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Ｐ１

こんなこんなこんなこんな方方方方のためののためののためののためのサービスサービスサービスサービスですですですです。 。 。 。 

�パソコンのトラブルは自分達で何とか直している
�近頃どうもパソコンの調子が悪いがとりあえず動いている
�パソコンの設定やソフトの更新は個人で対応している
�原因不明でしばしばハングアップする
�メーカーのユーザーサポートが頼りにならない

MagicBoxMagicBoxMagicBoxMagicBox サービスサービスサービスサービスはははは
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Ｐ２

パソコンパソコンパソコンパソコンののののメンテナンスサービスメンテナンスサービスメンテナンスサービスメンテナンスサービスですですですです

MagicBoxMagicBoxMagicBoxMagicBox サービスサービスサービスサービスはははは

　パソコンの起動メディアにリムーバブルハードディスクを採用。お客様と同じ環境で動作確認した起動
メディアを毎月お届けします。

　MagicBoxサービスの目的はパソコン障害の防止。今までの復旧メンテナンスとは違います。起動メ

ディア(MagicBox )を定期的に交換することにより、不安定動作の原因となるウィルスや不要ソフトの常

駐、レジストリの不整合や肥大化、ならびにハードディスクのフラグメンテーションとは無縁のＰＣ環境
を満喫頂けます。

　MagicBoxには最新のソフトウエア情報が反映されています。例えば．．．

　　・ＯＳのパッチ(差分[アップデート]ファイル)
　　・各ソフトウエアメーカーのバージョンアップ情報
　　・ウィルス駆除ソフトの最新版とそのパターンファイル
　　・ハードウエアドライバの最新版
　　・無償ソフトの最新版と新たな有益ソフト
　　・ブラウザ等のプラグインの最新版

※MagicBoxサービスは、"Minerva "シリーズをお使い頂いているお客様のためのサービスです

　これらのソフトウエアの中には、特定のシステムに対してまれにトラブルを引き起こしたり、前バー
ジョンよりパフォーマンスが低下したりするものも含まれてしまいます。「ソフトをアップデートしたら
急に動作がおかしくなった」ということは頻繁にアプデートを繰り返しているＰＣユーザーならしばしば
経験しますね。

　MagicBoxサービスでは、お客様と同じ環境での動作確認を繰り返すことにより不安なソフトウエア

を一掃。不具合の発生を予防します。

　「買ったばかりの頃は調子よく動いていたのに．．．」こんなお客様の声をヒントにして生まれた

MagicBoxサービス。これからは毎月買いたてのパソコン環境を満喫してください。

　お客様が設定した情報、たとえばインターネット接続設定やお気に入り(ブックマーク)などは新しい起
動メディアに継承されまから毎月設定して頂く必要はありません。また、メールやアプリケーションの

データはユーザー用メディアに保存され、MagicBoxの交換による影響を受けません。

MagicBox装着時 MagicBox抜き取り状態

MagicBox MagicBox
(抜取り可)

ユーザー用メディア
ユーザー用メディア
(抜取り可)
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Ｐ３

会社会社会社会社でこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんか？？？？((((1111))))

 パソコン パソコン パソコン パソコンののののトラブルトラブルトラブルトラブルはははは自分達自分達自分達自分達でででで何何何何とかとかとかとか直直直直しているしているしているしている？？？？

一見全員一見全員一見全員一見全員まじめにまじめにまじめにまじめに仕事仕事仕事仕事をしているようにをしているようにをしているようにをしているように見見見見えますえますえますえます
がががが、、、、誰一人誰一人誰一人誰一人としてとしてとしてとして実務実務実務実務がががが進進進進んでいませんんでいませんんでいませんんでいません。。。。

たったたったたったたった１１１１台台台台ののののパソコンパソコンパソコンパソコン障害障害障害障害でででで、、、、数人分数人分数人分数人分のののの労働時間労働時間労働時間労働時間
がががが無駄無駄無駄無駄になってしまいましたになってしまいましたになってしまいましたになってしまいました。。。。

Ａさんのパソコン
に異常が発生し
ました。

自分で直せないＡ
さんは、パソコン
に詳しいＢさんに
復旧をお願いしま
した。

PCに障害発生

Ａ氏

Ａ氏Ｂ氏

Ａ氏
Ｂ氏

Ｃ氏

Ａ氏

Ｂ氏

Ｄ氏

Ｅ氏

・・
・

同じようなトラブル
に遭ったことのあ
るＣさんがＢさん
の処置を勉強しよ
うとのぞきに来ま
した。

Ａさんの作業を
待っている他部署
の社員達が様子
を見にきました。

Ｃさんが去っても
入れ替わり立ち替
わり人がたえませ
ん。

例の資料ま
だですかぁ

実はかくかくしかじか
でパソコンが...

