1100は2本ある）とも活用したいと思います(｀·ω·´)

FUJITSU ScanSnap iX100 Wi-Fi・バッテリー搭載スキャナ FI-IX100
posted with カエレバ

富士通 2014-06-20

Amazon
楽天市場

# 続報：

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ScanSnap iX100&__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%2FScanSnap%2520iX100%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


ScanSnap iX100 快適だよ〜 (6/21 10:24)
東京からお客様がいらっしゃいましたよ (6/22 16:18)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1306
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1307


ScanSnap iX100 快適だよ〜

2014.06.21 Sat
そんなわけで昨日届いた ScanSnap iX100 ですが。

昨日は買い出しのレシートをS1100でスキャンしたあとで届いたので、

本日はじめて、レシートのスキャン！をやってみました。

あ、動画を撮ればよかった(‾∇‾)

こっちの方で1枚スキャンしてる間に、あっちの方に入れると

1ページめ　2ページめ　というようにちゃちゃっとスキャンしてくれます

昨日も報告しましたが

2014102044_001 とか _002 とかついてきます

S1100 の時は手差しだし1枚ずつだし、

同じ「秒」で2枚というのは想定されていなかったように思います

MacBook のふたをあけて

iX100 のふたをあけて

レシートはどこかいな、とバッグから出している間に、

スキャン準備 OK!!!!!

こりゃ快適だわ

S1100 をつなげるのがめんどくさくなりそうです。

たはは〜

最初に来たときは電池の減りが思ったより速い感じだったので、

昨日は充電しましたよ

そこらの micro USB の充電器（たぶん WiMAX ルータのやつ）を

流用していたりします



いや便利べんり

そんなわけで皆さん、買いましょう、iX100。
ぱかっと開いてちゃくっとスキャン、楽しいよ。

FUJITSU ScanSnap iX100 Wi-Fi・バッテリー搭載スキャナ FI-IX100
posted with カエレバ

富士通 2014-06-20

Amazon
楽天市場

# 10:57 追記：調子に乗って MacBook Air でも iX100 を使えるようにしようと

アプリをインストールしたのですが

WiFi 接続できるパソコンは、1台だけ

ということでした。USB接続ならスキャンできるよ。

# 続き：東京からお客様がいらっしゃいましたよ (6/22 16:18)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ScanSnap iX100&__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%2FScanSnap%2520iX100%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://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1307


東京からお客様がいらっしゃいましたよ

2014.06.22 Sun
東京からのお客様、といっても、高校の同級生なんですが。

ご用があって帰省なさってて、いちにち時間があいたので、

「お茶しませんか」と声がかかりました(｀·ω·´)

ゆめシティにきてくれますか、といったら OK とのこと。

で、結局新下関からのシャトルバスでいらしたので、

バス停までお迎えにあがりました

同じく同級生のスイーツ男子こと室長（同じクラスだった）なら

スティックスイーツファクトリーに決定なんですが

今日のお客様は隣のクラスだった方で

まぁサンマルクかな、ということになりました

ポイントもつけてもらっちゃったし、スタンプももらっちゃった＼(^o^)／
（今日は5倍だったのですよ）

ScanSnap iX100 を見せびらかそうと思って持って行ったのですが

せっかくのおもちゃ、お外ではスキャンできませんでした（´｡｀)
iPod touch と iX100 が同じネットワークにつながってないとダメみたい。



iPod touch と iX100 が同じネットワークにつながってないとダメみたい。

FUJITSU ScanSnap iX100 Wi-Fi・バッテリー搭載スキャナ FI-IX100
posted with カエレバ

富士通 2014-06-20

Amazon
楽天市場

その時はつなげ方を失念していて「ダメじゃん」ということになり・・・

お客様がお持ちになっていたおもちゃ、THETA を見せてもらいました。

RICOH デジタルカメラ RICOH THETA 360°全天球イメージ撮影デバイス 0175760
posted with カエレバ

リコー 2013-11-08

Amazon
楽天市場

「これ知ってる？」

「あ、なんかみたことある・・・・てーた！」

「しーただよ」

ドイツ語読みしてはいけません（´｡｀)

ほんでお客様の iPhone 4 は iOS5 だからアプリ連携できないとかで、

うちの iPod touch にアプリをダウンロードし直して

（一度ムダに入れたことがあった）つなげてみました

ぎゃっ、ほんとに 360度撮れてる（ﾟ◇ﾟ）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ScanSnap iX100&__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%2FScanSnap%2520iX100%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://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00F9VSJ7Q/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00F9VSJ7Q/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=THETA&__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%2FTHETA%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


このアヤシい写真は、私が iPod touch を操っているところです。

これより上だと顔が出ちゃうからだめ〜(‾∇‾)

# 7/1 追記：ぼかした写真をアップしてみました

→THETA のアプリでお写真にぼかしが入れられるよ (7/1 19:11)

お客様は今日のお昼を唐戸市場で食べてらしたのですが、

そのお写真も拝見しました。

なかなかの臨場感です。

面白いな、と思ったけど、けっこう高いのね（´｡｀)

で、ひとしきりしゃべくって、またまたシャトルバスでお帰りということで

お見送りしたあと、お腹がすいたのでミスドでおやつをしてきました。

そこでふとひらめいた。

ScanSnap iX100 は、WPS とやらで WiFi の設定ができるんじゃなかったっけ？

ATerm MR03LN もそうじゃなかったっけ？

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

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1334
http://www.karatoichiba.com/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/


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

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

メニューの「設定」のところから、かんたん接続、みたいなのを選んで

ぷしゅ〜と WPS ボタンを押してみると

つ〜な〜がったぁぁぁぁ！！！！

そして iPod touch の ScanSnap アプリを立ち上げてみますと

ちゅるるん、とスキャンできました。

ムダにスキャンしたのはこれ

今日もポイントカードが貯まったので、ミッフィーのお皿まであと3枚です。

いつも日曜にミスドに行くたび、「まっしゅさんですか？」と

聞きたい人がいるんだけど、

違ってたら恥ずかしいから聞けません(‾∇‾)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN&__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%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


また行くからね(^_^)ノ""""



リラックマキャラバン、シーモール下関にも来るみたいだよ

2014.06.22 Sun
じゃじゃ〜ん、リラックマキャラバンなるイベントがあるようですよ

宇宙服をイメージした衣装（ってチャイナドレスに見えるんだけど）の

リラックマとコリラックマが、あちこちをまわるようです。

かわいいですね(〃'▽'〃)

2014年7月12日〜8月31日の期間中、全国を回るみたい。

そしてびっくりなことに！

7月26・27日に！

コリラックマが、シーモールに来るようです。

http://www.san-x.co.jp/rilakkuma/caravan/201406/


ピンクの衣装、かわいい〜

YOU.ME さんというお店はこの図の10番

YOU.ME（ユーミー）

北2番街／生活・文化雑貨・キャラクターショップ

083-222-3467 http://store.shopping.yahoo.co.jp/youme-shimonoseki/
リラックマ・センチメンタルサーカス・靴下にゃんこなどのサンエックス商品や

キティ・マイメロ・キキララのサンリオ商品。その他、ワンピース・スヌーピー・ミ

ッフィー・ディズニーなどキャラクターだらけのショップです。サンエックスの商品

はホームページでのご注文も出来ますので是非YOU.MEのホームページをご覧ください

☆ぬいぐるみやタオル、ステーショナリー、小物から食器などなど種類はたくさん有

http://sea-mall.jp/shopguide/f2_10/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/youme-shimonoseki/


ります！

なんかお名前がゆめシティみたい(‾∇‾) you me city

7月26・27日ですよ、楽しみですね(｀·ω·´)v



ミスタードーナツ、6/25(水)からまた100円セールと新製品

2014.06.23 Mon
さて気がつけばミスドのフローズンパーラーが300円になるクーポン、

明日6/24(火)までと期限が迫っていたので、食べてきました(｀·ω·´)

うまうま

ポイントカードも6枚になり、ミッフィーのお皿まであと少し。

眼鏡は例によって23区

全品HOYA【薄型】【UVカット】【撥水コート】つきさりげない女性らしさを演出♪23区メガ
ネセット0169-1・度付き・度なし・伊達メガネ・ダテメガネ・眼鏡【フレームのみは2000円
引き】 【楽ギフ_包装】
posted with カエレバ

メガネプロサイトYOU

楽天市場
Amazon

お気に入りです(｀·ω·´)

で、チラシがあったので「くださいな」とおねだりしてみますと。

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fmeganeyou%2F23ku-43-0169-1pk%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fmeganeyou%2F23ku-43-0169-1pk%2F
http://kaereba.com
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F23%25E5%258C%25BA%2520%25E7%259C%25BC%25E9%258F%25A1%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://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=23%8B%E6 %8A%E1%8B%BE&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22


明後日、6/25(水)から1週間、夏のお客様感謝セール！

またまた100円で10種類食べられます(｀·ω·´)

それと、ミスタードーナツのサイトでトップに雪マークが出てたのですが

どうやら、かき氷系の新製品が出るようです。

おいしそ〜

てかけっこうなお値段（ﾟ◇ﾟ）

さてフローズンパーラーが明日までで終わっちゃうのか、

コットンスノーキャンディなる新製品をゆめシティ店でもやってくれるのか

聞いてくるの、忘れましたごめんなさいm(__)m

チラシにあった QR コードからアクセスして、



ひんやりリゾートのアプリをダウンロードしようと試みると

近日公開ですって。まだなのね（´｡｀)

そんなわけでまたまたミスドから目が離せません。



IIJmio BIC SIM を注文してみた。

2014.06.23 Mon
じゃじゃ〜ん

IIJ BIC SIMウェルカムパック SMS対応 マイクロSIM 【ビックカメラグループオリジナル
】
posted with カエレバ

IIJ

Amazon
楽天市場

突然ですが、IIJmio BIC SIM ウェルカムパックを注文してみました。

昨日のお客様、iPhone 4 だか 4S だかを iOS5 でお使いだったのですが、

まだ現役でいけるんだ〜

ということで、iPhone 欲しいかな〜と思っていたら、

中古で。

海外版 SIM フリーの iPhone 4S (=for Steve) を。

入手できることになりまして。（経緯は省略）

それに入れる SIM として、BIGLOBE LTE・3G にもう1枚 SIM を追加すると

スタンダードプランに変更で、その下に変更できなくなるので

かねてから気になっていた、IIJmio BIC SIM を試すことにしたのでした。

ビックカメラ.com で、au WALLET で決済できました。

wi2 300 も使えるようになるんですが

今からだと、オプションエリア（Wi2premium_club）は使えないんだろうなぁ（´｡｀)
なので、BIGLOBE LTE・3G についている WiFi スポットの方を、

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=BIC SIM&__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%2FBIC%2520SIM%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://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


今度来る iPhone 4S に割り当て、サンマルクカフェでも使えるようにして

iPod touch とかその他もろもろのMACアドレスを

IIJmio BIC SIM の wi2 に登録しようと思います。

ま、サンマルクカフェゆめシティ店の隣に au ショップがあるので

Wi2_club も使えたりするんですけどね

さてこれで合計2GB／月になります。

少々手荒に使っても大丈夫そう〜＼(^o^)／

高級 iPod touch としてしか使わないような気もしますが、

iPhone じゃないとできないこと、など研究してみようと思います。

た〜だ〜し

中古なので（´｡｀)
5 / 5s / 5c じゃないので（´｡｀)

LTE 接続はできないし、SnapLite も使えません（´｡｀)

PFU SnapLite スナップライト PD-SL01 （iPhone5、iPhone5s、iPhone5c専用）
posted with カエレバ

PFU

Amazon
楽天市場

あと充電するケーブルが昔のやつに戻るわけですが、

これは iPad 初代整備品のやつがちゃんとあるので(‾∇‾)v
（なぜか新品の充電ケーブルもあまっているので）

大丈夫でっす

SIMが内蔵されるというので iPod touch とどう変わるんですかね？

うちの iPod touch は家の無線LANとモバイルルータで常時接続ですし。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KA3KW00/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KA3KW00/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=SnapLite&__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%2FSnapLite%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


前からずっとわからなかったので

楽しみです(｀·ω·´)

# 17:53 追記：発送連絡きました〜



ミスタードーナツゆめシティ店、明日6/25からの新製品やるみたいだよ

2014.06.24 Tue
明日からのふわふわかき氷、ミスタードーナツゆめシティ店でもやるようです！

フローズンパーラーもとりあえずあるみたい。

ま、明日いってみれば確かなのですが(‾∇‾)

でも明日はゆめかチャージしてスティックスイーツファクトリーの予定〜

1万円チャージするとティッシュがもらえるんですよ（5個組）

で、今日は家族が朝市で買ったレシートと合算でガラポンしてきました。

狙い通り、ピンクのティッシュ、もらえました(‾∇‾)

ついでにお茶、というか今日までのクーポン利用で

フローズンパーラーを

ポイントカード、ミッフィーのお皿まで、あと1枚になりました。



さていついただきましょうか・・・・・

どれにしようかな(〃'▽'〃)



Google も日本チーム応援してくれてるのかな？リフティングしてる

2014.06.24 Tue
今日の Google トップページでは、

右の e の子が、リフティングしてました！

なかなか上手です。

ボールが上がってるところのスクリーンショットを撮ろうと狙ったら、

脚が上がってませんでした（´｡｀)

ちゃんと両足交互に使ってるところがいじらしい(｀·ω·´)

GIF をダウンロードしちゃった（大きさ半分にしてみたよ）

かわいい(〃'▽'〃)

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


日本 vs コロンビア株式会社、ってほんとに改名したのかな

・・・ってやってました→ここを見てね

勝ってくれとはいわないが

いい試合をして下さい、日本チーム

なでしこジャパンじゃなくて、なんていうんだっけ？←わかってない

# 6/25 8:40 追記：戻ってました(‾∇‾)

http://columbia.jp/nipponyell.html
http://columbia.jp/


ゆめかの日、ゆめかチャージでボックスティッシュをもらったよ

2014.06.25 Wed
毎月25日はゆめかの日＼(^o^)／

ゆめかステーションで1万円以上チャージしたレシートを持って行くと

ボックスティッシュ5個組がもらえます。

だいぶ知れ渡ってきたようで、今日は9時半くらいに行ってみたら

ゆめかステーションの前にい〜〜〜っぱい、並んでおられました

中にはもうティッシュをもらってるのに「もう一度練習する。」と

おっしゃるおばあちゃまもいらしたりなんかして

和気藹々と、「こうやってこうやって」とみんなで勉強しました(｀·ω·´)

レシートをもらうのを忘れてはいけません

そしてゆめカードカウンターに行ってティッシュをもらい

9時半過ぎているのでスティックスイーツファクトリーへ(^_-)-☆



がっつりチャージした後ですし、ゆめか払いでポイント５倍ですし、

毎月この日はスティックスイーツファクトリーしていいことにしようっと！

折しもお友達の月命日（一昨年の8月25日に亡くなられました）なので、

しみじみ祈る日にもしようかな、と思っています。

な〜む〜(-人-)



なんちゃって iPhone ユーザーになった。

2014.06.25 Wed
そんなわけで iPhone 4S の中古を譲っていただけることになり、

IIJmio BIC SIM と iPhone ケースを注文しておりましたら

本日の午前中に、すべて届きました＼(^o^)／

IIJ BIC SIMウェルカムパック SMS対応 マイクロSIM 【ビックカメラグループオリジナル
】
posted with カエレバ

IIJ

Amazon
楽天市場

まずはアクティベート・・・・・と思ったら

SIMのトレーをひきだすピンがない（´｡｀)

ぎゃぁぁぁぁぁぁ

聞いてみたら、クリップの先とかでもいいんですって。

うちにもありました、クリップ＼(^o^)／

で、IIJmio の SIM を入れて、WiFi でアクティベートしようとすると

前にお使いの方が「iPhoneを探す」に登録してるから、

切ってもらわないとダメだよ、と叱られました。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=BIC SIM&__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%2FBIC%2520SIM%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


連絡して、はずしていただいたら、新しい Apple ID で入れました＼(^o^)／
ちゃくっと iOS 7.1.1 にアップデートもしました。

（既にダウンロードされていた。）

IIJmio の設定も、こちらのページを参照して、無事完了

docomo 回線になりました

けっこう WiFi のみで使ってみたりして

もしかして高級 iPod touch として使った方がお得かも？

と思いつつ

https://www.iijmio.jp/service/manual/hdd/iphone/index2.jsp


いまのところ、ホーム画面はこんな感じです。

iPod touch 5th より縦が短いのね

動作は、iPod touch 5th よりちょっと速い気がします。

同じ A5 チップなんですけど、どこが違うんですかね？

カメラもいいはずなのでこれからはミイルはこっちで・・・・

そうそう、ゆめシティのゆめモバ会員ですが。

iPod touch のブラウザではだめでしたが、iPhone ならできました。

アドレスは icloud のを使いました(‾∇‾)v

かっかっかっ

その他いろいろ設定などいたしまして

なんちゃって iPhone ではありますが、快適に使えそうです。

ありがとうございましたm(__)m



ミスタードーナツのミッフィーのお皿、もらったよ！

2014.06.25 Wed
今日は新しいおもちゃが来たものですから(‾∇‾)
もう一度、おでかけしてきました。

サンマルクカフェのスタンプが貯まってるから、

そっちにしようと思ったのですが

あと１枚ポイントカードをもらえばお皿が来るので

ミスタードーナツにしてしまいました(〃'▽'〃)

迷った末、右のにしたんだったかな？

いま食洗機の中なので見られません（´｡｀)



