やりたいことが見つかる、広がる。

ホーム

自己紹介

掲載のご依頼
PC使い方講座

商品レビュー

「カメラでなんでもスキ
ャン」 街中に出て、いろ
んなものをスキャンして
みた。

あと1年でWindows 7も終
了……2019年でもイケ
る！ Windows 10への無償
アップグレード大作戦

PC使い方講座

PCメンテナンス

商品レビュー

まるでスマホ！？ 指紋認
証で即ログインできる TEFPA を試す。

カテゴリー
・ PCメンテナンス (2)

・ PC使い方講座 (38)
2019.06.25
Mac, Windows, ビギナー, ビジ
ネスユーザー

2019.06.24
PC, ビジネスユーザー, 玄人, 趣

・ ニュース記事 (7)

味

Vivaldiのピクチャーイン
ピクチャーを試す。あ
と、ユーザプロファイル
変更の方法も！

第一回：ThinkPad L512
をなんとかする。スペッ
ク検証編。

ピクチャーインピクチャー Vivaldi

れたThinkPad L512（型番

のタブタイリングが優秀すぎて惚れ

25985WJ）をなんとかするという連

た。 先日、インターネットブラウ

作記事をスタートしたいと思いま

ザ「Vivaldi」のタブタイリング機能

す。 2年前、息子にプレゼントした

の記事を書いたところ大変好評でし

ノートPC ThinkPad L512。 主にネッ

た。 そこへVivaldiの中の方から、こ

ト検索で、昆虫の動画を見つけては

んな情報をいただきました。 紹

キャッキャ喜んでいたのですが、さ

介、ありが […]

すがにゲーム […]

先週予告した通り、2010年に製造さ

・ 告知 (11)

・ 商品レビュー (51)

・ 商品紹介 (15)

・ 雑談 (17)

2019年6月
日 月 火 水 木 金 土

1
PCメンテナンス

PC使い方講座

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

2019.06.21
L512, PC, ビギナー, ビジネスユ
ーザー, 趣味

2019.06.20
Mac, Vivaldi, Windows, ビギナ
ー, ブラウザ

（予告編）L512をなんと
かする

Vivaldiのタブタイリング
が優秀すぎて惚れた。

息子にプレゼントした初のパソコン

Microsoft EdgeにGoogle Chrome、

は、Lenovo ThinkPad L512でした。

Firefox、Safari、Sleipnir……実に多

2年くらい前に息子（当時8歳）に

岐にわたるインターネットブラウ

プレゼントしたものです。 リニーズ

ザ。 リニーズ林はメインパソコンが

で買い取ったパソコンを、ほとんど

Macなので、どうしてもSafariが主

そのままの状態で渡しました。 最近

体ですが、いつもVivaldiに乗り換え

になって息子がゲームをやりたいと

ようかな、どうしようかな、、って

いうので、もう少し性能 […]

迷っていま […]

PC使い方講座

23 24 25 26 27 28 29
30
« 5月

人気記事
1

あと1年でWindows 7も終
了……2019年でもイケる！
Windows 10への無償アップグ
レード大作戦
2019.01.15
PC使い方講座

2
2019.06.18
ビギナー, ビジネスユーザー, ル
ーター

無線LANルーターの選び
かた まとめ。ひと通りの
チェックポイントを解説
します！
前回、ルーターも古くなると、本来

Windows Updateを使わず一気
に処理できる！ WSUS Offline
Update を試す。
2019.01.28
PC使い方講座

3

のスピードや安定性が低下してきて
しまうという記事を書きました。 最
近よくネットが断線するなぁ……と
か、 前よりアクセスが遅くなってい
る気がする……とか、 ダウンロード

ヤバい！ プロダクトキーなく

した！ そんなときに活躍する
NirSoft ProduKey をご紹介。

にやたら失敗するようになった……
などの気がする場合、ひょっとする

2019.01.11
商品レビュー

とルーターの劣化が原因になってい
るかも […]

4

1

…

29

NEXT
Windows 7 が終了！ その後ウ
イルス対策ソフトはどうなる？
各社調査してみた。
2019.02.01
PC使い方講座

5

アドビが規約改定をして、CS6
など旧製品の使用を禁止へ
2019.05.13
ニュース記事

新着記事
PCメンテナンス

2019.06.24
PC, ビジネスユーザー, 玄人, 趣
味

第一回：ThinkPad L512
をなんとかする。スペッ
ク検証編。

PC使い方講座

2019.06.25
Mac, Windows, ビギナー, ビジ
ネスユーザー

ニュース記事

2019.06.06

Affinity, Mac, Windows, トラ
ブル, ビギナー

Affinity Photo 1.7.0 キタ
ー！ でも日本語変換が

告知

Vivaldiのピクチャーイ
ンピクチャーを試す。あ
と、ユーザプロファイル
変更の方法も！
商品レビュー

2019.06.07
Apple, Mac, PC, Windows, セ
キュリティ, マイクロソフト , 特価
販売

2019.06.17
Mac, ビジネスグッズ , ビジネス
ユーザー, マイクロソフト

たまには宣伝させて！
27インチ iMac 入荷！
Windows 10も入った
よ！

Wunderlistの後継、
Microsoft To-Do のMac
版が出たので早速試して
みた。

雑談

2019.05.24
Mac, office, Windows, ビジネ
スユーザー, フォント, マイクロソ
フト

Office 365 for Macでメ
イリオ入るけど、ほかの
アプリでは使えない仕様

おかしい。

商品紹介

2019.05.31
ビジネスユーザー, 癒やし, 雑貨

コンビニとかの軒先に吊
るしてある電撃殺虫器、
限定発売します。
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