復旧お願
いね

しょうがないなぁ...

どうやって直すの
かな...

あれ？
あれれ？….

残念残念残念残念！！！！！！！！
登場人物登場人物登場人物登場人物はははは
全員仕事全員仕事全員仕事全員仕事をををを
していませしていませしていませしていませ
んんんん
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Ｐ４

何故何故何故何故こんなことになるのでしょうこんなことになるのでしょうこんなことになるのでしょうこんなことになるのでしょう？？？？

 パソコン パソコン パソコン パソコンもももも営業車営業車営業車営業車とととと同同同同じただのじただのじただのじただの道具道具道具道具ですですですです。。。。

　年俸５００万円、年間労働時間２０００時間のサラリーマンの場合、１時間の俸給
は２５００円です。前頁の修復作業に２時間を要したとすると、登場人物全員分の人
件費ロスは２万５千円にもなります。作業に半日かかったら安いパソコンなら買えて
しまう金額です。

　例えば営業マンが使っている営業車が故障した場合、修理に追われて約束の時間に
遅れた、などどいうことがあったとしたら許されるでしょうか？

　前頁の例でもわかるように、パソコンのトラブルを社内で直すということは、一人
の仲間を救うために数人の戦力が失われることを意味します。

　同僚の窮状を助け合いで解決するのは大変結構ですがそれは本業での話。道具を直
すのに夢中で本業が止まってしまうのは考え物です。

　同じ道具なのに、ことパソコンに関しては「ＰＣのトラブルでデータの提出が遅れ
ます」などと言われると、思わず「しょうがないな」と納得してしまうのは何故で
しょう？

　「パソコンの整備は仕事の一環」 → 「仕事中にパソコンのトラブルがあったら自
分達で直すのが当たり前」 と思っていませんか？

ＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘ ならならならなら万一万一万一万一ののののトラブルトラブルトラブルトラブルももももＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ
をををを入入入入れれれれ替替替替えるだけのえるだけのえるだけのえるだけの簡単操作簡単操作簡単操作簡単操作ですですですです
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Ｐ５

会社会社会社会社でこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんか？？？？((((2222))))

 近頃 近頃 近頃 近頃どうもどうもどうもどうもパソコンパソコンパソコンパソコンのののの調子調子調子調子がががが悪悪悪悪いがとりあえずいがとりあえずいがとりあえずいがとりあえず動動動動いているいているいているいている？？？？

本人至本人至本人至本人至ってまじめですがってまじめですがってまじめですがってまじめですが、、、、仕事仕事仕事仕事になっていませんになっていませんになっていませんになっていません。。。。

Ｎさんのパソコンは
以前から調子が悪
かったようです。

Nさんはいつもより
負荷の高い処理の
ため時間がかかっ
ているものと勘違い
しています。

何か様子がおかし
いと思いながらも今
までの処理を無駄
にしたくないため手
が出せません。

結局待った分の時
間が無駄になりまし
た。

最近気のせ
いかパソコ
ンが遅くなっ
たような．．．

ちょっと時間
がかかって
るな．．．

とっくのとっくのとっくのとっくの昔昔昔昔にににに
フリーズフリーズフリーズフリーズしてしてしてして
ますよますよますよますよ～～～～

もうちょっと
待ってみる
か．．．

やっぱりこれ
はフリーズ
だな．．．

N氏
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Ｐ６

ごごごご存存存存じですかじですかじですかじですか？　？　？　？　パソコンパソコンパソコンパソコンはははは… … … … 

 メンテナンス メンテナンス メンテナンス メンテナンスをををを怠怠怠怠るとるとるとると必必必必ずずずず不安定不安定不安定不安定になりますになりますになりますになります。 。 。 。 
  Windowsスタディガイド(Microsoft公認書) や、「何故Windowsは今日も不安定か」
(宍倉幸則／著) などに示されるとおり、パソコンは長期にわたって使用していると
次第に動作が不安定になってきます。これは程度の差こそあれWindowsに限らず多く
のＯＳについて同じです。