私はフローズンパーラーを所望したのですが、他のお客様は全員！

今日からの新製品のふわふわかき氷をお召し上がりでした。

いいな〜

あ、クーポン来てるんですけどね、50円引の

で、ゆめモバの登録をいろいろいじったりとかして

（iPhone のブラウザならOKなのですね、iPod touch ではなく）

もちっと遊んでいこうということで、サンマルクカフェへ

スタンプカードが一時行方不明で大騒ぎしていたのですが、

なくさずに持っていました(｀·ω·´)v

スタンプ利用の時はアイスレモンティーかカフェラテと決めています



なぜか Wi2premium_club にはうまく入れませんで

au ショップの Wi2_club に入ってみました。

FaceTime オーディオもやってみたりとかして(‾∇‾)

新しいおもちゃ、楽しいです。

歩きスマホしたくなる気持ちが、初めてわかりました。

でも・・・・危ないからやめようね、歩きスマホ。



iPod touch しか知らなかった私が iPhone を持ってみた

2014.06.25 Wed
そんなわけで iPhone 4S SIMフリーなんと64GB ユーザーになりました。

IIJmio BIC SIM を入れております。

iPod touch とどこが違うかというと、

モバイル回線のアンテナピクトとやらがあることと

モバイル通信の設定なんて iPod touch にはないもんね（´｡｀)

あともうひとつ



バッテリーの容量のパーセント表示。

これ、iPad (WiFi) にはあるのに、iPod touch にはないんですな

どうしてでしょう・・・・・・

あと、3G だけにしておくと、フォトストリームにアップされませんでした。

iPod touch の場合は機内モードにするとき以外は WiFi 接続なので

モバイルルータにつながってても常にアップされちゃうんですな（´｡｀)

ということは 3G だけの時にお写真がムダにアップされないから、

iPod touch より使う容量が少ないかもしれませんね(._.) φ メモメモ

さて今日スピードチェックをしてみましたところ

おうちの WiFi（J:COM の40Mコース）

3G （２回やってみた）



やっぱ LTE より遅いなぁ・・・・・（あたりまえか）

WiFi 運用にしてモバルタ MR03LN で使うかな、と思い始めてます。

でもそうするとモバイル通信を切ることになって、

「圏外」って表示になるのよねぇ・・・・（それもなんか寂しい）

IIJmio は来月末までは使わないといけないので、

８月から WiFi オンリーで高級 iPod touch にするかな、とか

考えているところです

SIM 返却しないといけないのかな、やっぱし・・・・・



IIJmio BIC SIM の解約手続きをしてみた。

2014.06.25 Wed
一昨日注文して今日来て登録して使い始めたばかりの

IIJmio BIC SIM ですが。

iPhone 4S は 3G 接続だけで LTE が使えなくて遅いので、

やはり LTE のモバイルルータにつなげることにしようと思います。

で、解約手続き、すでにしてしまいました。

来月末までは使えます、というか使わないといけないことになってます。

でも iPhone って持ってるだけで楽しい端末ですね(〃'▽'〃)
思わずぺたぺた触ってしまって、電池がどんどん減ります。。。。

なので「３本目の iPod touch +α」みたいに使おうと思います。

あ、ケースはこれです

アップル　アイフォン4　アイフォン4S　ケース　カバー　Apple　iPhone4　iPhone4S
ストラップ付き 手帳型 スタンド機能 カードホルダー リボン　 高品質人工皮革　イミテ

ーションレザー かわいい　可愛い　並行輸入品 アイフォン　iphone i phone[ softbank ソフトバンク]　[ docomo 　ド
コモ] [au　エーユー] (ピンク)
posted with カエレバ

idea4i

あたしが買った時はいくつかあったのに、今は在庫切れ！

かわいいもんね(｀·ω·´)

# 22:18 追記：あれ、今みたらある（ﾟ◇ﾟ）

こないだから小倉や下関に出た時など、女の子の持ってるスマホ、

たいてい手帳型ケースだったんですね

大事そうに持ってたんですよ

その気持ち、わかる気がします。

あたしのは、ピンクでかわいいんだよ〜(〃'▽'〃)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KN0DBP8/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KN0DBP8/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com


なので、iPod touch がわりとしても、活用できそうです！

回線を１つにまとめておいた方が料金が節約できるので、

これからもモバルタでがんばります(｀·ω·´)

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

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ATerm MR03LN&__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%2FATerm%2520MR03LN%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


ゆめか（電子マネー）磁気不良を起こしちゃった

2014.06.26 Thu
さて昨日届いた iPhone 4S 白ロム+IIJmio BIC SIM を使って、

いろいろごちゃごちゃやっていたのですが

ゆめモバ会員の登録をちょこっといじくりまして・・・・・

その関係で、クーポンがちゃんと出てくるか実験しに行きました。

ところが〜

カードを入れても、すぐ突っ返されます。

iPhone で表示したマイQRコードのスクリーンショットを

iPod touch で読ませると、ちゃんと出てきます。

おっかし〜な〜、夕べ８時超えてたっけな〜

（前日の夜８時までにカード番号を登録したものが有効）

と思いつつ、ミスドに行きました。（またかよ）

ところが〜、ゆめかでお支払い、できません。

これは何かおかしい！！！！ということで、作るのを待ってもらって

ゆめカードカウンターに行ってきました。

「ゆめかが使えなくなったんですけど〜」と泣きそうになりながらいうと

ちゃくっとカードリーダを通してくれて、反応がなかったので、

交換ということになりました。

よかばいゆめか（くまモンのゆめか）、まだありました(‾∇‾)v



で、チャージ額はすぐ移行されるけどポイントは明日なんだそうです。

どきどき

たぶん磁気不良だろうということで、疑わしいのは

iPhone のケース(T^T)

アップル　アイフォン4　アイフォン4S　ケース　カバー　Apple　iPhone4　iPhone4S
ストラップ付き 手帳型 スタンド機能 カードホルダー リボン　 高品質人工皮革　イミテ

ーションレザー かわいい　可愛い　並行輸入品 アイフォン　iphone i phone[ softbank ソフトバンク]　[ docomo 　ド
コモ] [au　エーユー] (ピンク)
posted with カエレバ

idea4i

かわいいんですけど、留め金がマグネットなんですな

なので、ゆめかと iPhone は別のバッグに入れることに決めました。

さてミスタードーナツに戻ってみますと、今度はちゃんと払えます(｀·ω·´)
モバイルクーポンを利用して50円引で新製品をげっと

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KN0DBP8/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KN0DBP8/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com


あ、100円セールのドーナツもつけてしまいました(‾∇‾)
ミッフィーのお皿、２枚目いけるかもしれません。

で、コットン スノー キャンディとやらはほんとにふわふわで！！！

チョコクランチもよく合って！

美味でございました(｀·ω·´)v

次回はミックス（ストロベリーとマンゴー）を50円引でいただきたいと思います。

さて新しいゆめかの番号をゆめモバに登録したんですが

（iPhone のブラウザでログインしちゃった！）

明日ちゃんとクーポンが出せるか、また実験しにいこうと思います。



au ユーザーはじぶん銀行がお得だよっ！

2014.06.26 Thu
さて、こないだゆうちょ銀行からじぶん銀行に入金したときに

今月２回目だったもので216円とられてしまったのですが(T^T)

→ゆうちょのATMでじぶん銀行に入金したら手数料がかかっちゃった (6/16 11:24)

今日から！実質０円になったようです。

詳しくはここ→au ユーザーだけに、すんごい特典！

提携ATMご利用手数料と他行宛ての振込手数料を全額キャッシュバックします。

とのこと。

むむむむむむむむむむっっっっっっっ！！！！！！

6/16の手数料はキャッシュバック・・・されないよね（´｡｀)
ぐはぁ〜

ちょっと悔しい（´｡｀)

ほな明日にでも試しに入金してみましょうかね(｀·ω·´)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1294
http://www.jibunbank.co.jp/pc/landing/premium_bank/index.html


ゆめモバ会員、ちゃんと登録できていた＼(^o^)／

2014.06.27 Fri
さて昨日磁気不良で交換したくまモンのゆめかですが→昨日の記事

ゆめモバ会員の登録（カードの番号）をし直して、

本日ゆめかステーションでクーポン発券を試してみますと

できるようでした＼(^o^)／

MY QRコードも生きているようだし

クレジットカードの方をゆめかステーションに入れても大丈夫だし

でまぁ今日もミスタードーナツでゆめかを使ってきたわけですが

あ、ミックスじゃなくて抹茶小豆にしました(‾∇‾)

ゆめカードのポイントも、ちゃんと戻っているようでした(｀·ω·´)

念のために食品館でのお買い物はクレジットの方でお支払いして、

ポイントがちゃんとついてるか確認いたしました。

だ・い・じょ・う・ぶ！

・・・・・よかった〜（´｡｀)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1318


・・・・・よかった〜（´｡｀)

明日はちゃんとゆめモバのくじが引けますように！



シネマサンシャイン下関、7/5オープン情報！

2014.06.27 Fri
シネマサンシャインのメルマガに登録しておいたら、先ほど届きました。

○シネマサンシャイン下関　7/5（土）オープン

山口県下関市、下関駅の隣にシネマサンシャインが誕生！

中国地方初の導入となるDOLBY　ATMOS、全スクリーンデジタル3D対応など、最新

設備でオープンします。

http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/shimonoseki/

▼7/5（土）のオープニングを飾る作品はこちらの10作品！

『アナと雪の女王』

『オール・ユー・ニード・イズ・キル』

『トランセンデンス』

『マレフィセント』

『相棒　-劇場版?-　巨大密室！特命係　絶海の孤島へ』

『渇き。』

『聖闘士星矢　LEGEND　of　SANCTUARY』
『それいけ！アンパンマン　りんごぼうやとみんなの願い』

『春を背負って』

『六月燈の三姉妹』※初日に佐々部清監督の舞台挨拶あり

相棒あるんだ〜

蟻のおかあさんの話（違）も聞けるんですね

蟻の〜ママに〜〜〜♪

この中だったらやっぱり相棒かな？

劇場版 II もみてないんですけど・・・・（官房長ぉ〜〜〜〜、ってやつ？）

行っちゃおうかな(｀·ω·´)

http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/shimonoseki/


いよいよ、来週です。



なんちゃって iPhone ユーザー３日目。

2014.06.27 Fri
iPod touch しか知らない私が iPhone を持つとそりゃ大変です。

おんなじだろうとたかをくくっていましたが

マナーモードの解除のしかた、三日目でやっとわかりました(‾∇‾)
ずっと、「ぶ〜〜〜」とバイブレーションが鳴ってました・・・・・

あと、iPod touch のブラウザではだめで iPhone なら OK なのが

ゆめモバ会員の登録・会員情報の変更など

au お客様サポートの登録

なぜか docomo 回線（のMVNO）でも大丈夫でした。

設定しちゃえば WiFi でもいいのかな？

あと、ケータイから Cメールとして、SMS を送ってみました(‾∇‾)

モバイル通信を切って WiFi だけで運用している時は、

届きませんでした・・・・

モバイル通信 ON にしたら届きました＼(^o^)／

さすが SMS 対応 SIM (｀·ω·´)

で、iPhone 4S は画面が小さいけど、64GB もあるので（ﾟ◇ﾟ）

honto, kobo, Kindle で買ってあるラジオ講座のテキストを

ぜんぶダウンロードしておくことにしました。

iPad mini Retina は 16GB なので全部は入れてないんですな〜

DIME などの雑誌はちょっと読むのがつらそうなのでやめて、

書籍も Kindle Paperwhite や kobo glo で読む方がいいのでやめました。

ラジオ講座のテキストだけ



つねに、iPhone 4S で参照できる、というわけです。

それと、FaceTime を各端末で使えるようにしていたのですが、

試しにかけてみたら「ちゃららんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんぽん」

とあちこちで鳴ってチョーうるさいので（´｡｀)

FaceTime は iPhone だけで使うことにしました。

FaceTime オーディオならお電話みたいに使えて便利ですよね(｀·ω·´)

Skype をかけるのも iPhone からでよさそうな感じです。

しかしここんとこいろいろべたべたいじってるので、電池がよく減ります（´｡｀)
iPhone は毎日充電。

iPod touch も、ふだんは１週間近く充電間隔があくのに、

けっこう頻繁に充電しないといけなくなっています。

まぁ実験中だからということで！

そのうち落ち着くでしょう、きっと

なんちゃって iPhone、７月いっぱいは SMS 対応の SIM 入りで使って、

８月からは WiFi 運用の予定です。（モバルタ利用）

SIM は「返せるようになったら返してください」とのことでした。

なので「なくても大丈夫」とわかるまではこのままさしておきます。

iPhone って厚みが楽しいですね←iPod touch 5th が薄すぎるのね

手帳型のケースもいい感じです。マグネットがコワいけど。

そんなわけで新しいおもちゃと戯れて時間がすぎていきます・・・・



ミスドのコットン スノー キャンディ、ほぼコンプリート

2014.06.28 Sat
続けて食べてどうするんだ〜と思いつつ

今日の買い出しの途中の休憩は、ミスタードーナツゆめシティ店

コットン スノー キャンディのミックスをクーポン利用で

じゃじゃ〜ん

ストロベリーとマンゴーが同時に入っているので、

とりあえずすべての味を体験いたしました。

（ストロベリーとマンゴーの単品は省略。）



リッチなのはミックスですが・・・・・

個人的に好きなのは、チョコレートのやつです(｀·ω·´)

抹茶小豆も美味しいんですけど、あんこが下の方にあるので

しっかり掘り返して食べないと、最後があま〜〜〜い、です。

抹茶の部分は甘くないので、上手に食べた方がよさそう。

なわけで、ミッフィーのお皿もう１枚、までに食べるのは

チョコレートになりそうです(｀·ω·´)

でも明日はちょっとおやすみしようっと・・・・



今日はサンマルクカフェで Wi2_club が快適だった。

2014.06.29 Sun
さてさすがに毎日コットン スノー キャンディはなかろうということで

今日の買い出しついでのお茶は、サンマルクカフェにしました。

チョコクロを食べようかとも思いましたが、甘いものが続いていたので

アイスコーヒーだけで

本日はポイント５倍＆スタンプ５倍でラッキーらっきー＼(^o^)／

で、ムダに iPhone と iPod touch を並べてみますと

ピンク同士でなんとなくかわいい(〃'▽'〃)のでお写真撮ってみました。

あ、シルバーの iPod touch で撮りました。



こいつが Wi2_club につながっていたのですが（iPhone も）

スピードチェックしてみたら、けっこう速かった！

細長いのが iPod touch 
ずんぐりして docomo って出てるのが iPhone 4S です。

au ショップの近くに座ったので、Wi2_club がバッチリでした。

ピンクのケース買ってよかった〜

マグネットがコワいので、くまモンのゆめかからは離してますけどね

アップル　アイフォン4　アイフォン4S　ケース　カバー　Apple　iPhone4　iPhone4S
ストラップ付き 手帳型 スタンド機能 カードホルダー リボン　 高品質人工皮革　イミテ

ーションレザー かわいい　可愛い　並行輸入品 アイフォン　iphone i phone[ softbank ソフトバンク]　[ docomo 　ド
コモ] [au　エーユー] (ピンク)
posted with カエレバ

idea4i

なんかムダに楽しい気分になったのでした(‾∇‾)

ゆめシティ、わくわくです。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KN0DBP8/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KN0DBP8/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com


今日は 3G も意外に速かった。@ おうち

2014.06.29 Sun
さて、さっきのサンマルクカフェゆめシティ店での

スピードチェック

ふと思い立って、家に帰ってから 3G とおうちの WiFi での

スピードチェックもしてみました。

いや〜 J:COM の 40M コースとはいえ、十分速いな〜(〃'▽'〃)

お隣はどうやら光回線か何かのようで、J:COM ではなさそうなので



ベストエフォートとやら、けっこういいセン行ってるのかもしれません。

3G も今日は意外に速かった！

でもまぁ、iPhone と iPod touch を同時に使わないといけないことも

少ないだろうと思われるので・・・・

やっぱり８月からはモバルタでの WiFi 運用にしようっと。

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

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ATerm MR03LN&__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%2FATerm%2520MR03LN%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


2014年6月のLTE使用量は611MB

2014.06.30 Mon
このあともしおでかけするとしても iPhone の3Gだけつけていくと思うので

BIGLOBE LTE・3G の今月の使用量を報告しておきますと

611MB でした。

1311 392
1312 298
1401 474
1402 240
1403 632
1404 280
1405 578
1406 611

となっております。

来月は iPhone 4S の 3G をメインに使うつもりでいるのでたぶん減るでしょう。

８月からは LTE のモバイルルータに集約するので・・・・

もしかしたら、ライトSプランあたりに上げるかもしれません。

まぁギリギリに決めたので大丈夫だとは思いますが・・・・・

iPhone で Skype とかしたら容量食うでしょうねぇ・・・・・

いろいろ試してみようと思います(｀·ω·´)

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


2014年6月の目次。

2014.06.30 Mon
そんなわけでミスタードーナツに貢いでおります(‾∇‾)

今月はこんなこと書きました。またよろしくね(^_^)ノ""""

