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日実ミニ通信
【今月のメイン記事】

.rGoogle日本語変換」
・保存版チラシ

・思い出の「白」
・名刺リニューアル

文字変換でお困りの方へお勧め
Google日本語入力ですぐ解決!
自宅のパソコン Macintoshで文書を作 |とし」と入力レて変換すると「平成24年」

成レていると、疋だでさえ文字の入力が

遅い私をさらに悩ませる要因があること

に気がつきまレた。

蛮換が上手くいかないのです。

特に Macは、文字変換がWindowsに

比べて優れていないだめ、いつも苦悩レ

ています。少なからす皆さんもこんな経

験があると思います。そんな問題を解決

するために調べてみました。

やi2012Jなどの候補がすぐ出てきます。

もちろん最近の単語にも対応しています。

ドコモの iXj(クロッシィ)jのように普

通のパソコンではなかなか蛮換されない

特殊な表記でも、 iGoogle日本語入力」

では変換してくれます。

このソフト1本あれば、もう変換で困

ることはたぶんありません。お勧めです。

言葉ではなかなか伝わらない部分があ

ると思います。簡単にダウンロードでき

今回ご紹介レたいのは、 ~Google 日本 |るのでぜひ使ってみてください。

語入力』というソフトです。これを使え I ihttp://www.google.com/intllia/imeJ 

ぱ思い通りに変換できます。倒えば「こ | お客様サポート部 畔上祐輝

寄生虫で重体だ(規制中で渋滞だ)

電車マニア移送(電車間に合いそう)
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イブは相手います
(イブは空いています)
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Google日本語入力正式版を公開 I 
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コンバージョン率50%
脅威のチラシとその秘密?

ますコンパージョン率とは何ぞやとい

うところからになりますが、簡単にご説

明レますと、ある販促物(チラシやDM)
に関する反応数と正式受注数の割合とい

う感じです。

倒えば、「このチラシ見て来たんですけ

ども」というお客様が5人いて、そのう

ち 1人が「じゃあ、便利そうだレ買って

みょうかな」と受注になると、「正式受注

1人÷反応数5人X1αコニコン1'¥ージョ

ン率20%Jという計算になります。何度

ち言いますが、要は割合です。

先日、お客様から「ポスティング用の

チラシを作成レたいのですが」というご

相談を頂きまレて、微力ながら掲載内容

についてご提案させて頂きましだ。その

際の結果が、何とコンパージョン率50%

という驚くべきものでレた。

①ムムにお住まいの皆さまヘ

②『保容版』

ご提案させて頂いだ内容は、上記の①

と②です。「①の②の詳細な使用方法と刻

果についてはWebで一一」という意地悪

なことは言いませんが、それでも使い方を

言えば「字を載せるだけ」です。これで

50%という数字が出たのです。

もちろんお客様自身が持つ人柄や信頼

が一番の要因とは思いますが、販促物作

成の際はお試しください。(米柑大地〉

紙の特徴:

上質紙の中でち代表的な銘柄です。蛍光

塗料を配合しないことで、光源の変化を

受けにくい色合いが特徴です。白色度が

高く、また保容性に優れています。

紙の感触や見疋目:

コート紙と比較するとやはり上質ならで

はのざらざら感があります。テ力テ刀と

した感もなく、落ち着いた色合いです。

使いところ:

名刺、力一ド、チラシ、パンフレット・リー

フレットなど
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特別で思い出の色
今とな9ても鷺きの白さ 鱗

、
人は誰でも思い出や、山のどこかに忘れ得 |ちらを白いていたのです。

ぬ「色」を持っているのではないでレょうか。

旅先での風景の色であったり、 l白に残る絵

画の色であつだり…赤、青、緑あるいは黒と

いう揚合もあるでレょう。

私の忘れ得ぬ色は、「白」です。その白は、

少年時代の夏の目の色として、真っ先に思い

出す特別な「白」なのです。

私の家は、家の前の川で岩魚が釣れるよう

な山村にあり、小学生の時は夏と言えば近く

の山にクワガタ虫を捕りに行くのが日課でレ

た。とある日、いつものように虫捕りに行っ

た帰り、草叢の中から「じいー」とも「しゃー」

とも聴こえる不思議な音を聞いたのです。蝉

でち落ちているか…と思い草叢を覗くと、そ

こには、まさに今飛び掛らんと堕(マムシ)