　Windowsスタディガイドは更にこう続きます「そのためWindowsでは様々なメンテナ
ンスツールを用意しています」。要するに自分で面倒を見ろということです。

　適切なメンテナンスが出来れば良いのですが、忙しい業務の合間を縫ってデフラグ
やスキャンディスクのような時間のかかる処理を行うのは至難の業です。勢い「とり
あえず動いているから．．．」と何もしないでパソコンを使いがちですね。

　すると前頁のような状況に陥りがちです。僅かな時間ではありますが、チリも積も
れば山。オフィスの全員がこのような状況なら損失は甚大です。

  このような経緯から、パソコンユーザ－にはメンテナンススキルが必須であるとさ
れ、多くのパソコン関連書籍や雑誌ではパソコンの取り扱い方法とパソコンのメンテ
ナンス方法がごちゃまぜに書いてあります。

ＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘ ならならならなら毎月再毎月再毎月再毎月再セットアップセットアップセットアップセットアップ
済済済済みのみのみのみのシステムシステムシステムシステムをごをごをごをご利用頂利用頂利用頂利用頂けますけますけますけます
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Ｐ７

会社会社会社会社でこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんか？？？？((((3333))))

 パソコン パソコン パソコン パソコンのののの設定設定設定設定ややややソフトソフトソフトソフトのののの更新更新更新更新はははは個人個人個人個人でででで対応対応対応対応しているしているしているしている？？？？

一人一人一人一人一人一人一人一人がががが全全全全ソフトソフトソフトソフトののののバージョンバージョンバージョンバージョン確認確認確認確認ややややダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード／／／／再再再再インストールインストールインストールインストールをををを
行行行行うのはうのはうのはうのは時間時間時間時間のののの浪費浪費浪費浪費ととととPCPCPCPC環境環境環境環境のばらつきをのばらつきをのばらつきをのばらつきを招招招招きますきますきますきます。。。。

BさんがソフトAの
バージョンアップに
気づきました。
早速ダウンロード
サイトからダウン
ロードします

ソフトＡ の新しいバー
ジョンだ。早速ダウン
ロードしよう

真真真真っっっっ先先先先ににににバージョバージョバージョバージョ
ンアップンアップンアップンアップするするするするBBBBささささ
んはんはんはんはエライエライエライエライ？？？？
→→→→いえいえいえいえいえいえいえいえメンテメンテメンテメンテ
ナンスナンスナンスナンスにににに忙忙忙忙しくてしくてしくてしくて
仕事仕事仕事仕事がががが止止止止まってしまってしまってしまってし
まっていますまっていますまっていますまっています。。。。

A氏

B氏

C氏

やっぱりブラウザの
プラグインも出てい
たか。

統合ビジネスソフト
もパッチをあてな
きゃ….

Bさんは念のため
他メーカのサイトを
覗いて、プラウザ
の変更にも気が付
きました

ソフトA の新しいバー
ジョンだ。早速インス
トールしなきゃ….

ＣさんもソフトAの
バージョンアップに
気づき、ダウン
ロードを開始しまし
た。

あ、ソフトＡ
の最新版
が出てる
….