2014年6月のLTE使用量は611MB (6/30 13:01)
今日は 3G も意外に速かった。@ おうち (6/29 13:14)
今日はサンマルクカフェで Wi2_club が快適だった。 (6/29 11:52)
ミスドのコットン スノー キャンディ、ほぼコンプリート (6/28 11:04)
なんちゃって iPhone ユーザー３日目。 (6/27 16:10)
シネマサンシャイン下関、7/5オープン情報！ (6/27 13:15)
ゆめモバ会員、ちゃんと登録できていた＼(^o^)／ (6/27 12:58)
au ユーザーはじぶん銀行がお得だよっ！ (6/26 15:11)
ゆめか（電子マネー）磁気不良を起こしちゃった (6/26 13:46)
IIJmio BIC SIM の解約手続きをしてみた。 (6/25 22:15)
iPod touch しか知らなかった私が iPhone を持ってみた (6/25 19:50)
ミスタードーナツのミッフィーのお皿、もらったよ！ (6/25 16:55)
なんちゃって iPhone ユーザーになった。 (6/25 13:17)
ゆめかの日、ゆめかチャージでボックスティッシュをもらったよ (6/25 11:29)
Google も日本チーム応援してくれてるのかな？リフティングしてる (6/24 18:01)
ミスタードーナツゆめシティ店、明日6/25からの新製品やるみたいだよ (6/24 12:11)
IIJmio BIC SIM を注文してみた。 (6/23 16:11)
ミスタードーナツ、6/25(水)からまた100円セールと新製品 (6/23 11:40)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1326
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1325
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1324
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1323
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1322
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1321
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1320
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1319
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1318
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1317
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1316
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1315
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1314
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1313
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1312
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1311
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1310
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1309


リラックマキャラバン、シーモール下関にも来るみたいだよ (6/22 18:56)
東京からお客様がいらっしゃいましたよ (6/22 16:18)
ScanSnap iX100 快適だよ〜 (6/21 10:24)
ScanSnap iX100 が来たよ〜 (6/20 13:13)
ゆめシティのレストラン街に天ぷらやさんができるみたいだよ (6/20 12:47)
スティックスイーツファクトリーのロールケーキ150円セール始まったよ (6/20 10:56)
ScanSnap iX100 明日6/20(金)発売予定〜♪ (6/19 18:30)
サンマルクカフェは14時から美味しいものが出てくるよ (6/19 17:27)
ラジオ講座の睡眠学習？ (6/19 13:33)
ゆうちょ銀行のトークン申し込んだよ〜 (6/18 19:17)
雨の日は、テンション上げに　ミスドにGO! (6/18 11:00)
下関大丸ビアガーデン6/20(金)から お得な前売り券も発売中 (6/17 17:42)
ATOK Passport が 2014 にバージョンアップできるようになってるよ (6/17 17:21)
ウィングスポーツクラブ、会員同伴無料キャンペーン中 (6/17 12:16)
ゆうちょのATMでじぶん銀行に入金したら手数料がかかっちゃった (6/16 11:24)
スティックスイーツファクトリー、ロールケーキの新製品 セールもあるよ (6/15 18:10)
15市（いちごいち）のゆめシティでわくわく (6/15 15:15)
サンマルクカフェのチョコクロが3種類になってるよ (6/14 14:32)
シネマサンシャイン下関、7/5オープンの案内が出てる！ (6/13 21:58)
ATerm MR03LN の解説本が出てる 期間限定無料！ (6/13 20:49)
シーモールのサブウェイとスタバで wi2 300 使えるよ (6/13 14:32)
下関大丸・行列のできるグルメ店とうまいもの大会で船木選手を見た！ (6/13 13:40)
念願の！東西代表ポン・デ・リングを両方食べてきた！ (6/12 13:09)
東日本代表のポン・デ・リングは美味しかったよ (6/11 14:36)
下関大丸・行列のできるグルメ店とうまいもの大会に、船木選手登場!? (6/11 11:41)
シネマサンシャイン下関、オープニングスタッフ募集してるよ (6/10 18:32)
WiFi 対応・モバイルスキャナ ScanSnap iX100 が出るそうだ (6/10 15:32)
ゆめシティでお茶する誘惑に負けないためには (6/9 10:22)
ゆめシティのゆめ広場でお花の展覧会みたいなのやってるよ (6/8 12:19)
サンマルクでも抹茶のチョコクロやってるよ (6/8 11:49)
Windows マシンに電子書籍をぶち込んでいる。 (6/7 17:57)
au WALLET のウェルカムガチャ2回目やってきた！ (6/7 17:36)
ゆめシティ、今日から土曜日はキャッシュレスデー (6/7 12:38)
Windows マシンに Kindle を入れてみた。 (6/6 22:01)
Windowsユーザーって忍耐強いのね（´｡｀) (6/6 18:07)
リピエのセブンで au WALLET を使ってみたよ (6/6 14:55)
サブウェイシーモール下関店で wi2 300 が使えるみたいだよ (6/6 14:04)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1308
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1307
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1306
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1305
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1304
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1303
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1302
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1301
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1300
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1299
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1298
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1297
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1296
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1295
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1294
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1293
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1292
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1291
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1290
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1289
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1288
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1287
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1286
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1285
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1284
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1283
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1282
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1281
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1280
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1279
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1278
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1277
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1276
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1275
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1274
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1273
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1272
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1271


ゆめシティ専門店、毎週土曜がキャッシュレスデーになるようだ (6/5 16:40)
Suicaインターネットサービスで honto のお支払いをしてみたよ (6/5 13:04)
ミスドの抹茶関連は美味しいぞ (6/5 11:35)
Windows マシン三日目〜♪ (6/4 15:27)
どん兵衛 東西食べ比べ！ゆめシティでも買えるよ (6/4 14:20)
SIMフリー iPad + MVNO SIM でテザリングができなくなったらしい (6/3 19:56)
au WALLET を使ってみた！ (6/3 12:43)
au WALLET にチャージしてみたんだけど (6/3 10:49)
Windows マシン初日にしたことを記録しておこう。 (6/2 20:52)
ミッフィーのトートバッグ、２つそろいました！ (6/2 16:40)
Windows マシンから書いてみる！ (6/2 15:48)
観念して Win7 マシンを入手した。 (6/2 11:47)
2014年5月のLTE使用量は (6/1 17:26)
ミッフィーのトートバッグまであと少し！ (6/1 15:52)
2014年3〜5月の検索文字列とか。 (6/1 13:35)

→2014年5月 / 7月の目次

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1270
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1269
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1268
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1267
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1266
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1265
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1264
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1263
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1262
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1261
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1260
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1259
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1258
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1257
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1256
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1407


2014年4〜6月の検索文字列とか。

2014.07.01 Tue
毎月恒例？検索文字列トップ30の発表〜♪

夕べの19:47にとったスクリーンショット

ほぼ４〜６月分です。

そして今朝、7:09 くらいにとったもの

ほぼ５〜６月分です。

あんまり変わらないような・・・・・

ともかく、５日オープンのシネコンに関心をお持ちの方が

たくさんいらっしゃるようですね

うちにある最新の情報はこれ→シネマサンシャイン下関、7/5オープン情報！ (6/27 13:15)

今週末ですね、わくわくです。

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1321


iOS 7.1.2 が出たよ〜

2014.07.01 Tue
なんでもバグつぶしなんだそうですが、iOS 7.1.2 とやらが出ました。

とりあえずシルバーの iPod touch 整備品で

アップデートしてみることにしました。

電池の減り方が少なくなるといいんですが、それは関係なさそう

セキュリティアップデートも入ってるそうなので、

やっておいた方がいいのかな？

ほかの端末はどうしようかな・・・・



OS X 10.9.4 が出たよ

2014.07.01 Tue
今日はアップデートの日なんですかね？

Mac OS X Mavericks も 10.9.4 になっているとかで

メインの MacBook Pro Retina でアップデートしてみましたよ

なんかあっという間に終わってしまいまして

動作が軽快になったような、気のせいのような・・・・・

とりあえず Safari のバージョンはこれ

たぶん、やっといて損はないんじゃないですかねぇ？

詳しいことは詳しいサイトへどうぞ(^_-)-☆



ミッフィーのお皿、２枚目もらったよ

2014.07.01 Tue
そんなわけで今日はゆめタウンデー

火曜日のガラポンもあるのでともかく買い出しへ

９時のタイムセールのたまごを一度買って帰っておいてから、

10時の開店をねらってミスタードーナツに行きましたよ

今日はくまのチャーリーくんのお誕生日なので、

お祝いをしないといけません(｀·ω·´)

で、今日までのクーポン利用＆100円セール利用で

どど〜ん

まともに買ったらあと112円くらい払わないといけないところですが

割引がきいてラッキーらっきー

お皿は、前のとは違うのにしようと思って、ランチにしました。

家に持って帰ったら、「前の方がよかった」と言われました（´｡｀)

でもまぁもう１枚はいりません（間に合わなくはないけど）。

どうやら外の色が違うようですな(｀·ω·´)



どうやら外の色が違うようですな(｀·ω·´)
（前回のも載せておきます）

ガラポンも無事にできまして（10:30にレジにいたので焦った〜）

みごと！ピンクのティッシュがあたりました

・・・・ってハズレなんですけどね(‾∇‾)
５色あるうち、順番でピンクになったので、

ラッキーらっきー＼(^o^)／

というわけで今月もまたゆめシティを楽しみたいと思います。



iX100 をお外に持ち出してスキャンしたものを Evernote に登録するには

2014.07.01 Tue
ごりゅごさんすごい！

goryugo.com の本日の記事

CamiAppアプリを使ってiX100でスキャンしたデータを全自動でEvernoteに保存する

を読んで、さっそく試してみました！

用意するもの

ScanSnap iX100

FUJITSU ScanSnap iX100 Wi-Fi・バッテリー搭載スキャナ FI-IX100
posted with カエレバ

富士通 2014-06-20

Amazon
楽天市場

iPod touch や iPhone とそのアプリ

Evernote
ScanSnap のアプリ

CamiApp

やりかた

ScanSnap のアプリを iX100 に接続する。

CamiApp を Evernote に連携する。

CamiApp を ScanSnap に連携する。

アクションとやらで、Evernote に登録するよう設定する。

・・・・と

CamiApp で ScanSnap 連携を選ぶと勝手にスキャンがはじまって

自動で Evernote に登録されてしまう〜〜〜

http://goryugo.com/20140701/ix100_and_camiapp/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ScanSnap iX100&__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%2FScanSnap%2520iX100%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


・・・・すごくないですか？

タイトルが 14/07/01 みたいになるので、パソコンと連携したときの

201407011658 という形式とは変わっちゃいますが

まぁタイトルはあとで書き換えればいいし！

お外でスキャンして Evernote にぶち込める、というのは

なかなかよろしいと思います。

それと、iPod touch と iPhone でこの実験をしておりますと

ScanSnap iX100 のランプが点滅しました。

CamiApp だか ScanSnap のアプリだかで、

充電5%（だったかな？）だから充電してね、と合図が出ました。

届いた日に充電してそのままにしておいたので、え〜と

10日くらいですかね？

ときどき、充電しないといけないみたいですね。

がんがん使う人は毎日だったりして（ﾟ◇ﾟ）

そんなわけでいま iX100 充電中です。

明日からもまたよろしくね(^_^)ノ""""

CamiApp
無料
(2014.07.01時点)

KOKUYO S&T CO., LTD.
posted with ポチレバ

ScanSnap Connect Application（日本語版）

無料
(2014.07.01時点)

PFU LIMITED
posted with ポチレバ

https://itunes.apple.com/jp/app/camiapp/id452954233?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/camiapp/id452954233?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/kokuyo-s-t-co.-ltd./id443364082?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
https://itunes.apple.com/jp/app/scansnap-connect-application/id463713763?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/scansnap-connect-application/id463713763?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/pfu-limited/id413010629?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


Evernote
無料
(2014.07.01時点)

Evernote
posted with ポチレバ

FUJITSU ScanSnap iX100 Wi-Fi・バッテリー搭載スキャナ FI-IX100
posted with カエレバ

富士通 2014-06-20

Amazon
楽天市場

https://itunes.apple.com/jp/app/evernote/id281796108?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/evernote/id281796108?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/evernote/id281796111?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ScanSnap iX100&__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%2FScanSnap%2520iX100%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


SIMフリー iPad とか iPod touch 5th 16GB とか発売されてるって

2014.07.01 Tue
いやなんだか騒がしいですが

SIMフリーの iPhone 5s/5c にくわえて

SIM フリーの iPad (WiFi + Cellular) が発売されてるそうです

・・・・高いけど。

あと、iPod touch の 16GB はカメラなしで出ていましたが、

カメラつきで色つきのも発売されたらしいです。

32,64GB も値下げされたとか。

iPhone の予備としても、iPod touch いいですよ〜

iPad の Cellular 版 SIM フリーが欲しかった方も、ぜひどうぞ(^_-)-☆



THETA のアプリでお写真にぼかしが入れられるよ

2014.07.01 Tue
先日お客様がいらしたときに見せていただいた、

リコーの THETA（シータ）ですが。

RICOH THETA
無料
(2014.07.01時点)

Ricoh Co., Ltd.
posted with ポチレバ

iOS のアプリがいつの間にかバージョンアップしていて、

お写真にぼかしが入れられるようになったそうです。

試しに、先日アプリに保存していた写真をぼかしてみました。

（JUGEM にアップするのに横480pxに圧縮されてます）

サンマルクカフェゆめシティ店でございます(｀·ω·´)v

THETA も面白いですね〜

RICOH デジタルカメラ RICOH THETA 360°全天球イメージ撮影デバイス 0175760

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1307
https://itunes.apple.com/jp/app/ricoh-theta/id667238484?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/ricoh-theta/id667238484?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/ricoh-co.-ltd./id369115807?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00F9VSJ7Q/joeshomepag-22/ref=nosim/


RICOH デジタルカメラ RICOH THETA 360°全天球イメージ撮影デバイス 0175760
posted with カエレバ

リコー 2013-11-08

Amazon
楽天市場

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00F9VSJ7Q/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=THETA&__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%2FTHETA%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


ゆめシティにウィルコムプラザができるらしいよ

2014.07.02 Wed
さて今日も今日とて買い出しにいきますと

ゆめシティの正面玄関になにやら掲示が

ウィルコムプラザ？

ここいらだと小倉にしかない、あれ？

# 10:42 追記：シーモールと一の宮にもあるそうです（ﾟ◇ﾟ）

ということで現場を見に行きますと

http://www.willcom-inc.com/ja/support/shop/search/yamaguchi/1244710003.html
http://www.willcom-inc.com/ja/support/shop/search/yamaguchi/6701241008.html


まだ準備中でございました。

7/4 10時オープン！

とのことです。

ゆめシティのケータイショップ、au, docomo, バンクとも

県内ではかなり成績のいいお店らしいのですが

ウィルコムプラザも流行るといいですね。

明後日です。



シネマサンシャイン下関の上映時間が出てるよ〜

2014.07.02 Wed
シネマサンシャイン下関のページを見に行きましたら。

昨日くらいまでは「準備中」だった、映画の上映スケジュールが

出ていました＼(^o^)／

たとえばオープン日の7/5(土)、アナ雪と相棒はこんな感じ

相棒、見に行こうかな〜

密かに狙っている、水曜日のレディスデー 7/9(水)の相棒は

あれ、時間おんなじかな？

そんなわけでもうスケジュール出てますから、

シネマサンシャイン下関で映画を見たい方、ぜひどうぞ(^_-)-☆

駐車場、５時間無料なら安心して映画が見られますね(｀·ω·´)

http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/shimonoseki/


ScanSnap のアプリから Evernote に保存できるんだね

2014.07.03 Thu
先日、ごりゅごさんの真似をして、CamiApp から自動で保存してみたのですが。

→iX100 をお外に持ち出してスキャンしたものを Evernote に登録するには (7/1 17:01)

ScanSnap のアプリからでも、Evernote に保存できることが

やっとわかりました（ﾟ◇ﾟ）

証拠写真

次の方法で開く、を選んで、Evernote を選択

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1332


確かに入ってきました（ﾟ◇ﾟ）

これだと 20140703100847 という形式にできるので

あたしはこっちの方がいいかな〜

ふふふ

FUJITSU ScanSnap iX100 Wi-Fi・バッテリー搭載スキャナ FI-IX100
posted with カエレバ

富士通 2014-06-20

Amazon
楽天市場

ScanSnap Connect Application（日本語版）

無料
(2014.07.01時点)

PFU LIMITED
posted with ポチレバ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ScanSnap iX100&__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%2FScanSnap%2520iX100%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
https://itunes.apple.com/jp/app/scansnap-connect-application/id463713763?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/scansnap-connect-application/id463713763?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/pfu-limited/id413010629?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


子羊さんたちがかわいいのでうちのブログにも載せてみる。

2014.07.03 Thu
さてさて YouTube でかわいい動画があったのですが

どうやって載せるのか実験してみますよ

でました？でました？

個人的には、後ろでぼ〜っと見ている白い子が気になってます(〃'▽'〃)

うちのくまちゃんたちは34くまいた時も一斉に声は出せなかったから

（ひとりずつじゃないとしゃべれなかったから）

うらやまし〜

めぇーーーー



なんちゃって iPhone にネックストラップをつけてみた。

2014.07.03 Thu
SIMフリー iPhone 4S のケースにはストラップがついてたのですが、

ふと思い立って、ネックストラップを買ってみました。

SANWA SUPPLY ネックストラップ 一眼レフ用L ピンク DG-ST31P
posted with カエレバ

サンワサプライ

Amazon
楽天市場

じゃ〜ん

さきほど届いたので、さっそくつなげてみました、ら

ちょっと色味が違う・・・・・けどまぁいいや

これで、サンマルクカフェでお水のおかわりをするときに

首にかけて席を立てます(｀·ω·´)

ちなみに、磁気シールドのカードケースも注文しました。

メール便でいま輸送中です。

これでゆめかやクレジットカード類も安心して使えるかな？

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003Z9L5N4/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003Z9L5N4/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%83T%83%93%83%8F%83T%83v%83%89%83C%81%40%83l%83b%83N%83X%83g%83%89%83b%83v  %83s%83%93%83N&__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%2F%25E3%2582%25B5%25E3%2583%25B3%25E3%2583%25AF%25E3%2582%25B5%25E3%2583%2597%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25A4%25E3%2580%2580%25E3%2583%258D%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%25E3%2583%25A9%25E3%2583%2583%25E3%2583%2597%2520%2520%25E3%2583%2594%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25AF%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