が鎌首をちだげ口を力ッと聞き攻撃態勢でこ

その口の中が「真っ白」だったのです。そ

れちだだ真っ白な「白」ではなく、冷たく透

き通つだ「白い底無レ沼」とも云える不思議

な白でした。多分恐怖と怖いもの見たさが作

りだした色でしょうが、今でも「最も恐ろし

く美しい白」とレて記憶に残っています。

幸いにも堕(マムシ)は飛びかかって来る

ことも無く、私は2mlまど後すさりした後、

脱兎のごとくその揚を逃げ出しまレた。

あの日以来、それ以上の美しい白には出会

っていません。蛇嫌いの私ですが、もう一度

出会いたい白でもあります。出来ることなら

ば山技を鍛え、当社の仕事の中で、あの日の

「白」に出会いたいと思うのです。

商日生産部田中信春

名刺リ=ューアルしました

お客様から「こんな事出来るんで

すか?Jというご相談を多く頂く昨

今、弊社では、ご要望にお応えする

ために、お害様のお困りごとを解決

するために、多田種商日で苅応させ

て頂きます。

この度、弊社名刺をリニューアル

致レまして、その裏面に商昂の一部

を掲載レております。 CDパッケー

ジや看板など様々

です。お困りごと

が出ましだら、ま

すご連絡ください。

お客様サポート部

宮津篤
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日本初のプロバスケットポールリーグ rbj リーグ~ . 

長野初のプロバスケットポールチーム『信州プレイプ

ウォリアーズ~ .バスケットが好きな方、スポーツに

興味がある方、友達とー舗に、家族のみんなで、ぜひ

白熱する試合を観戦してみてください!! 
信州プレイブウォリアーズヰ孟

チーム・県会場

信州に勝利を。
3月 3日(土}・ 4日(日}長野vs千葉浦安
3月 17日(土}・ 1 8日(目}長野vs秋田秋田県
3月24日(土}・ 25日(目}長野vs仙台塩釜
3月31日(土}・ 4月1日(目}長野山高松長野
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とちらとそいつもお世話になっております。「親
身になって」、「好印象でした」などのお言葉を頂
けると大変嬉しく思います。とれからも、お客様
のご要望にお応えできるように、常日頃から心
掛けて参ります。今後もよろしくお願い致します。

党いき‘、の 4永幸震対."1il-i事iミ対応、L"J買，，'-，:，tJlヵかり

ま可。

Uかし、牛ヲ日以向ヰνベ〉付加上E毒冊、Rぃ吾首 U問。

なるべくお客様のご希望に沿えるよう、スケジ
ュールの調整等行っております。デザインに関
しましでも、お客様満足を目指し努めて参りま
す。貴重なご意見ありがとうございました。

株式会社日美印刷

【今月の一言社員】
お客様サポート部

書原寛之

年が明けたらと思ったら、もうすでに2か月

が過ぎようとしています。寒い季節もあと少しだ

と思うと、伺だか寂しい気もレます。

先日、お害様から、「まだ、太つだ?Jと言われま

した。その言葉の通り“また"なんです。

社会人になって 10年を超えていますが、着々

と寒さに耐えられる体になってきてしまったの

です。これではイ力ン! !と思い生活習慣を変え

ようと思っています。

暴飲暴食を止めて、軽い運動をして・・・・・・そし

て、暖かくなる頃には、「あれ?少レ痩せ疋んじゃ

ない」と言って頂けるような、そんな野望を抱い

ています。

。集後う
皆様は、映画はお好きでレょうか?

私は中学生の頃から映画というものに

のめり込みまして、今ではそれなりの

数の作目を観ています。

私が初めて映画館で観た映画は、『ド

ラゴンポールZ 激突!!100憶パワー

の戦士たち』だつだと思います(笑〉。

当時はワクワクとドキドキが止まら

なくて、それはたぶん今でも何ら変わ

りのない気持ちで・・・・・・映画を見終えた

後しばらくは、余韻に浸り主人公にな

りきるのもすーっと変わりがなくて。

今の私は「ジャック・スパロウ」です。

日美ミ二通信パックナンバー掲載中 今までの日美ミ二通信はこちらから↓

URL : http://www.nichibi-p.com/morenichibi/tsushin 