とりあえずソフトＡの
更新さえしとけばい
いでしょ

ＣさんはソフトAの
バージョンアップだ
けで他には気づき
ませんでした。

AさんもソフトＡのバー
ジョンアップに気づき、
ダウンロードしようとし
ています。

他のソフトは大丈
夫かな….
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Ｐ８

道具道具道具道具のののの手入手入手入手入れはれはれはれは大事大事大事大事ですがですがですがですが…………

 ＯＳ ＯＳ ＯＳ ＯＳのののの自動自動自動自動アップデートアップデートアップデートアップデートにもにもにもにも制限制限制限制限がありますがありますがありますがあります

 ＯＳ ＯＳ ＯＳ ＯＳ以外以外以外以外ののののメーカーメーカーメーカーメーカー各社各社各社各社のののの独自独自独自独自アップデートアップデートアップデートアップデートはははは危険危険危険危険ですですですです

 アップデート アップデート アップデート アップデート担当者担当者担当者担当者がいるからがいるからがいるからがいるから大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫？？？？

 個人対応 個人対応 個人対応 個人対応ははははＰＣＰＣＰＣＰＣ環境環境環境環境のばらつきののばらつきののばらつきののばらつきの元元元元ですですですです

　果たしてこれ、各自で処置すべきことでしょうか？

　最新版を入れたはいいが調子がおかしくなった、Ａさんは最新版だかＢさんはその
前のバージョンだ、Ｃさんのパソコンは処置済みだかＤさんのパソコンは未処置だ、
といったパソコン間のばらつきが生じ、社内作業品質の低下を招きます。

　同じメーカの製品でもOffice系の統合ビジネスソフトやその他の製品が自動アップ
デートの対象になっていないことがあります。サードパーティのソフト、ドライバの
状況は当然ながら各メーカのWebサイトで最新版の有無を確認しなければなりませ
ん。

　最新版の有無の調査は専任の担当者がやっている、という企業も見受けられます
が、それ以外の作業、すなわちダウンロードする／インストール方法や利用許諾契約
を読む／インストールする／動作確認する、を個人に任せていたのではあまり効果的
とは言えません。

　一部のサードパーティー製ソフトでも自動でアップデートしようとするものがあり
ますが実はこれが大変やっかいで、却って面倒を招くことがあります。

　かといって、多人数の事業所のように、特定の管理部門を設けてＰＣアップデート
を一元管理するのも中小規模の事業所では現実的ではありません。

・最新のパッチがあてられたＯＳでの動作確認がなされていません
　→動作が不安定になることがあります。旧バージョンに戻したくなることも…
・監視機能のためにソフトが常駐することがあります
　→ウィルス駆除ソフトのような頻繁にパターンファイルをアップデートするソフ
　　トは致し方ないのですが、高々数ヶ月に１回あるかないかの更新のためにバッ
　　クグラウンドで動作するソフトが増え、ＰＣのパフォーマンスを低下させるこ
　　とがあります。

ＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘ ならならならなら毎月最新毎月最新毎月最新毎月最新ののののＯＳＯＳＯＳＯＳとととと
アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションをごをごをごをご利用頂利用頂利用頂利用頂けますけますけますけます
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Ｐ９

会社会社会社会社でこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんか？？？？((((4444))))

 原因不明 原因不明 原因不明 原因不明でしばしばでしばしばでしばしばでしばしばハングアップハングアップハングアップハングアップする する する する ？？？？

まさにまさにまさにまさにイタチイタチイタチイタチごっこごっこごっこごっこ！  ！  ！  ！  今後今後今後今後もどんどんもどんどんもどんどんもどんどん増増増増えてゆくでしょうえてゆくでしょうえてゆくでしょうえてゆくでしょう。。。。
いっそいっそいっそいっそパソコンパソコンパソコンパソコンをををを再再再再セットアップセットアップセットアップセットアップしたしたしたした方方方方がががが良良良良いのではいのではいのではいのでは．．．．．．．．．．．．

このマシンはちゃんとウィルス駆
除ソフト入ってるから大丈夫Mさんのコンピュータは

某一流メーカのウィルス
駆除ソフトがインストー
ルされています

あれ、ハングアップ？ウィルスは
いない筈なのに．．．

M氏

複数のスパイウエアが
バックグラウンドで動い
ているようです

Spybot S&Dで対策とったのに．．．
またハング？？？

CTRL+ALT+DELETEで
タスクマネージャを起動
してみましょう。何も操
作していないのにネット
ワークトラフィックが流
れていたら、ボットがい
るかも．．．