ウィルコムプラザゆめシティ店オープンしたよ〜

2014.07.04 Fri
そんなわけで７月４日になりました。

ウィルコムプラザゆめシティ店、オープン＼(^o^)／

やんややんや

わたくしその昔DDIポケットユーザーでしたので、

その頃の話とかいろいろしてきました

今のはほとんどケータイなんですね（ぴっちだそうですが）

1500円のオプションでどこでもかけ放題！というのがあるそうです。

で、こないだから気になっていたこれ



何かもらえるらしいぞ、ということで、

柔軟剤

コップ

ドーナツ

のうち、悩みましたが、コップにしてみました(‾∇‾)

なぜかイモバの袋に入れてくれました

そんなわけで、ゆめシティにもウィルコムプラザができたので、

PHS 好きな人、ぜひどうぞ。

通話にはよさげなんですけどね〜　ケータイあるのでね〜

う〜ん



今日は 3G も意外に速かった。@ サンマルクカフェゆめシティ店

2014.07.04 Fri
前も似たようなタイトルで書いたことがあるのですが(‾∇‾)
→今日は 3G も意外に速かった。@ おうち (6/29 13:14)

さきほどウィルコムプラザのついでに寄ったサンマルクで

なんちゃって iPhone のスピードチェックをしてみました。

3G と、Wi2_club （２回やった）です。

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1325


3G も意外に速かった！

LTE でもこれくらいの時がありますから、iPhone 4S 悪くないかも。



磁気シールドカードケースを買ってみた。

2014.07.04 Fri
こないだ、くまモンのゆめかが磁気不良を起こして交換したのですが

→ゆめか（電子マネー）磁気不良を起こしちゃった (6/26 13:46)

iPhone のケースのマグネットのせいかどうかわからないけど、

ちょっと気になるので、カード類を磁気シールドカードケースに

入れることにしました。

買ったのはこれ

【7/25迄ポイント10倍！クロネコメール便無料！当日発送！】SHELLY　磁気シールドカードケ
ース（シェリー/カード入れ） fs04gm【RCP】
posted with カエレバ

パサージュショップ

楽天市場
Amazon

１日の夜に注文して、２日に発送、先ほど届きました。

福岡からでした。

思ったより派手派手しいピンクではなかったのでよかったです。

とりあえずお買い物で現金を使うのは農協でお野菜を買うときだけで、

ゆめシティでは使わないので、

小銭入れは雑誌の付録についてたリラックマのにしまして

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1318
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fpassageshop%2F10001872%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/05aa5e3f.e8dda126.05aa5e40.01102c6c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fpassageshop%2F10001872%2F
http://kaereba.com
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/003e0cd4.c9536b7b.07139ad3.c0e84f99/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E7%25A3%2581%25E6%25B0%2597%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2589%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589%25E3%2582%25B1%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B9%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://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%8E%A5%8BC%83V%81%5B%83%8B%83h%83J%81%5B%83h%83P%81%5B%83X&__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&tag=joeshomepag-22


それに紙のカード（食品館やサンマルクのスタンプカードとか）を

入れておくことにしましたよ

これで磁気から守れるでしょうか？

気休めかもしれませんが・・・・・・

首からぶらさげた iPhone 4S のケースのマグネットで

やられないことを祈っております(-人-)



シネマサンシャイン下関、本日オープン！

2014.07.05 Sat
シネマサンシャイン下関、いよいよ本日7/5オープンです。

サイトを見に行きましたら、上映時間のページに、

チケット購入ボタンがついていました！

こないだ

今朝みたの

インターネットで映画のチケットが買えるんですね〜

便利な世の中になりましたね〜

さて相棒はいつ見に行くかな(‾∇‾)

内覧会のお写真をどこぞで拝見した限りでは、

かなりリッチな雰囲気

うふふ

下関にもシネコンができたぞ〜＼(^o^)／

http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/shimonoseki/


レシートはしっかり確認しようね、の巻

2014.07.05 Sat
毎週土曜日のゆめシティは、ゆめカードクレジットかゆめかでポイント５倍

しかも今日はゆめモバの抽選があり、なんと

２等があたりました（ﾟ◇ﾟ）2000円で500円引きです。

でも明日使います(‾∇‾)

さて今日はちょっと無駄遣いをして（こらこら）



アイスを買ったのですが

158円のところで買ったのに、なぜかレシートでは198円に

なんか合計がちょっと多い気がしたんですが、

家に帰ってから気がつきました。

まぁ黙っておこうかな、とも思ったんですが、

同じ品物を買った人が198円になっちゃうということで

（データベースみたいなのが間違ってるということで）

これは言ってきた方がいいかな、と思ってもう一度ゆめシティへ

担当の方も確認してくださって、現金で払い戻しになりました

（ゆめかで支払っていたので。クレカの方が0.5Pお得だったかも）

やはり、はてな？と思ったときはその場で確認しないとね。

サービスカウンターの方や売り場担当の方にお手間をかけてしまいました。

ついでなので、サンマルクでお茶してきました。

ゆめかでポイントは５倍になりますが、スタンプは１つでした。



明日はお客様感謝デーらしいので、サンマルクのスタンプ５倍かな？

行っちゃおうかな(｀·ω·´)



今日のゆめシティは、お客様感謝デー＼(^o^)／

2014.07.06 Sun
今日はゆめシティのお客様感謝デーです。

ポイント５倍だぞ〜

で、昨日もらっていた、2000円で500円引クーポンと、

今日もらった、お米200円引・和牛100円引クーポンを

しっっっっかり利用しまして

がっつり買い出ししてきました(｀·ω·´)v

小雨の中、一度ガラガラをひいてお米をおうちに持って帰ったあと、

もう一度、今度はお茶をしに行ってきました。

お目当ては、スイカのスムージー



スイカをざくざく切って氷といっしょにまぜまぜ、

というのをキタイしていたのですが(‾∇‾)

スイカジュースっぽいものと氷をシェイクしていました（´｡｀)

でも西瓜っぽかったから、いいけど。

スタンプもポイントも５倍もらってスタンプ10個たまったので、

またお茶ができま〜す。

今度はいついこうかな(｀·ω·´)



IIJmio ってクーポンが繰り越しできるんだね

2014.07.07 Mon
IIJmio には「みおぽん」という使用量確認できるアプリがありまして

IIJmioクーポンスイッチ

無料
(2014.07.07時点)

Internet Initiative Japan Inc.
posted with ポチレバ

昨日、試しに入れてみますと

こんな感じで

あ、これはテザリングでパソコンを使ったあとですが。

７月期限のやつがまだ残ってたんですね〜

先月の、日割りの分ですね

BIGLOBE LTE・3G は繰り越しがないので、

IIJmio いいかも！

https://itunes.apple.com/jp/app/iijmiokuponsuitchi/id629809928?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/iijmiokuponsuitchi/id629809928?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/internet-initiative-japan/id444664358?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


解約するんじゃなかったかな〜、う〜ん

ちなみに今月まだ BIGLOBE LTE・3G は使ってません。

iPhone だけでご用がすんでしまうので、、、、、、

電子書籍端末やらなんやら持ち歩いてる時はモバイルルータが便利ですが

今月はまだ持ち歩いて外で読書してないんですなぁ・・・・

そんなわけで、今からお使いになるなら IIJmio をオススメしちゃうかも。

BIGLOBE LTE・3G も繰り越しに対応してくれるといいんですけどね。

# 12:19 追記：ちょっと減ってた。

IIJ BIC SIM音声通話パック 【ビックカメラグループオリジナル】
posted with カエレバ

IIJ

Amazon
楽天市場

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6
http://linksynergy.jrs5.com/fs-bin/click?id=f6xQxH5XJu4&offerid=252693.6&type=4&subid=0
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IUFBHQS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IUFBHQS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=IIJ BIC SIM&__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%2FIIJ%2520BIC%2520SIM%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


IIJ BIC SIMウェルカムパック SMS対応 ナノSIM 【ビックカメラグループオリジナル】
posted with カエレバ

IIJ

Amazon
楽天市場

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK54BA8/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK54BA8/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=IIJ BIC SIM SMS&__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%2FIIJ%2520BIC%2520SIM%2520SMS%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


ScanSnap iX100 がずいぶん安くなっている(T^T)

2014.07.07 Mon
アマゾンでも楽天でも、２万切ってます、iX100

FUJITSU ScanSnap iX100 Wi-Fi・バッテリー搭載スキャナ FI-IX100
posted with カエレバ

富士通 2014-06-20

Amazon
楽天市場

か〜〜〜、少し待てばよかったかな

ちょっと悔しい・・・・けど、初日から使えたからまぁいいや。

iX100、かなり便利です。オススメ(^_-)-☆

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ScanSnap iX100&__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%2FScanSnap%2520iX100%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


ガラポンで２等があたった＼(^o^)／

2014.07.08 Tue
ゆめシティ、毎週火曜日はガラポンやってます

今日の買い出しは農協とゆめシティでめちゃくちゃ重かったのですが

ひ〜ひ〜言いながら一度家に帰って、ガラポンに出直しましたところ

なんと２等があたりました＼(^o^)／

１等は1000円ですが、２等は500円です。

なのでお茶をしてきました(‾∇‾)v

久々の？スティックスイーツファクトリーです。



アイスコーヒー、おかわり自由なので、今日はがっつり

３回おかわりしました（ぉぃ）

ついでにスピードチェックもしてみたんですが、なぜか

あたしは長府中学校の近くにいることになっている・・・・・

iPhone 4S + IIJmio の 3G でこれくらいでしたよ

新しい iPhone が出たら SIM フリーのが欲しいところですが

4S もちょっと前の最新機種ですから、十分満足できますね



クーポンは少し減りました。

あ、モバルタ今月まだ使ってません。

で、WiFi じゃないので、Dropbox はカメラアップロードしませんでした。

モバイル回線が内蔵されてた方が、使う量は少なくてすみそうですね

勉強になりました



ともかく、こないだのゆめモバクーポン２等に引き続き！

今日も２等があたって、ラッキーらっきー＼(^o^)／

ありがたやありがたや (-人-)



ゆめシティ、今週の金曜7/11は特別招待会

2014.07.08 Tue
案内状、まだ来てない気がするんですが・・・・・

２時のタイムセールをねらってもう一度ゆめシティに行ったら、

正面玄関に予告の掲示を見つけました。

7/11(金)に特別招待会！

これって全館全品ポイント５倍かな？(｀·ω·´)
チラシが出てくるのが楽しみですね。

12日の土曜日はキャッシュレスデー

13日の日曜日はゆめモバ会員ポイント５倍

いちんちおいて、15日は15市でポイント５倍

なんかわくわくです(〃'▽'〃)

今度の土日もゆめモバクーポン２等以上が当たらないかな〜

・・・・なんてね(‾∇‾)

# 7/9 16:36 追記：案内状、来ました＼(^o^)／



# 7/9 16:36 追記：案内状、来ました＼(^o^)／



ミスドの新製品＆100円セール＆キャンペーンがすごい

2014.07.09 Wed
ミッフィーのお皿の２枚目をゲットしてから、

ミスタードーナツには行ってなかったのですが

今日7/9(水)から新製品が出るようです

カルピスですって、さわやかそう〜

それと今度はポンデライオンのグッズ（いらないかな？）

さ〜ら〜〜〜〜に

100円セールふたたび！

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1331


なんとわが愛する抹茶小豆パイが入っている！

これ、美味しいですよマジで。

ブラックコーヒーに合うんだな〜

というわけでまたミスドに行ってしまいそうです。

・・・・台風が過ぎてからにしましょうかね。



スティックスイーツファクトリーも今日から新製品だって

2014.07.09 Wed
スティックスイーツファクトリー、なつの新製品＼(^o^)／

爽やかでおいしそうですね〜

むむ、マンゴーのタルトは260円なのでセットにならない（´｡｀)
モンブランは280円。う〜むクーポンこないかな

他にも夏向けのメニューがありますから、

スティックスイーツファクトリーにも行かなくっちゃ！

http://sticksweets.jp/
http://sticksweets.jp/


明後日のスーパー特別招待会の案内状が来たよ〜

2014.07.09 Wed
そんなわけで、7/11(金)はゆめシティのスーパー特別招待会

本日、我が家にも案内状が届きました＼(^o^)／

４月からわたくしも買い出し部隊になりましたので、

今回は家族だけでなくわたくしにも案内状が来ました(｀·ω·´)v

なんかてんこ盛りです。

ミスドとスティックスイーツファクトリーは7/11限りポイント10倍（ﾟ◇ﾟ）

そんなのやるんだ（ﾟ◇ﾟ）

その他いろいろクーポンもついてました。

サンマルクが何も書いてないのが不気味・・・・・

ポイント＆スタンプ５倍をやってくれれば文句はないのですが(〃'▽'〃)

というわけで、明日は台風で大変そうだけど、

明後日は台風一過でお天気だといいな〜

楽しみたのしみ(｀·ω·´)



東京のゲーテで、W杯決勝戦パブリックビューイングがあるって

2014.07.10 Thu
はい、わたくしその昔、東京ドイツ文化センター語学部の生徒でした

ゲーテ・インスティテュート、略してゲーテといってました

2002年のワールドカップの時はホールでドイツ戦をみんなで見ましたが

（というか大江戸線が国立競技場前から真っ青になってましたな、期間中）

今度の決勝戦も！パブリックビューイング、やるそうです。

→お知らせのページ

夜中だよどうすんだよ、と思ったら、前の晩23時から開いてるんですって

気合い入ってるな〜

2002年のときは授業のあとでみんなで見たのですが

なかなか盛り上がりますよ

お近くの方はぜひどうぞ。

青山一丁目から徒歩数分です。

http://ameblo.jp/goethe-tokyo/entry-11891957537.html


au WALLET のキャンペーン分が入っていた！

2014.07.11 Fri
初回チャージした分の10%もらえるという話の au WALLET、
わたくし最初にチャージしたのがポイントチャージで（´｡｀)

キャンペーン分は逃したかと思いましたが

→au WALLET にチャージしてみたんだけど (6/3 10:49)

昨日、2500円分入ってました＼(^o^)／
６月始めにじぶん銀行から25,000円チャージしたので、

その分が

７月10日付けで

わ〜い＼(^o^)／

そんなわけで先月チャージしたみなさん、今日みたら入ってるかもよ(^_-)-☆

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1264


スーパー特別招待会のミスド @ ポイント10倍でお茶をする。

2014.07.11 Fri
ゆめシティのスーパー特別招待会、まず買い出しに行きまして

ガラポンをしてからミスタードーナツへ

今日はポイント10倍なので

チョコクランチ！ちょいと贅沢してみました。

さらにこのレシートで家族の分のガラポンもしてきました(‾∇‾)

さて今のキャンペーンは



コップ、すごくかわいいんですって。むむぅ

でも私が狙っているのは次のミッフィー(‾∇‾)v

で、ふと3Gのスピードチェックをしてみたのですが、

現在地はなぜか楠乃になっておりまして、

ずいぶん探してゆめシティがやっとみつかりました。



iPhone なのになんでモバルタより精度が低いんですかね？

スピードはこんな感じでした。速いんだか遅いんだかよくわかりません。

そうそう、サンマルクカフェはポイント５倍の幟が立っていて、

新しいデニブランのポスターがありました。

ミスドで食べちゃったからさすがにやめときましたが

新しいやつも、おいしそうです(｀·ω·´)

# 7/14 追記：お写真撮ってきましたよ



ゆめシティ、本日は特別招待会、

明日はキャッシュレスデーで５倍

明後日はゆめモバ会員５倍です。



ゆめモバクーポンに「はずれ」があった（ﾟ◇ﾟ）

2014.07.12 Sat
たいていの土日には、ゆめモバクーポンの抽選があります。

先週、２等があたって＼(^o^)／
ふくふくしていたのですが

今日はなんと！！！！！

３等で回っていたのが・・・・・・

最後の１つに、いちごが出ました。

なんと、はずれです（ﾟ◇ﾟ）

・・・・はじめて出ました・・・・・・

うん、きっと何かいいことがあるんだよ(‾∇‾)v

# 18:22 追記：明日7/13(日)はお客様感謝デー

全館全品ポイント５倍だそうです。



高校野球の予選が始まってるね

2014.07.13 Sun
昨日から、甲子園の予選が始まっています。

読売新聞にあった、下関球場の様子は。

　【下関】

　萩は二回に４長短打で４点を奪い、香川にコールド勝ち。山口は１点差に迫られた

四回に四球や長短打などで一挙に６点を奪い、西市を退けた。下関国際は初回、先頭

打者・吉田と橋本の連打で先制。中盤以降も得点を重ね、粘る下関西を振り切った。

むむぅ、２回戦で山高 vs 西高ってのを見たかったのですが

西高が負けちゃったんですね、残念ですね（´｡｀)

今日も１０試合が行われているそうです。

雨は大丈夫だったかな？



スティックスイーツファクトリー、新しいタルトのクーポンが来てるよ

2014.07.13 Sun
スティックスイーツファクトリーの新製品

マンゴーのタルトの割引クーポンが来ました＼(^o^)／

ツイートする、というのでシェアできるようなので

URLを載せちゃいます→こちらです

メール会員に登録しておくと、クーポンがいろいろ来るので

楽しいですね(｀·ω·´)

7/12〜18 とのことなので、いつ行けるかな〜

セットにはならないから、どうしようかな〜

440円セット+200円にするか

単品でアイスコーヒー300円+200円にするか

どっちがいいですかね？

http://2su.jp/0aqH


一度は食べておきたいですね(｀·ω·´)



ゆめシティ、レストラン街の新店舗は7/31(木)オープン

2014.07.14 Mon
ゆめシティのレストラン街、前に何だったか忘れましたが

新しいお店がただいま準備中です。

で、今日みたら、案内が貼ってありました。

那かむらさん、7/31(木)オープンの模様です。

遠くからいらっしゃる方、お食事はいかがですか(｀·ω·´)

ついでに、サンマルクカフェの新しいデニブランの写真も

http://www.sho-ya.co.jp/group/nakamura/


美味しそうですね(｀·ω·´)

こちらもよろしくね(^_-)-☆



iPhone 4S の GPS はイマイチなのか？

2014.07.14 Mon
iPod touch と iPhone の違いとして、

メモリとかCPU？とか

カメラ

GPS

が iPhone の方がいい！と聞いていたのですが。

先日から使っている、中古の iPhone 4S + IIJmio BIC SIM では。

どうも、GPS があまりよろしくありません（´｡｀)

試しにスピードチェックしてみようかと思って位置情報を見ると

どこですかこれは？

少し動かしてみると



♪王江は高い丘の上〜♪

王江小学校の近辺にいることになっている（ﾟ◇ﾟ）

ちなみに WiFi をオンにしてうちの J:COM さんにつなぐと

ほぼ２〜３軒先のあたりにいることになっており

BIGLOBE LTE・3G のモバルタ MR03LN をつけてみると

ほぼあたしんちか隣くらいにいることになっていました

（特定されちゃうので地図は省略）

で、今日は LTE も 3G も下りはあまり差はなくて

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


こんなもんでした

上りはだいぶ違いますけどね

う〜ん、GPS がそんなに精緻じゃないんだったら、やっぱり

iPhone 4S は WiFi 運用で高級 iPod touch として使うのが正解かな。

iPhone 5s の GPS はちゃんとしてる、という噂ですが・・・・

そのためだけに手に入れるには、ちょっと高いよね（´｡｀)

ま、次が出てから考えます(｀·ω·´)

てか iPhone 4S を WiFi で使うのでたぶん十分ですわ（´｡｀)

# 17/44 追記：いちばん関連ありそうな過去記事をみつけた。

→iPod touch が iPhone と違うこと、うちの場合 (2013/11/27)

# 18:11 追記：モバイル通信をオフにして、おうちの J:COM でチェック

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=417


これがいちばん、位置情報が正確でした。う〜む。



ミスドのコットン スノー キャンディ、マンゴーが人気らしいよ

2014.07.14 Mon
さて昨日のお客様感謝デーと明日の15市（いちごいち）に挟まれて

今日は何でもない日だったのですが

# こういう時に500円引券を使わないといけません。

農協とゆめシティに買い出しに行ってまいりましたよ

農協からゆめシティはレストラン街入り口を入るのが近いです。

で、今日はダイソーにラップを買いにいったのですが

レストラン街入り口からいちばん近いエスカレーターを上がると

雪国・・・じゃなくてダイソーでした。近道覚えました(｀·ω·´)v

で、まんなかのエスカレーターを降りてくると、そこはミスドの前

サンマルクとどっちにしようか迷いましたが、100円セール中なので

抹茶あずきのパイを食べてきました。

コーヒーを新しく落としてくれるのがなんともありがたいです。

待っている間に撮ったお写真がこれ



コットン スノー キャンディの紹介です。

１番人気は、なんと、マンゴー。２番めにストロベリー。

あたしの好きなチョコのは、お子様に人気だそうで(‾∇‾)

前にミックスは食べたけど、単品では食べてないので、

今度いつかマンゴーとストロベリーも食べないとね。

とりあえず100円セールは明日までだぞ、と(._.) φ メモメモ

あ、21日？までのクーポン、特別招待会の案内状でもらいましたが。

どれが100円で食べられるのかな〜(〃'▽'〃)

また行っちゃおうかな(‾∇‾)



ゆうちょ銀行のトークンがやっときたよ〜

2014.07.14 Mon
ずいぶん前に申し込んだような記憶があるんですが、ええと

→ゆうちょ銀行のトークン申し込んだよ〜 (6/18 19:17)

申し込んだの、6/18でしたか。

6/23から順次発送、という話のトークン、さっきやっと届きました。

ちっさ

クレジットカードより小さいです（ﾟ◇ﾟ）

持ってないけど、スタバのミニカードがこれくらいかな？

なんだか登録をしないといけないということで、

ゆうちょ銀行のサイトにアクセスしたところ

どうやらこのパソコンからアクセスするのは初めてだったらしく

２つほど質問に答えさせられまして（いや〜どきどきしましたわ）

どこかで見覚えのある（設定した覚えのある）画像が出てきて

ログイン完了〜＼(^o^)／

で、トークンを登録する、というのをやりました。

本体の裏に書いてある10桁？のシリアル番号を入力し

電源オンして表示される６桁のワンタイムパスワードを入れます

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1299


電源オンして表示される６桁のワンタイムパスワードを入れます

登録完了〜＼(^o^)／

振り込みとかに使うんですかね？

トークン、ちっこいので、なくさないようにしなくちゃ！



スピードチェックは数メガ使うようだね

2014.07.14 Mon
さて先ほどスピードチェックをしたのですが

WiFi って方はモバイルルータ MR03LN で BIGLOBE LTE・3G 利用。

そのデータが出たので、スクリーンショットとってみましたよ

今月はぜんぜん使ってなかったので・・・・

スピードチェックだけで、8MB 使った模様です。

今月は余ってるからいいけど、なんとなくもったいないですね（´｡｀)
これからはスピードチェックしないようにしようかな。

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

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/


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

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

むむっ、値下がりしてる（´｡｀)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN&__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%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


iPhone4S+radiko(無料)では山口県の放送しか聴けないようだ。

2014.07.14 Mon
そういえば iPhone でまだ試してなかった、radiko（無料）の聴取。

iPod touch みたいに東京の放送が聴けるのか？実験です。

iPod touch +モバルタでは東京の放送が聴ける

radiko で位置情報を使わない設定にしておいて、

WiMAX だの LTE だののモバイルルータにつなげますと



東京の放送が聞けます。

J:COM につなげた時は山口県です。

iPhone 4S +3G で位置情報オフはできるのか？

そもそも SIMフリー iPhone 4S で位置情報をオフにして

3G で聞くとどうなるのか？試してみましたところ。

叱られました（´｡｀)



しょうがないので位置情報をオンにしますと

認証されて、山口県の放送が聴けるようでした。

iPhone 4S をモバルタにつなげるとどうなる？

3G では位置情報必須で山口県のみ、というのがわかったので、

今度はモバルタ MR03LN に WiFi でつなげてみました。

もちろん radiko のアプリはいったん終了しております・・・



が

結果は

同じく、位置情報をオンにしないと認証してくれず。

オンにすると、山口県と認識されるようでした。

iPhone と iPod touch は違うのね

というわけで東京のラジオを聞きたい時は（あまり聞かないけど）

「iPod touch で」位置情報をオフにしておいてから、

モバイルルータでアクセスすると、今のところ聞けるようです。

そっか〜、iPhone は iPod touch とは仕組みが違うのだなぁ・・・・

勉強になりました(._.) φ メモメモ

ま、全国の放送を聞きたければ、プレミアム会員？になればいいんですけどね

月額300円でしたっけ。(7/15追記：350円税別でした）

そんなわけで、iPod touch の方が iPhone より便利（？？）なこともある、

というご報告でした。

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

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

https://radiko.jp/rg/premium/
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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN&__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%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


ゆめシティの火曜日ガラポンは25分かからずに終わるよ

2014.07.15 Tue
毎週火曜日は、安火曜市＼(^o^)／
カード払いでポイント５倍＼(^o^)／
今日は15市でもともと５倍＼(^o^)／

というわけで、火曜日恒例！タイムセールと、

ガラポンに行ってきました。

うちは近いので一度帰って荷物を置いてから並びます。

先週は２等の500円商品券が当たりましたが

今週はピンクのティッシュが当たりました(‾∇‾)

え、５色のうちいちばん好きなピンクになったんだもん。

当たったんだもん(*｀Д´*)

今日は15市なのでスタンプ５倍のサンマルクに行きました。

抹茶スムージーにする予定だったけど、ポスターを見たら

アイスコーヒーがおいしそうで(〃'▽'〃)



だいぶお安くなってしまいましたm(__)m
しかもスタンプ10個貯まったので次回無料ドリンクが飲めますm(__)m
いつもありがとうございますm(__)m

で、こないだいただいたほおずきのストラップをつけた iPhone など

いじっておりますと（ムダに楽しいんですなぁ、iPhone って）

10:54 でしたか、ガラポン終わったよ〜、という館内放送が

先週も10:54か10:55かそのくらいにかかりましたっけ。



↑先週の戦利品(‾∇‾)v

来週は家族にならんでもらおうかと思ってます、ガラポン

ムダに楽しい・・・・

iPhone4S iPhone4 ケース カバー さくらんぼ 全６色 (ピンク)
posted with カエレバ

cherry

Amazon
楽天市場

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00I0TQRF0/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00I0TQRF0/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=iPHone4S %83P%81%5B%83X %83s%83%93%83N&__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%2FiPHone4S%2520%25E3%2582%25B1%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B9%2520%25E3%2583%2594%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25AF%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


iPhone4S の位置情報は WiFi オンだとけっこういい感じ

2014.07.15 Tue
さて今日はゆめシティのガラポンに行ってきたのですが(‾∇‾)
待っている間に Facebook のチェックインを試みますと、

ちゃんとゆめシティもスティックスイーツファクトリーも出てきました。

そういえば WiFi をオンにしていたし

屋外を通ってきたわけだから GPS がちゃんと働いたのかも

そしてサンマルクカフェゆめシティ店でお茶をしておりますと

BIGLOBE LTE・3G の WiFi スポットのおかげで Wi2_club につながるのですが

スピードチェックのアプリを見たら、ばっちりゆめシティ！

Wi2_club、今日はあまり速くなかったけど、それでも3Gより速いですね

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


その後一度アプリを終了させてから3G接続してみましたが

位置情報はそのまま（一度捕捉するとそれが効くのかな？）

スピードはまぁこんなもんです



GPS はもともと屋外じゃないとちゃんと効かないという話を

どこかで読んだのですが

歩きスマホはすまい、と思っているわたくし、

位置情報が必要なのは自分ちとゆめシティ、屋内だけです（´｡｀)

WiFi オンにしておいた方がそれらしい場所になるみたいですね〜

試しに帰りにお外で位置情報を見たら、それらしかったです。

これは GPS がちゃんと働いているのかもしれません（未確認）。

ま、とりあえず WiFi オンにして使いましょうかね、iPhone4S。

IIJ BIC SIMウェルカムパック SMS対応 マイクロSIM 【ビックカメラグループオリジナル
】
posted with カエレバ

IIJ

Amazon
楽天市場

# 7/16 追記：やっぱり WiFi オンにすると位置情報の精度が高まるらしい・・・

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=IIJmio BIC SMS&__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%2FIIJmio%2520BIC%2520SMS%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




LINE で年齢確認が出来ないぉ（´｡｀)

2014.07.15 Tue
LINEマンガとやらでサラリーマン金太郎が読めるというので

削除してあった LINE のアカウントを再び登録してみました。

LINE マンガ

無料
(2014.07.15時点)

NAVER JAPAN
posted with ポチレバ

iPod touch ではなく、iPhone 4S でやってみた・・・のですが。

SMS 付きSIMが入っているので、まずその番号で登録。

アカウントを検索できるようにしようとすると

年齢確認してね

というのが出て、docomo ID を求められます。

ふんが〜〜〜（´｡｀)

いちおう docomo ID は持っているのですが、電話番号がないので

それではダメだとはねられました。

そしてまた一度アカウントを削除しまして

今度は au のガラケーの番号で登録してみました。

Cメールで認証番号？が来るので、登録はできるんですな

ところが〜

これもまた、年齢確認で docomo ID を求められるのです(T^T)
電話番号は au のものなのに・・・・・

https://itunes.apple.com/jp/app/line-manga/id597088068?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/line-manga/id597088068?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/naver-japan/id359067226?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


そんなわけで LINE は諦めました。

まぁ、乗っ取られるより、いいよね（ということにしておこう）

[IMARKETPLACE.HK] IPHONE 4G　4S三つ折り ダイヤ柄マトラッセ 風 カメリア ダイヤ
ーダセル　キルティング PUレザー手帳型　ピンク

posted with カエレバ

IMARKETPLACE.HK

# 15:05 追記：iPhone を諦めて iPod touch で登録してみたら、

年齢確認要求されませんでした（ﾟ◇ﾟ）

・・・・な、なぜ？（ﾟ◇ﾟ）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00L6X5JQ0/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00L6X5JQ0/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com


なんちゃって iPhone ユーザー３週間。

2014.07.16 Wed
そんなわけで iPhone 4S SIMフリー 64GB ホワイト、

うちに来て３週間になりました(｀·ω·´)

ちょっとかわいいっぽいケースをつけ、

ネックストラップにとりかえ

お土産のストラップをアクセントにつけてみましたよ

入れてるのは IIJmio BIC SIM ですが、既に解約手続き済み。

IIJ BIC SIMウェルカムパック SMS対応 マイクロSIM 【ビックカメラグループオリジナル
】
posted with カエレバ

IIJ

Amazon
楽天市場

８月からは、モバイルルータ利用で WiFi 運用となります。

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

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=IIJmio BIC SIM SMS&__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%2FIIJmio%2520BIC%2520SIM%2520SMS%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://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com


NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

といっても今月はモバイルルータをほとんど使っていなくて、

iPhone 本体にさしてあるSIMで3G接続することがほとんどだったのですが

MR03LN を買うのに BIGLOBE LTE・3G のアシストパックをつけたので

事実上の２年縛りとなり（´｡｀)

まぁ LTE の方がいいよね、ということで、モバルタを残すことにしました。

他の端末もつなげられるしね。

で、iPhone と iPod touch の違うところは

位置情報

ブラウザ

回線

に関すること、のようでした。

つまり

radiko は iPod touch ならアバウトで許してくれたんだけど

iPhone では位置情報を要求してきたし

ゆめモバ会員の登録などは iPod touch のブラウザではだめで

iPhone のブラウザならパソコンのアドレスでもOKだったし

au お客様情報のアプリも 3G 接続を一度要求された気がするけど

iPod touch ではだめだったのが iPhone では使えるし

（auの回線じゃないのに）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN&__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%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://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6
http://linksynergy.jrs5.com/fs-bin/click?id=f6xQxH5XJu4&offerid=252693.6&type=4&subid=0


LINE は iPhone だと年齢確認要求してきて docomo とみなされたけど

iPod touch だとガラケーかなんかと iPod touch だと思われたみたいだし

あ、あと3Gでつないでるときはフォトストリームも Dropbox も
お写真がアップロードされませんでしたね

iPod touch だといつも WiFi ですから、切らない限り自動的に

どひゃどひゃアップロードされちゃいますけどね

ちょこっとずつ、動作が違います

2011年の機種ということで次の iOS8 対応最下位の機種ですが

このまま iOS7 で使うか、無理矢理上げるか

（そもそも、契約の切れたSIMをさしてアップデートできるのか）

悩ましいところではあります。

が

かわいいです、iPhone 4S

外国に行くことがあっても、いちおう使えるんですよね(｀·ω·´)
（たぶん行かないけど）

iPhone6 以降になったらもしかして新しいのを買うかもしれないけど

いまんとこ、iPod touch 5th と iPhone 4S 中古で満足してます。

譲ってくださった方、ありがとうございましたm(__)m

サクランボ/桜桃/横開き/手帳iPhone4/4S、iPhone、ケース【iPhone4/4Sピンク
posted with カエレバ

iphone4 iphone4s ケース ティンカーベル かわいい きらきら 手帳型 レザー スワロフスキー
ブランド ラインストーン デコ iphoneカバー (ピンク)
posted with カエレバ

yuyu

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00JR9HVQ6/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00JR9HVQ6/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00J2WZ4YE/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00J2WZ4YE/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com




シネマサンシャイン下関、相棒は7/18(金)終了だって

2014.07.16 Wed
今月５日にオープンした、シネマサンシャイン下関

レディースデーだなぁ行こうかなぁ

でも雨がひどいしな〜

と思っていたら。

なんと

相棒、明後日で終わりなんですって（´｡｀)
あ〜今日行かなきゃだめじゃん

・・・・でも行かなそうです（´｡｀)

軟弱者。

http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/shimonoseki/


７色のダンボー売ってる〜

2014.07.16 Wed
これは〜

かわいいです、ダンボー

cheero Power Plus 10400mAh DANBOARD Version - FLAVORS - マルチデバイス対応モ
バイルバッテリー (chocolate)
posted with カエレバ

cheero

ケータイWatchの記事

「ダンボーバッテリー」が“美味しそうな”7色に

やら、本家のページやらにお写真が出ていますが

ういろうですか？

という感じの７色のダンボーバッテリーが出てます。

もう買って iX100 と組み合わせておられる方も Facebook で複数見ました(‾∇‾)

FUJITSU ScanSnap iX100 Wi-Fi・バッテリー搭載スキャナ FI-IX100
posted with カエレバ

富士通 2014-06-20

Amazon
楽天市場

お値段もお手頃のようですし

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00JWFWLSS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00JWFWLSS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20140716_658139.html
http://www.cheero.net/special/powerplus_danboard_flavors/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ScanSnap iX100&__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%2FScanSnap%2520iX100%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


おひとついかがですか〜

あたしも欲しいのはヤマヤマなんですが

ゆめシティくらいしかお出かけしないので・・・・

お外でいろいろお仕事なさる方にはオススメ！です(^_-)-☆



ミスドのひんやりアプリはゆめシティ店では効かないみたい

2014.07.17 Thu
さて、コットン スノー キャンディにあわせて、

ひんやリゾートのアプリがミスタードーナツから出ています

misterDonut
無料
(2014.07.17時点)