Hijackthisでログ解析もやったしﾋｭｰﾘ
ｽﾃｨｯｸｽｷｬﾝｿﾌﾄも使ったのに、、、、
今度は何だっ？？？

ウィルス、ワーム、マク
ロウィルス、スパイウエ
ア、ボット、ブラウザク
ラッシャー、ブラウザハ
イジャッカーなど全ての
脅威に対抗出来る駆除
ソフトは残念ながら販
売されていません。

スパイウエスパイウエスパイウエスパイウエ
アアアア登場登場登場登場！！！！！！！！

ボットボットボットボット登場登場登場登場！！！！！！！！

ブラウザハイジャッブラウザハイジャッブラウザハイジャッブラウザハイジャッ
カーカーカーカー登場登場登場登場！！！！！！！！
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Ｐ１０

ウィルスウィルスウィルスウィルス駆除駆除駆除駆除ソフトソフトソフトソフトだけでだけでだけでだけで大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫？？？？

 ウィルス ウィルス ウィルス ウィルスとしてとしてとしてとして認識認識認識認識されないされないされないされない""""スパイウエアスパイウエアスパイウエアスパイウエア""""

 対策 対策 対策 対策がががが追追追追いつかないいつかないいつかないいつかない""""ボットボットボットボット""""。。。。

 まだまだ まだまだ まだまだ まだまだ認識認識認識認識がががが甘甘甘甘いいいい""""ブラウザハイジャッカーブラウザハイジャッカーブラウザハイジャッカーブラウザハイジャッカー""""。。。。
　略して「ブラクラ」と呼ばれるブラウザクラッシャーは、当初特定のサイトを訪れ
ると無限にブラウザウィンドウが開き続けるとか、意図していないエッチサイトが表
示されるとかの単純な使われ方をしていました。
　昨今のブラウザハイジャッカーは更に進化し悪質化しています。例えば貴方のパソ
コンのhostsファイルを勝手に書き換え、本当のサイトとウリ二つのニセサイトに導
いてフィッシング詐欺を仕掛ける事例が報告されています。
　hostsファイル(Windows XPなら一般にC:\WINDOWS\system32\drivers\etc配下)の更
新はウィルス駆除ソフトは監視していませんし、hostsファイル自体は何のアクショ
ンも起こしません。上記ファイル中に妙なIPアドレスがあったら要注意です。

　ウィルス駆除ソフトは確かに必要ですが、それだけでウィルス対策が万全という訳
にはいきません。大手各社のウィルス駆除ソフトでもウィルスとして認識されない悪
質ソフトが沢山あるのです。

　ボットの語源は"Robot"。貴方のマシンが外部の攻撃者によって自由に繰れる状態
にあるかも知れません。
　ウィルス駆除ソフトの最新のパターンファイルは悪質ソフトの作者達も当然入手し
ています。パターンファイル解析が常識化している今日、オープンソースのボットは
寄ってたかって亜種が作られており、中には数千種類の亜種が報告されているものも
あります。ウィルス駆除ソフト各社とも対策が追いついていません。

　どこのWebサイトを訪問したか、どんな作業にどれだけの時間を使ったか、などの
記録をとるキーロガーと呼ばれるソフトがあります。これら社員の作業監視のための
特殊なソフトはウィルス(スパイウエア)と同じアルゴリズムを使っている場合があり
識別が困難です。また「独立した１個のプログラムで感染活動を行わない」、「ＰＣ
に実害を与えていない」などを理由にウィルス駆除ソフトでは対策がとられていない
ことがあります。
　遠慮なしにリソースを食いつぶすスパイウエアを放置しておくと、大切な個人情報
が漏れたり、フリーズ／ハングアップと勘違いするほど処理が遅くなることも．．．

ＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘ でででで毎月毎月毎月毎月セットアップセットアップセットアップセットアップ済済済済みのみのみのみの
安心安心安心安心できるできるできるできるＰＣＰＣＰＣＰＣ環境環境環境環境をごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください
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会社会社会社会社でこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんかでこんなことをやっていませんか？？？？((((5555))))

 メーカー メーカー メーカー メーカーののののユーザーサポートユーザーサポートユーザーサポートユーザーサポートがががが頼頼頼頼りにならない りにならない りにならない りにならない ？？？？
(自分達で対処出来るように日頃から勉強してる？)