DUSKIN CO., LTD.
posted with ポチレバ

一応ダウンロードしてみたんですが

おうちで店舗検索してみますと、山の田ショップが2kmちょい

へ〜、歩いても行けなくはないね、と思いましたが

試しに、ゆめシティ店で雪が降るかお写真を撮ってみました〜

・・・・だめぽ（´｡｀)

その時のスクリーンショットはこちらです

https://itunes.apple.com/jp/app/misterdonut/id890474670?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/misterdonut/id890474670?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/duskin-co.-ltd./id778165223?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


WiFi オンにしてあったからちゃんと位置情報はとってるはずだけどな〜

やっぱり山の田ショップの出店だから、ダメなのかな

残念だにゃ(T^T)

今度、シーモールか山の田ショップに行ったら撮ってきま〜す。



開店前の雨ではスタンプ２倍にならなかった @ サンマルクカフェゆめシティ店

2014.07.17 Thu
さて今日の買い出しの休憩は、試しにサンマルクにしてみました

朝９時前ごろに相当な雨が降っていたので、もしかしたら

雨の日スタンプ２倍になるかな〜、と思ったのですが

10個貯まってたので「スタンプご利用になりますか？」と聞かれ

今日は２倍じゃないですか？と聞いたら、普通です、とのこと

そうなのよ〜

サンマルクの開店時間、10時は晴れてたのよ〜

というわけで今日はスタンプ利用にしてみました。

アイスレモンティーです。

久しぶりにアイスのカフェラテにすればよかったかな〜

これはミスドのカフェオレとどっちにするか迷います。

雨の日スタンプ２倍はいつの時点で決まるのかな〜

担当者によっても判断が違いそうな気がするな〜

なので、あやしいときは聞いてからにしようと思います(｀·ω·´)



ゆめシティの宮脇書店にドラえもんが来るらしいよ 7/19(土)

2014.07.17 Thu
お知らせのページには7/19(木)ってなってるんですが

（木曜日って今日じゃん！）

ゆめシティ２階の宮脇書店に、ドラえもんが来るようです。

握手会＆撮影会ですって(〃'▽'〃)

行っちゃおうかな？

14:00から整理券配布ですって

ちょっと恥ずかしいかな(‾∇‾)

http://www.izumi.jp/youmecity/event-campaign/blog/2014/07/719.html


譲っていただいた iPhone 4S のユーザー登録をした。

2014.07.17 Thu
さてなんちゃって iPhone は実はちゃんとした iPhone なんです（当たり前）

バッテリーがいかれた時に修理するためには、ユーザー登録が必要。

でも

これ、中古・・・・・・

サポートのところで試しにシリアル番号を入力してみましたが

別の ID に紐付けされてる、って・・・（そりゃそうだ）

以前切っていただいたのは「iPhone を探す」だったと思いますが

初期設定はこれでできちゃうんですね

でもユーザー登録はだめです

なのでもとの持ち主さまに連絡して、解除していただきました。

ユーザー登録されているものの一覧から該当する製品を選んで

「解除」のボタンを押してもらえば OK です。

それをやっていただいた直後にもう一度シリアル番号を入れると

今度は受け付けられまして



登録、できました。

Apple の、マイサポートプロファイル https://supportprofile.apple.com/
というところで手続きをすればいいようです。

これでもし故障してもサポートに出せるようになりました＼(^o^)／

ありがとうございましたm(__)m >> もとの持ち主さま
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iPhone4S LTE モバルタで WiFi 運用は快適だね

2014.07.18 Fri
今日は所用でたくさん歩いたので、ご褒美にお茶しました。

いろいろ迷ったけど、スティックスイーツファクトリー＼(^o^)／

アイスコーヒーのおかわり自由ということで（ホットもね）

ごくごく。飲んできました。（４杯だったかな）

そしてスピードチェックなどしてみたのですが。

その前に WiFi オンにしていたおかげか、3Gでも位置情報ばっちり。



でも遅いです（´｡｀)

奥の席でしたからね〜

ちなみに所用先は（地図は撮っとくの忘れた）けっこう速くて

これなら LTE とも遜色ない感じ。

ちょっと小高いところに行ったので、そのおかげでしょうか。

そしてスティックスイーツファクトリーでモバイルルータをつけ

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

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/


posted with カエレバ

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

あら〜サクサクじゃない？と喜んでチェックしてみますと

だいぶ違いますなぁ

もちろん場所もしっかりスティックスイーツファクトリー

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00IRWGUMU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=MR03LN&__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%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


サンマルクカフェで調べた時とちゃんと場所が違うのがいいです。

やっぱり WiFi オンだと位置情報がちゃんとするんですかね？

そして LTE モバルタに WiFi でつなげていた iPhone 4S は
なかなか快適でございました(｀·ω·´)

来月からの WiFi 運用もこれで安心です。

回線をまとめた方がお安いしね。

iPhone 4S と iPod touch 5th のどちらが速いか？

そのへんはよくわかりませんが



iPhone 楽しいです(｀·ω·´)
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スポクラのダイエット祭りに登録してみた。

2014.07.18 Fri
都合でしばらくスポクラに行けなかったのですが、

レンタルロッカーの更新手続きがあるので今日は行ってきました

# 7/19 追記：振り込みだと RIZAP 名義なのだ

行きはバスを乗り継いで

ストレッチポールのクラス、整理券が必要なのですが、

いっぱいになってしまう時もあると聞いていたので

ドキドキしながら

でもちゃんとありました＼(^o^)／

ロッカーの手続きも無事に完了しまして

お久しぶりの熊 吾朗くんにご挨拶

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BS46J+3H11TE+CW6+8LP9GH


前に見た時は柔道着でしたっけね・・・・（遠い目）

で、先月から登録が始まっている、ダイエット祭りとやらに

登録してきました。

び、ビフォーアフター部門って、なに？（ﾟ◇ﾟ）

おそるおそるインストラクターの先生に聞いてみたら、

登録時と２ヶ月後に写真を撮って比べてみるんだそうでした。

・・・・そ、それはいやだ・・・・・・

というわけで、体脂肪を減らす部門にしましたよ(｀·ω·´)
インボディで測定したのですが

さすが、ミスタードーナツに貢いでいただけのことはありまして



いや〜

減らし甲斐がある体脂肪率で(‾∇‾)

がんばれば入賞が狙えるかもしれません(｀·ω·´)

あ、そうそう、いま入会ご紹介キャンペーンやってるそうです

もし入ってもいいよ、という方がいらしたらご連絡ください(^_-)-☆

で、帰りはちょうどいいバスがなくて、

ゆめシティまでのバスは40分に１本なので待つより速いかなと思い

歩いて帰ってきました。

画期的＼(^o^)／

入会したころは行き帰り歩いてたんですけどね

３月までは車で送ってもらったりしてたんで・・・・・

ほんとに久しぶりに歩きました。

そしたら、ゆめシティ行きの次のバスが新下関駅を出る前に

おうちについちゃった（ﾟ◇ﾟ）

暑いので行き帰り両方はきついかもしれないけど、



これからも時々は歩いてみたいと思います。

２ヶ月毎回歩いたら体脂肪率だいぶ減るかな(‾∇‾)
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iPhone4S で Nike+ を復活させてみた。iPod touch とだいぶ違う（ﾟ◇ﾟ）

2014.07.19 Sat
去年の春でしたか、iPod touch で Nike+ を使って

ランではなくウォーキングしていたのですが

iPhone4S にはせっかく GPS もついているということで、

試しに復活させてみました。

Facebook でログインすると、前のデータが残ってました（ﾟ◇ﾟ）

どんだけ前やねん（´｡｀)（１年以上たってます）

で、今日は農協とゆめシティにお買い物に行ったので、

途中休憩せず！がんばって歩いてみました。

あ、信号待ちとか買い物の途中とかは

Pausing Workout.

かなんか女の人の声で言われました（´｡｀)←ちょっとかなしい

再開ボタンを押すと

Resuming Workout.



Resuming Workout.

ときました。そうか、レジュームか。

で、今日は最長記録で(｀·ω·´)

一覧はこんな感じ

ランの詳細を見ますと、iPod touch の時は

速度がかわる記録みたいなのしかないのですが



iPhone だと地図がでます（ﾟ◇ﾟ）

おうちがちゃんと載ってましたがそこはかくしておくと

ゆめシティの中に入っていた間は、てんてんてんてん、でした

ほんとに GPS 利用してるんですね(._.) φ メモメモ

というわけで Nike+ は iPod touch より iPhone の方が

おもしろそうです(｀·ω·´)

Nike+ Running

https://itunes.apple.com/jp/app/nike+-running/id387771637?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/nike+-running/id387771637?mt=8&uo=4&at=10ldb5


無料
(2014.07.19時点)

Nike, Inc.
posted with ポチレバ

https://itunes.apple.com/jp/artist/nike-inc./id301521406?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


モバイル回線なしでも Nike+ Running は使えるみたいね

2014.07.20 Sun
昨日から復活させた、Nike+ Running

Nike+ Running
無料
(2014.07.20時点)

Nike, Inc.
posted with ポチレバ

今日もお買い物の時につけておきましたよ

現在 IIJmio の SIM を入れている iPhone 4S、
来月からは WiFi 運用になるので

試しに、モバイル回線をオフにしてWiFiだけにして、

いちおうモバイルルータをつけて歩いてみました。

で、地図は・・・・・・

かなり正確にでてしまうので・・・・

お写真は省略しますm(__)m

今日は「設定」のところで「オートポーズ」をオフにしてみました。

https://itunes.apple.com/jp/app/nike+-running/id387771637?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/nike+-running/id387771637?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/nike-inc./id301521406?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


そしたら

Beginning Workout.

だけ言ってあとはおとなしく

中断もされないようでした。（オートポーズがオフだもんね）

なので、お買い物の間も単に「のろい」だけになったのかな？

ゆめシティの中に入っている時はちゃんと計測されてないのかな？

よくわかりませんが・・・・・

まぁ、お買い物に行った記録をとる用にしようかと思います。

一昨日だったら所用先（片道15分は歩く）まで往復したし

スポクラから3kmくらいの道を歩いて帰ってきたりしたから

もう一日早く Nike+ Running の存在を思い出していれば！

だいぶ記録がのばせたのに！

・・・・ま、いっか(〃'▽'〃)

もちろんこれは「ウィングダイエット祭り」の一環としてやってます。

がんばります(｀·ω·´)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1376


和牛と国産牛は違うんだそうだ。

2014.07.20 Sun
さて今日のゆめシティは

和牛全品100円引

お米5kg以上200円引

などのクーポンが出ていたわけですが

夕食用に牛肉をかごにいれてまいりますと

「お客様、このクーポンは　和牛　に適用されるので、

国産牛ではだめなんです」

というようなことを言われて取り替えてきました。

和牛の方がお高い感じ・・・・（´｡｀)

黒毛和牛とか、国産和牛とか書いてるのじゃないとダメなんですって。

前はどうしたのかな？国産牛、じゃなかったんだろうな・・・・

で、帰ってからぐぐってみますと

和牛と国産牛の違い？

http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n13875


和牛と国産牛の違い？

というページをみつけました。

なるほど、和牛と国産牛は違うんですね(._.) φ メモメモ

「国産」ならなんでもいいのかと思ってました（´｡｀)

勉強になりました・・・



iPhone 4S の GPS はちゃんとはたらいているようだ。

2014.07.21 Mon
そんなわけで今日の買い出しも Nike+ Running をつけていきました。

玄関を出る時は、GPS が弱いよ〜というおしかりを受けるのですが

出たらしっかり計測してくれているようです(｀·ω·´)

ふと立ち止まってみると、GPS がちゃんと緑に！

屋内に入ると赤くなったりまた外に出ると緑になったり

はいってすぐは黄色だったりいろいろでした。



今日はゆめシティの３階でもお買い物をしたのですが、

エスカレーターに乗ってるときとかどう計測してるんでしょうね？

ともかく最長記録となりました(｀·ω·´)

まだ、走るのは無理なんですが（´｡｀)
歩くだけでもがんばりま〜す



梅雨明けしたって〜

2014.07.21 Mon
中四国はすでに梅雨明けしていたように思うのですが

山口県は「九州北部」なので(‾∇‾)

さきほど、下関市のメールが来ておりましたよ

下関地方気象台から山口県を含む九州北部地方は本日（７月２１日）梅雨明けしたと

発表がありました。

とのことです。道理で暑いわけだ（´｡｀)

みなさん、熱中症に気をつけて、暑い夏を乗り切りましょう！

ドウシシャ 電動本格ふわふわ氷かき器 DCSP-1451
posted with カエレバ

ドウシシャ 2014-03-24

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00J2GJBKS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00J2GJBKS/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com


ゆめシティ、今日のガラポンは出足が遅かったよ

2014.07.22 Tue
さて、ゆめシティ、毎週火曜日は恒例のガラポンの日です。

例によってたまごのタイムセールなど買い出しに行きまして

一度おうちに帰り。

さらにおでかけしてみますと

誰も並んでない（ﾟ◇ﾟ）

え〜

３階にあがってお水を飲んで眼鏡を洗ってきましたが

（お写真は３階にいたくまちゃん）

まだ並んでいる風ではない・・・・

で、そこらでうろうろしていたおばさまと

「ここでいいんですかねぇ？」といいながら並んでいますと

しばらくしたら準備が始まりました



ボックスティッシュ、５個組みなので、パッケージをあけて

準備しないといけません。けっこう大変なのね。

賞品はこんな感じ

なんでこんなお写真が撮れたかというと

いちばん前に並んでいたからです(‾∇‾)v

で、ガラポンのタマを入れるところも見ましたが

確かに黄色いタマもありました＼(^o^)／

準備完了の図



いや〜なんだかムダに楽しい(‾∇‾)

わくわくしながら待っていたら、時間より少し早く始まりました。

もちろん白いタマ・・・・（´｡｀)

ま、そのあとスティックスイーツファクトリーでお茶してきましたよ

念願のマンゴータルトなど食しまして

美味しかったです(｀·ω·´)

スポクラで、ケーキは２つじゃなくて１つにしなさい、と

おしかりを受けたので、セットにはしませんでした



その話をしたら「小さいケーキだっておっしゃいました？」と

笑っておられました(〃'▽'〃)

マンゴーのタルト、マンゴーマンゴーしてて美味しかったです。

これは単品でも食べる価値あり！

というわけで今日もピンクのティッシュがもらえましたよ(｀·ω·´)
うれしいな、っと(●´ω｀●)



ゆめシティ、7/25(金)-27(日)にBINGO＆ポイント５倍

2014.07.22 Tue
ゆめシティからおはがきが届きましたよ

7/25,26 両日が「ゆめかの日」でポイント５倍

7/27(日)は全館全品ポイント５倍

さらに7/25〜27の３日間、BINGOがあります

5000円か〜

ユニクロとGUが同じコマというのが痛い・・・・・

なかなか難しそうです（´｡｀)

うちは３日で5000円なんて使わないんだよなぁ・・・

ゆめカードを持っているひとにはがきが届いてると思うので、



ゆめカードを持っているひとにはがきが届いてると思うので、

夏のお買い物がある方はこの機会にぜひどうぞ(^_-)-☆



ミスドの100円セール、今度はカルピス関連も 7/23(水)〜29(火)

2014.07.23 Wed
ミスタードーナツからメルマガがきました〜

今日からまた100円セールやってるらしいです。

サイトにいってスクリーンショットをとってきますと

こんな感じ

カルピスのやつ、まだ食べてないんですよ〜

どれにしようかな(｀·ω·´)



・・・・おっと、ダイエット中だった（´｡｀)



おでかけの通信量はやはり1GBいかない感じ

2014.07.23 Wed
さて iPhone4S + IIJmio は 6/25 から（６月分は日割り）で

昨日までで残っているのはこれくらい

だいぶありますなぁ（´｡｀)
解約するの、もったいないくらいですなぁ（´｡｀)

で、BIGLOBE LTE・3G のモバルタはさらに使ってなくて

40MBくらい、電子書籍をダウンロードするなどで使ったくらいで

あとはほとんど iPhone のみだったので〜

おでかけも今は少ないので（しかもゆめシティに直行直帰がほとんど）

お茶をするのを減らそうとしているいま

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


iPhone の方だけでもいいかも（´｡｀)

でもモバイルルータを買っちゃった分でアシストパック２年縛りなんですぅ

まぁ払っちゃえばいいんだけど、、、、

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

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

８月からはモバイルルータを ON にして iPhone のモバイル通信を切ります。

うまくいくかな〜

あ、Nike+ Running をつけてると、GPS をがんがん使っているのか？

電池の減りが早いです、iPhone 4S
iPod touch は１週間に１度とか２度とか充電するだけですが、

iPhone 4S はほぼ毎日充電です（え、あたりまえ？？？）

さて来月はどんな使い方に落ち着くか。

せっかく持ってるものは活用しなくちゃ、ですよね(｀·ω·´)

IIJ BIC SIMウェルカムパック SMS対応 マイクロSIM 【ビックカメラグループオリジナル
】
posted with カエレバ

IIJ

Amazon
楽天市場

繰り越しがきく分、IIJmio の方がお勧めかもしれませんな（´｡｀)

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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ATerm MR03LN&__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%2FATerm%2520MR03LN%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://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=IIJmio BIC SIM&__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%2FIIJmio%2520BIC%2520SIM%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://linksynergy.jrs5.com/fs-bin/click?id=f6xQxH5XJu4&offerid=252693.6&type=4&subid=0


MacBook Air EFI ファームウェアアップデート2.9 とやらをやってみた。

2014.07.23 Wed
昨日、あちこちのブログで告知があったので、

MacBook Air EFI ファームウェアアップデート2.9

というのをやってみました。ちょうどうちの mid 2011 用だったので。

ファンがぶんぶん回るのが解消されるとかなんとか

それはやるしかない！

と思ったのですが

やってみると、なぜか、左シフトキーが効きません（´｡｀)
大文字の英字を打とうとすると、option キーと同じような感じになって

EFI と打てませんでした。

右シフトキーなら打てました。

TESLA が悪さをしていたのかもしれませんが・・・・

あ、アップデートすると勝手にことえりが戻ってくるので、

はずす作業もありましたっけね

それでまぁ充電もできたことだしほっておいたら。

今日あちこちのブログで

EFI ファームウェアアップデートをした人に、不具合が（´｡｀)

という記事がみられました。

え〜、うちのもそれかな？早まったかな？

と思いましたが

ふと、MacBook Air をあけて打ってみますと

今日は EFI って左シフトでちゃんと打てました。



あ、いまは MacBook Pro Retina で書いてますが。

なんだったんでしょうねぇ・・・・・

とりあえず EFI ファームウェアとやらは 2.91 だかなんだかが出ると思われるので、

またやってみますわ（´｡｀)



ダイエットには早い時間のお買い物が正解か？(‾∇‾)

2014.07.24 Thu
さてお気に入りの Nike+ Running ですが。一昨日の帰りから、

お買い物の行きと帰りで「ラン」を別にしてみましたよ

中でうろうろしている間はやはり遅いので・・・・・・

そんなわけでここ数回の「ラン」とは名ばかりのウォークはこんな感じ

ゆめシティ、近っ（ﾟ◇ﾟ）

でも何往復かするとけっこうな距離になります。

で、今日は10時になる前にお買い物を終えたので(‾∇‾)
お茶したいという誘惑に負けずにすみました。

ミスド、ゆめシティ店でも100円セールやってます



ミスドにドリンクだけというのが安くてよいのですが

やっぱりあそこはドーナツ食べたいよね〜

明日はゆめかチャージでボックスティッシュがもらえる日なので、

この日だけはお茶していいことにしようと思います(｀·ω·´)



シネマサンシャイン下関、明日7/25(金)からゴジラがはじまるよ

2014.07.24 Thu
シネマサンシャイン下関のページにゴジラの案内が出てました

吹き替え版と字幕版とあるなんて、気合い入ってますね(｀·ω·´)
アナ雪は吹き替え版だけなのに〜

最初のゴジラのティンパニはうちのお師匠様でした。

今度のは誰がやってるんだろう〜

見に行こうかな、どうしようかな(〃'▽'〃)

http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/shimonoseki/
http://www.godzilla-movie.jp/


ゆめかの日にボックスティッシュを今日ももらったよ

2014.07.25 Fri
そんなわけで毎月25日はゆめかの日

ゆめシティでは、ゆめかステーションのチャージで

ボックスティッシュがもらえます＼(^o^)／

で、１階食品館のゆめかステーションはかなり並ぶので

今日は農協にお買い物に先に行って専門店入り口から入り

２階のゆめかステーションをねらいました

が

同じことを考える人はほかにもいたらしく・・・・

食品館の方から入っておられた方が、すでに並んでおられました

例によってどうしたらいいのかイマイチ把握していない

おばあちゃまとかもいらして

まぁなんとなく和気藹々と(‾∇‾)

で、２階でチャージしても同じようにティッシュはもらえます。

ガラポンの時は５個組みのパッケージをあけて準備してましたが、

ゆめかの日のチャージでもらえるのは５個ぜんぶです(｀·ω·´)



でまぁたっぷりチャージもしたことだし、少し休みたいし、

今日までのメールクーポンがあったことだし、ということで

スティックスイーツファクトリーへ

本日はお飲み物なしの単品にいたしました。

アイスティーとかなら合うかもしれませんね。

というわけで今月も無事にティッシュをげっと！

ありがたやありがたや(-人-)

(Lulu LAB) iPhone4/4s 折りたたみ レザーケース ストラップ付き ピンク バンパー iPhone
アイフォン カバー ハード オリジナル lu-i-042
posted with カエレバ

cherry series

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00FGJWTHC/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00FGJWTHC/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com


ゆめシティ、今日は専門店ハッピーデイ＼(^o^)／

2014.07.26 Sat
そんなわけで今日もゆめシティに買い出しに

土日は2000円で100円引のクーポンが出るので

（いや、一度抽選ではずれたことがあるけど）

クレカorゆめか払いでポイント５倍、とともに

まとめ買いに適した日、といえましょう(｀·ω·´)

でまぁ農協に行ってクーポンを出して、10時過ぎたので

ちょこっと（といっても30分はいたな〜）サンマルクへ

珍しく、スタンプ利用じゃないのにカフェラテにしました(〃'▽'〃)
スティックスイーツファクトリーやミスドの方が安いんだけど、

今日は専門店ハッピーデイでサンマルクはスタンプ５倍なので！

５倍の日に２回行ってスタンプ10個ためる→お茶をする

というのがわたくしのよくやるパターンでございます

（たぶんお店の人にもバレバレ）

で、なんとなく「お客様の声」のところを見ておりましたら

こんな声が



今までも「スタバに来て欲しい」というお客様の声はありましたが

ゆめシティ側からの回答に「来て欲しい」とあるのを見たのは

初めてかもしれない！

スタバこないかな〜

サンマルクもちゃんと残った上でスタバが来たら

なかなかよろしいのですが(｀·ω·´)

あちこちテナントの入れ替えを今もやっているので、

どっかにスタバつくって〜

お・ね・が・い

サブウェイも戻ってきたらさらによし。

・・・・・なかなかむずかしいかな（´｡｀)



そうそう、明日はお客様感謝デーです。またポイント５倍だよ。



iPhone の位置情報のクセ？みたいなのがわかってきたよ

2014.07.26 Sat
さて今日も iPhone4S で Nike+ Running をつけていきました。

Nike+ Running
無料
(2014.07.26時点)

Nike, Inc.
posted with ポチレバ

WiFi をオンにしてあって Wi2_club が使えるようになってます。

モバイルルータの電源は今日は入れてませんでした。

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

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

今日は農協に先に行ったので、手前の道を通ったのですが

ゆめシティ側に渡ったような形跡が残っています（ﾟ◇ﾟ）

・・・・渡ってないって（´｡｀)

https://itunes.apple.com/jp/app/nike+-running/id387771637?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/nike+-running/id387771637?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/nike-inc./id301521406?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com
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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ATerm MR03LN&__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%2FATerm%2520MR03LN%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


これ、いつもなんですよ、農協に行くたびに、

ゆめシティの中央付近に引かれています。

・・・・はっ（ﾟ◇ﾟ）

あたしの iPhone 4S は WiFi で Wi2_club が使えるようになってるけど、

auショップの Wi2_club を感知しているのではないだろうか。

と、思いました。

そういえば、サンマルクカフェゆめシティ店でお茶をしている時、

フェイスブックでチェックインしようとしたら

サンマルクゆめシティ店 0m

ってぴったし場所が把握されてましたよ

iPhone 4S でも、Wi2_club につないだ iPod touch でも同様でした。

サンマルクカフェゆめシティ店は au ショップの向かいなんですが

Wi2_club にばっちり入れるんですね〜

むむむむむむ

こいつが位置情報を与えているのか？



ちょっと、わかってきた気がします(｀·ω·´)

８月からは iPhone 4S 本体の docomo 回線はオフにして、

モバイル回線なしもしくはモバイルルータで使うのですが

やっぱり au ショップに引かれてしまうのかな〜

楽しみですな(｀·ω·´)



2015年1月末までにはゆめシティ近辺にもWiMAX2+が来るようだ

2014.07.26 Sat
WiMAX2+ ユーザーはオプションエリアを含めてwi2が使える〜、

というお知らせをどこかで読んで

いいなぁ（´｡｀)

と思っていたのですが。

ふと、WiMAX2+ のサービスエリアを調べてみますと。

エリアマップの色が変わっていました(｀·ω·´)

どうだ！！！！！！！

あ、例によって、ピンが立っているのはゆめシティです。

ここんとこほったらかしにしてたので、もしかしたら11,12月末まで？

かもしれませんが、とにかく来年の１月末までに

下関市内、ほぼ

WiMAX2+ エリアに＼(^o^)／

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20140725_659511.html


やった〜〜〜〜〜〜〜＼(^o^)／

・・・・ってわたしは docomo の MVNO 利用ですが(‾∇‾)
がしがし使うなら WiMAX2+ と WiMAX と au の LTE が使える

モバイルルータもいいかもしれませんね

いまのモバルタのアシストパックによる縛りが再来年の２月までだから

十分間に合います(｀·ω·´)

というか

iPhone欲しいかも・・・・（´｡｀)

ま、そんなわけで WiMAX2+ のエリア拡大中ですので

興味のある方はぜひどうぞ！

たしか @nifty の WiMAX2+ は wi2 使えるはずだから

バナーを貼っておこう・・・・

あたしもガシガシ使うようになったら考えます。

いまは BIGLOBE LTE・3G の月1GB でいいや(〃'▽'〃)

# 19:47 追記：前に調べた時は７月末まで、まだまだでした→ここ

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25ZXN0+8OKLDE+2TNQ+644DT
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1208


モバルタと iPhone の SIM を試しに入れ替えてみた。

2014.07.26 Sat
iPhone 4S に入れている IIJmio の契約が７月末までなので、

試しにモバイルルータ MR03LN の SIM と入れ替えてみました。

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

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

これがまた、MR03LN の裏蓋が固くて（´｡｀)
爪が折れるかと思いました、ってどこかで読んだけど、

まさにそんな感じ

どうしようかと思いました（´｡｀)

で、aterm.me で IIJmio の接続先も作っておいて、と

iPhone の方は、電源を落としてからクリップの先でつつきます。

取り出し完了。

入れ替えてみますと

iPhone 4S に入れたSMS非対応SIMではアンテナピクトがまっしろけっけ（´｡｀)
モバルタに入れた IIJmio の方はたぶん接続できたように思うんだけど、

めっちゃ遅い（´｡｀)

どうなっとるねん！！！！！！

というわけで元に戻しました。

元に戻してモバルタ+ iPod touch でスピードチェックしたのがこれ

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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ATerm MR03LN&__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%2FATerm%2520MR03LN%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


おかしいな〜、そろそろうちのあたりも 112.5 になってるはずなのに

そんなに速くないな〜

７月末ぎりぎりになるんだろうか・・・・

でも、すでになってるはずの新下関駅近辺でもあまり速くなかったしな。

モバルタだと遅い、とかありますかね？

う〜む

ま、とにかく、MR03LN の裏蓋をあけるのは非常に手が痛いので(T^T)
デフォルトのまま、BIGLOBE LTE・3G で使おうと思います。

150 まで対応なんだけどな、MR03LN
もちっと速くてもいいと思うんだよな・・・・

# 22:29 追記：もう一度入れ替えてみようかと思ったのですが、

MR03LN のふたが固すぎて諦め（´｡｀)
iPhone 4S をモバルタLTE接続 & 本体の3G 接続で

スピードチェックしてみました。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


とりあえず８月からは LTE モバルタで使います。



MR03LN は 5GHz も使えるので試してみた。

2014.07.27 Sun
こんな夜中にいったい何をしているんでしょう私は

そういえば「屋内だけ」という条件つきだけど、

MR03LN では 5GHz 帯も使えるのでした。

2.4GHz は干渉を受けやすい、とどこやらで読んだので、

5GHz なら速いのかもしれない！と試してみました。

aterm.me にアクセスして、5GHz を使用する、にチェック！

屋内でしか使っちゃだめよ、ということなんですが

歩きスマホをしなければ、大丈夫！

ゆめシティの中でだけつければおっけ〜！

出る時は切ればおっけ〜！

と、浅はかな考えを起こしたわけでございます。

ほんで

MacBook Pro Retina でスピードチェックすると

速そう

iPod touch につないでみると、なぜか現在地が大手町になり（ﾟ◇ﾟ）



5GHz より 2.4GHz の方が少し速かった！（7.7の方が2.4）

ほんなら無理して5GHzで使うこともないかなぁ？

というわけで 2.4 に戻しました。

悪あがき中です。



iPhone4S とモバイルルータでいろいろ実験してみた

2014.07.27 Sun
そんなわけで、IIJmio BIC SIM の契約が７月末までなので、

いろいろ実験をしています。

繰り越しがあるから IIJmio をモバイルルータに入れて

iPhone 4S に BIGLOBE LTE・3G のを入れるとか？

いろいろ姑息なことを考えてみまして

またまた痛い思いをして MR03LN の裏蓋をあけ、SIM 交換〜♪

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

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

マジで痛いです、ふたあけるの（´｡｀)

で、まだ容量は余裕なのでスピードチェックをしてみますと

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6
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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ATerm MR03LN&__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%2FATerm%2520MR03LN%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


東京駅ですか、現在地（´｡｀)
ドラえもんになった気分です。

ところが IIJmio の APN 設定をしても（ちゃんとやった「つもり」）

速度は出ません

なぜ〜

もういいや、と諦めて BIGLOBE LTE・3G のに戻してみると

ちゃんと下関に戻るわ、7Mbps 出るわ（それでもそんな速くはないけど）

このまま使いなさい、ってことでしょうねやっぱし（´｡｀)

それで iPhone 4S の方はというと、SIM をはずした状態だと

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6SJ6


SIMなし　と表示されます。WiFi で使えますけど。

SIM をさしてモバイル通信をオフにすると

圏外　になります。いろいろ違うのね(._.) φ メモメモ

あとはモバイル通信がオンじゃないとテザリングができないとか

USB ケーブルでパソコンとつないでアクセスするのもできるとか

いろいろ実験してみました

クーポンもだいぶ減りましたよ



BIGLOBE をスタンダードプランにしてシェアオプションつけちゃおうか

そしたら iPhone に SIM がさせるなぁ

でも 7GB も使わないだろうしな〜

SIM を１枚に戻せば、下のプランに戻すこともできる（前はできなかった）し

やってみようかな〜でもそんなに使わないよな〜

iPhone は予定通り WiFi 運用でライトSプラン（月2GB）にしてみようか

それとも 1GB で足りるかな〜やっぱし

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+ICD5D


などなど、月末にプラン変更するかどうかも迷っております。

IIJmio は先月のうちに解約手続きをしてしまったのだけれども、

これを残しておくという手もあったかもしれませんね（優柔不断）

そんなわけで夜中にいろいろ実験しまくりました。

あ〜ねむ（少し寝たけど）

明け方の大雨があがって、少しだけ涼しくなりました @ ゆめシティ近辺



IIJmio BIC SIM の解約取り消しを申請してみた。→手続き完了！

2014.07.27 Sun
いろいろ悩んでいるのですが、なんとなく iPhone 4S には

生きている SIM が入っていた方が便利な気がします。

でも IIJmio は解約手続きしちゃったしな〜

来月 WiFi で使って不便だったらもう一度買うかな

初期費用もったいないな〜

BIGLOBE のスタンダードプランにするよりは安いよな〜

とかいろいろぐちゃぐちゃ悩んでいたわけですが

IIJmio 解約 取り消し

で検索してみますと、このページをみつけました

なんだ、取り消しできるのか〜

今なら間に合うじゃん

というわけで

解約取り消しを申請してみましたよ

さてどうなるでしょうか。

だいぶ繰り越しも残ってますから、たっぷり使えそうですよ。

https://help.iijmio.jp/app/answers/detail/a_id/1704


IIJ BIC SIMウェルカムパック SMS対応 マイクロSIM 【ビックカメラグループオリジナル
】
posted with カエレバ

IIJ

Amazon
楽天市場

# 14:22 追記：手続き完了＼(^o^)／ 14:18 付けでメールが来ました。

本日、ご依頼いただきました IIJmio 高速モバイル/Dサービスのご解約

予約の取り消しにつきまして、お手続きが完了いたしましたのでご連絡

いたします。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=IIJmio BIC SIM&__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%2FIIJmio%2520BIC%2520SIM%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


IIJmio のクーポンをオフにしてもラジオが聴けたよ

2014.07.27 Sun
IIJmio は iPhone 4S だと 3G 接続なんですが、

試しに高速クーポンとやら？を切ってみました。

IIJmioクーポンスイッチ

無料
(2014.07.27時点)

Internet Initiative Japan Inc.
posted with ポチレバ

200kbps 出るらしいんですけどね

ラジコもらじる★らじるもちゃんと聞けました＼(^o^)／

これから、お外でラジオを聞きたい時は、

クーポンオフにしようと思います。

# 13:24 追記：スピードチェックしてみました。けっこう出るみたい。

場所はアヤシいけど(‾∇‾)（かっぱ寿司のところになっちゃった）

お写真のアップも、クーポンオフでできました（JUGEMアプリ）

https://itunes.apple.com/jp/app/iijmiokuponsuitchi/id629809928?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/app/iijmiokuponsuitchi/id629809928?mt=8&uo=4&at=10ldb5
https://itunes.apple.com/jp/artist/internet-initiative-japan/id444664358?uo=4&at=10ldb5
http://pochireba.com


IIJ BIC SIMウェルカムパック SMS対応 マイクロSIM 【ビックカメラグループオリジナル
】
posted with カエレバ

IIJ

Amazon
楽天市場

IIJmio けっこうオススメかも！

といいつつ

BIGLOBE はアシストパックの関係で使い続けるんですが、

モバルタに入っているのと iPhone に入っているのとで、

SIM の契約先を分けるのはけっこうよさげです。

もちろん、2GB のプランよりは少し高くなりますが、

各社の SIM ３枚までのシェアプラン・オプションよりは

安い(｀·ω·´)v

正直言って、モバルタの方で繰り越しがきいた方がよさげですが

まぁ・・・いいことにしましょう

BIGLOBE さんも繰り越しに対応してくれるといいんだけどな〜

とりあえず、パソコンで使う時は、モバルタにします(｀·ω·´)v

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

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HK50SOQ/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=IIJmio BIC SIM&__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%2FIIJmio%2520BIC%2520SIM%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://linksynergy.jrs5.com/fs-bin/click?id=f6xQxH5XJu4&offerid=252693.6&type=4&subid=0
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I6KTE
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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ATerm MR03LN&__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%2FATerm%2520MR03LN%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


なんか Amazon で安売りしてます。ちょっと悔しい(T^T)



モバイルルータも wi2 300 につなげるようにしてみた

2014.07.28 Mon
よくよく考えたら、うちのモバイルルータ MR03LN は、

公衆無線LANも使えるように設定できるのでした。

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

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

夕べごちょごちょ設定しまして

あ、IIJmio BIC SIM についてきた方の wi2 のアカウントで(〃'▽'〃)
（MACアドレス認証ではないやつ）

今日、ゆめシティの au ショップ近辺で公衆無線LANオンにしてみますと

つながったようです

5GHz を使うかとか公衆無線LANを使うかとかいうのは、

ショートカット、のところからオンオフできるみたいです。

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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ATerm MR03LN&__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%2FATerm%2520MR03LN%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


で、スピードチェックもしてみたんですが

いろいろやったので、どれがどれやらわからなくなっちゃった（´｡｀)



iPod touch で直接 Wi2_club につなげたのと、

MR03LN で Wi2_club にアクセスしているのに iPod touch をつなげたのと

モバルタをかませた後者の方が、おそかったように思います。

ボトルネックはモバルタ〜iPod touch 間なのかも？

あと、ミスタードーナツゆめシティ店でお茶をしている時には

モバルタは Wi2_club につながらなかったけど、

iPod touch や iPhone はつながってるみたいでした。

・・・ようわからんなぁ（´｡｀)



ともかく、来月からも IIJmio BIC SIM を iPhone 4S に入れているので、

いろいろ実験しようと思います。



W杯2014ドイツ優勝記念のはがきをもらった！

2014.07.28 Mon
ワールドカップでドイツが優勝した記念のはがきをくれる、と

Facebook で見たので、さっそく応募しました（すぐ締め切られた）

今日、届きまして

うちのくまたちもご満悦なわけです(｀·ω·´)

どんなのかというと、選手のお名前（たぶん）で

優勝したぜい！というメッセージを作っています。

ドイツチーム、優勝おめでとう！



大使館の皆様、送ってくださってありがとうございましたm(__)m



ゆめシティのガラポンで２等・１等連続当選をみた！

2014.07.29 Tue
そんなわけで今日は火曜日、お買い物に忙しい日です。

土曜丑の日ということでうなぎを買ったら

ガラポンできることになっちゃいまして

例によって一度帰ってからもう一度出直しました。

今日はずいぶん並んでおられまして・・・・・

私の前の前のひとがピンクの２等

前のひとがなんと！黄色の１等が当たってました！

え、わたしですか（´｡｀)

しょぼん（´｡｀)

そんなわけでミスドでやけ食い？してきました(‾∇‾)

今日まで100円セールやってたからね(^_-)-☆



MR03LN のファームウェア 2.0.0 が出てるよ

2014.07.29 Tue
うちのモバイルルータ、ATerm MR03LN のファームウェアが

新しくなりました。→お知らせのページ

v.2.0.0 だそうです。

モバルタのスイッチをつけたら、新しいのがきてます、と表示があり

ショートカットの中にファームウェア更新メニューができてました。

ただいま鋭意ダウンロード中です。

快適になるといいですね〜

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

NEC Access Technica

Amazon
楽天市場

# 16:07 追記：アップデート後パソコンを少し使ったので正確じゃないけど、

ファームウェア41MBくらいのも LTE 使用量に入ってるみたいです。

http://www.aterm.jp/support/verup/mr03ln/fw.html
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://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ATerm MR03LN&__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%2FATerm%2520MR03LN%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


ということは、容量が余っている方は月末にやっておいた方がいいかも！



MacBook のキーボードカバーを買ってみた

2014.07.30 Wed
MacBook Pro Retina 13インチのために、

レインボーカラーのキーボードカバーを買ってみました！

ぴったりハマって、キータッチもわりといい感じです。

ど〜〜〜〜〜ん

もっと派手派手しい色かと思っていましたが、

思ったよりおとなしめでした。

バックライトはもともと切っているのですが、

つけてみると

みょ〜〜〜〜ん

という感じで（説明になってない(‾∇‾)）

バックライトオフの方が好きでした。

しかし Amazon ギフト券があったはずなのに、

なぜか適用されませんでした・・・・う〜む



あと、7/30に届くまでに25分、というところで注文したのですが

ほんとに速く届きましたよ（ﾟ◇ﾟ）

Amazon プライム会員、恐るべし。

箱が大きいのでびっくりしないでね。

[RainBow] 日本語 キーボードカバー (JIS配列) 〈 for MacBook Air 13/Retina 13,15イン
チ用〉 《RainBow オリジナルカラー》 レインボーカラー key-a3r-RBW
posted with カエレバ

MS factory

MacBook Pro や Air の人にはオススメです。

15インチでもいいのか（ﾟ◇ﾟ）しらなかった。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00FPDY6L6/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00FPDY6L6/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com


ScanSnap アイデアノート買っちゃった

2014.07.30 Wed
ぴんぽ〜〜ん♪

宅急便やさんが来ました。

本日２度目です(‾∇‾)
（同じ方でした）

届いたのは、送料無料の総合書店「honto」  で注文した本です。

ScanSnapアンバサダー&デジタイズ研究会 秀和システム 2014-07 売り上げランキング

: 4653

Amazon
楽天ブックス

honto by ヨメレバ

売れてるみたいですね〜、いま Amazon 在庫切れです。

ScanSnap の使い方のアイデアがいろいろ書いてあるのですが

やはり Evernote との親和性が高く！

思わず「そうそうそうそう！」と頷いてしまったのがこれ

スキャンした画像は PDF より JPEG が便利だよね、というもの。

うちでスキャンするのはレシートが主体ですから、

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2046CJ+CHIAIA+10UY+C58QQ
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4798041548/joeshomepag-22/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4798041548/joeshomepag-22/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/12a6b135.a13a30e5.12a6b136.e2c22b93/?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F12860729%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_104798041548.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1
http://yomereba.com


iPod touch や iPhone や iPad で見るために JPEG が見やすいです。

自炊派の人にも役立つ情報満載。

お手元に１冊、いかがですか。

あ、ScanSnap もいかがですか(‾∇‾)

FUJITSU ScanSnap iX100 Wi-Fi・バッテリー搭載スキャナ FI-IX100
posted with カエレバ

富士通 2014-06-20

Amazon
楽天市場

げ、発売１ヶ月でずいぶん安くなってる（´｡｀)
予約して買ったのは失敗だったかも・・・・(T^T)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KT2WVQU/joeshomepag-22/ref=nosim/
http://kaereba.com
http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=ScanSnap iX100&__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%2FScanSnap%2520iX100%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


ゆめシティのスタンプ貯めて、値引き券ゲット！

2014.07.31 Thu
ゆめシティの食品館では1000円ごとにスタンプをくれます

木曜と土曜はわりと２倍になります（例外もある）

30個たまると500円の値引き券と交換してもらえます＼(^o^)／

で、一昨日の時点で「あと２つ」になっており、今日は木曜日

今月最終日です

さて1000円いけるでしょうか。と悩みつつ

えいやっ！と買ったら、いけました＼(^o^)／

9:30にならないとサービスカウンターがあかないので、

それを狙って行ったのですが

お買い物の前に、ちょびっとお茶しちゃいました(‾∇‾)

今日はチェックインの位置情報バッチリでした。

9:30になる直前だったのですが、「いいですよ」って(〃'▽'〃)
アイスコーヒーのおかわりもしちゃったし

ありがとうございましたm(__)m



ありがとうございましたm(__)m

来月もよろしくお願いします >> ゆめシティのみなさま

土曜日にホークスのキャラクターが来るらしいよ(^_-)-☆



MacBook Air (mid 2011) EFIファームウェア2.9.1 が出た

2014.07.31 Thu
Facebook を見ていましたら、気になる、記になるさんの記事で

Apple、｢MacBook Air (Mid 2011)｣向けに｢MacBook Air EFI ファームウェアアップデート 2.9.1｣を
リリース

というのが出ていました。

こないだやった 2.9 に不具合があったらしくて、その修正。

それはすぐやらなくちゃ、というわけでさっそくアクセスし

ダウンロードしておりましたら

アップデートのお知らせみたいなのが来て

再起動しますとかいわれて

あれよあれよという間にアップデートが終わりました。

なんとか.dmg ってファイル、ダウンロードしなくてよかったみたい。

そんなわけでうちと同じ2011年の MacBook Air をお持ちの方、

アップデートをどうぞ(^_-)-☆

ネタフルさんとこも同じのだった気がする・・・・・

MacBook Pro の新しいのも出てるみたいですね(._.) φ メモメモ

http://taisy0.com/2014/07/31/34460.html


2014年7月のLTE使用量は、え〜っと

2014.07.31 Thu
このあとおでかけしたとしても大勢に影響はないと思われるので

今月の LTE 使用量をご報告

今月は iPhone 4S に IIJmio BIC SIM をぶち込んであるので

BIGLOBE LTE・3Gの方は少なくて335MB

そして IIJmio BIC SIM の残量は

6/25 からの日割り分が７月になっても残っていたので、

250MB + 日割り分だけ使った、ってことですな(._.) φ メモメモ

合計で 1GB 行ってないんですが

やはり来月も IIJmio BIC SIM を使うことにしましたよ

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=25J6PJ+5VCWJ6+B4+I708Y


参考：IIJmio BIC SIM の解約取り消しを申請してみた。→手続き完了！ (7/27 11:21)

iPhone というかスマホは中に SIM があった方が使いやすい。

スマホらしい。

と思ったので・・・・・

もちろん、SIM の契約を切って高級 iPod touch として使うのも

アリだとは思いますが

月1000円で快適が買えるとすれば

それくらいの贅沢はしてもいいかも！と思いまして・・・・・

もともと、au ガラケーW定額の分より安いですしね

というわけで来月もしっかり楽しもうと思います(｀·ω·´)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1396


2014年7月の目次。

2014.07.31 Thu
そんなわけで今月は iPhone 4S と戯れました。

お茶は少し減ったかな？（もっと減らさなくちゃ）

熱中症に気をつけて、しっかり歩こうと思います(｀·ω·´)

というわけで今月はこんなこと書きました。

来月もよろしく(^_^)ノ""""

2014年7月のLTE使用量は、え〜っと (7/31 12:23)

http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1406
http://kmnmd.kmnmao.com/?eid=1405


MacBook Air (mid 2011) EFIファームウェア2.9.1 が出た (7/31 11:39)
ゆめシティのスタンプ貯めて、値引き券ゲット！ (7/31 10:54)
ScanSnap アイデアノート買っちゃった (7/30 16:21)
MacBook のキーボードカバーを買ってみた。 (7/30 12:25)
MR03LN のファームウェア 2.0.0 が出てるよ (7/29 14:27)
ゆめシティのガラポンで２等・１等連続当選をみた！ (7/29 11:30)
W杯2014ドイツ優勝記念のはがきをもらった！ (7/28 19:33)
モバイルルータも wi2 300 につなげるようにしてみたよ (7/28 13:20)
IIJmio のクーポンをオフにしてもラジオが聴けたよ。 (7/27 12:58)
IIJmio BIC SIM の解約取り消しを申請してみた。→手続き完了！ (7/27 11:21)
iPhone4S とモバイルルータでいろいろ実験してみた。 (7/27 9:02)
MR03LN は 5GHz も使えるので試してみた。 (7/27 2:08)
モバルタと iPhone の SIM を試しに入れ替えてみた。 (7/26 21:10)
2015年1月末までにはゆめシティ近辺にもWiMAX2+が来るようだ (7/26 15:59)
iPhone の位置情報のクセ？みたいなのがわかってきたよ (7/26 14:37)
ゆめシティ、今日は専門店ハッピーデイ＼(^o^)／ (7/26 12:11)
ゆめかの日にボックスティッシュを今日ももらったよ (7/25 11:59)
シネマサンシャイン下関、明日7/25(金)からゴジラがはじまるよ (7/24 17:08)
ダイエットには早い時間のお買い物が正解か？(‾∇‾) (7/24 11:33)
MacBook Air EFI ファームウェアアップデート2.9 とやらをやってみた。 (7/23 19:33)
おでかけの通信量はやはり1GBいかない感じ (7/23 15:42)
ミスドの100円セール、今度はカルピス関連も 7/23(水)〜29(火) (7/23 12:47)
ゆめシティ、7/25(金)-27(日)にBINGO＆ポイント５倍 (7/22 16:41)
ゆめシティ、今日のガラポンは出足が遅かったよ (7/22 11:58)
梅雨明けしたって〜 (7/21 17:40)
iPhone 4S の GPS はちゃんとはたらいているようだ。 (7/21 10:50)
和牛と国産牛は違うんだそうだ。 (7/20 12:48)
モバイル回線なしでも Nike+ Running は使えるみたいね (7/20 12:10)
iPhone4S で Nike+ を復活させてみた。iPod touch とだいぶ違う（ﾟ◇ﾟ） (7/19 14:28)
スポクラのダイエット祭りに登録してみた。 (7/18 16:47)
iPhone4S LTE モバルタで WiFi 運用は快適だね (7/18 12:27)
譲っていただいた iPhone 4S のユーザー登録をした。 (7/17 15:13)
ゆめシティの宮脇書店にドラえもんが来るらしいよ 7/19(土) (7/17 13:08)
開店前の雨ではスタンプ２倍にならなかった @ サンマルクカフェゆめシティ店 (7/17 11:35)
ミスドのひんやりアプリはゆめシティ店では効かないみたい (7/17 11:25)
７色のダンボー売ってる〜 (7/16 19:36)
シネマサンシャイン下関、相棒は7/18(金)終了だって (7/16 12:52)
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なんちゃって iPhone ユーザー３週間。 (7/16 12:00)
LINE で年齢確認が出来ないぉ（´｡｀) (7/15 14:10)
iPhone4S の位置情報は WiFi オンだとけっこういい感じ (7/15 12:34)
ゆめシティの火曜日ガラポンは25分かからずに終わるよ (7/15 11:59)
iPhone4S+radiko(無料)では山口県の放送しか聴けないようだ。 (7/14 23:47)
スピードチェックは数メガ使うようだね (7/14 17:36)
ゆうちょ銀行のトークンがやっときたよ〜 (7/14 16:42)
ミスドのコットン スノー キャンディ、マンゴーが人気らしいよ (7/14 16:29)
iPhone 4S の GPS はイマイチなのか？ (7/14 13:41)
ゆめシティ、レストラン街の新店舗は7/31(木)オープン (7/14 11:17)
スティックスイーツファクトリー、新しいタルトのクーポンが来てるよ (7/13 18:02)
高校野球の予選が始まってるね (7/13 16:52)
ゆめモバクーポンに「はずれ」があった（ﾟ◇ﾟ） (7/12 11:30)
スーパー特別招待会のミスド @ ポイント10倍でお茶をする。 (7/11 11:16)
au WALLET のキャンペーン分が入っていた！ (7/11 8:30)
東京のゲーテで、W杯決勝戦パブリックビューイングがあるって (7/10 18:48)
明後日のスーパー特別招待会の案内状が来たよ〜 (7/9 18:12)
スティックスイーツファクトリーも今日から新製品だって (7/9 12:30)
ミスドの新製品＆100円セール＆キャンペーンがすごい (7/9 9:03)
ゆめシティ、今週の金曜7/11は特別招待会 (7/8 15:41)
ガラポンで２等があたった＼(^o^)／ (7/8 11:59)
ScanSnap iX100 がずいぶん安くなっている(T^T) (7/7 23:39)
IIJmio ってクーポンが繰り越しできるんだね (7/7 7:50)
今日のゆめシティは、お客様感謝デー＼(^o^)／ (7/6 12:50)
レシートはしっかり確認しようね、の巻 (7/5 11:59)
シネマサンシャイン下関、本日オープン！ (7/5 7:39)
磁気シールドカードケースを買ってみた。 (7/4 18:30)
今日は 3G も意外に速かった。@ サンマルクカフェゆめシティ店 (7/4 12:59)
ウィルコムプラザゆめシティ店オープンしたよ〜 (7/4 11:22)
なんちゃって iPhone にネックストラップをつけてみた。 (7/3 16:47)
子羊さんたちがかわいいのでうちのブログにも載せてみる。 (7/3 10:26)
ScanSnap のアプリから Evernote に保存できるんだね (7/3 10:09)
シネマサンシャイン下関の上映時間が出てるよ〜 (7/2 12:29)
ゆめシティにウィルコムプラザができるらしいよ (7/2 10:34)
THETA のアプリでお写真にぼかしが入れられるよ (7/1 19:11)
SIMフリー iPad とか iPod touch 5th 16GB とか発売されてるって (7/1 17:15)
iX100 をお外に持ち出してスキャンしたものを Evernote に登録するには (7/1 17:01)
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ミッフィーのお皿、２枚目もらったよ (7/1 11:26)
OS X 10.9.4 が出たよ (7/1 8:03)
iOS 7.1.2 が出たよ〜 (7/1 7:41)
2014年4〜6月の検索文字列とか。 (7/1 7:29)

→2014年 6月 の目次
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