もうすぐもうすぐもうすぐもうすぐWindowsWindowsWindowsWindowsのののの次期次期次期次期バージョンバージョンバージョンバージョン((((LonghornLonghornLonghornLonghorn))))もやってきますもやってきますもやってきますもやってきます！！！！

M氏

Win NTWin NTWin NTWin NT／／／／2000200020002000
Win XPWin XPWin XPWin XP／／／／2003200320032003．．．．．．．．．．．．

Autoexec.batやらConfig.sysやら
Inet.Biosがどーしたこーした
98のメモリスイッチが云々．．．

これからは９８ですよ！
TCP/IPがあーたら
ネットワークがこーたら

もうＷｉｎ3.1は古い！！
INIファイルがうんたら．．．
レジストリがくんたら．．．

WinWinWinWin3333....1111登場登場登場登場！！！！

やっぱＸＰでしょ！
マルチユーザがhogehoge、
セキュリティがhogehoge．．．

WinWinWinWin98989898登場登場登場登場！！！！
Win Me Win Me Win Me Win Me 登場登場登場登場！！！！

２年後

3年後

3年後

サポートなんかアテにし
ないで勉強勉強

もう3.1の知識じゃメン
テナンスは無理!?

せっかく覚えたのにま
た新しいＯＳ．．．

今度は何年もつこ
とやら．．．

WinWinWinWin95959595登場登場登場登場！！！！
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Ｐ１２

OSOSOSOSのののの知識知識知識知識はははは数年数年数年数年でででで使使使使えなくなりますえなくなりますえなくなりますえなくなります

 パソコン パソコン パソコン パソコン整備整備整備整備ののののスキルスキルスキルスキルとととと実務実務実務実務ののののスキルスキルスキルスキルとはとはとはとは違違違違いますいますいますいます。。。。

 ＯＳ ＯＳ ＯＳ ＯＳがががが変変変変わるとわるとわるとわると古古古古いいいいメンテスキルメンテスキルメンテスキルメンテスキルはははは役役役役にににに立立立立たないのですたないのですたないのですたないのです。 。 。 。 

　パソコンのメンテナンスは抜群に上手だが仕事はさっぱり出来ない人と、パソコン
のメンテナンスは他人にまかせきりで全くダメだが仕事で着実に成果を出している人
の２人の人材がいたとしたらどちらを評価しますか？

　大切なのはパソコンを使って実務で成果を出すこと。パソコンの整備がうまくなる
ことではありません。

計算機計算機計算機計算機のののの理論理論理論理論だけをだけをだけをだけを学学学学んだんだんだんだ大学生大学生大学生大学生よりよりよりより、、、、パソコンパソコンパソコンパソコンをををを年中年中年中年中いじりいじりいじりいじり
まわしているまわしているまわしているまわしている高校生高校生高校生高校生のののの方方方方ががががメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンスののののスキルスキルスキルスキルはははは上上上上ですですですです。。。。

　どうせ社員を使うなら、一生ものの技術や知識を身につけさせたいものですね。

　もうひとつ問題があります。
　MS-DOSの時代をご存知の方であれば、当時のautoexec.batやconfig.sysの知識が昨
今は殆ど必要ないことは良くご存知と思います。同じようにWindows3.1の知識や
Windows95/ 98/Me等の知識だけではWindows XP/2003のメンテナンスは行えません。
今後リリースされるOS(Longhorn等)についても同様でしょう。

　ＯＳのライフサイクルは数年ですから、メンテナンスのための勉強をするというこ
とは、実務とは無縁の単純なスキルを延々と習得し続けるということなのです。

　メンテナンスの勉強にはいささか問題があります。
　マイクロソフト社は、政府機関等一部の組織を除いて、基本ソフトの仕様やコード
を開示していません。各種の文献である程度体系的な学習は可能ですが、個々の事象
についてはより多くを経験した者が最も上手に扱えるのが現実です。「本に書いてあ
るとおりに操作したのにうまく動いてくれなかった」という経験をしたことのある方
は多いのではないでしょうか。残念ながら・・・

　オフィスのパソコンは仕事に使う道具ですから、その扱い方(アプリケーションの
使い方)はしっかり覚えるべきです。でもメンテナンスとなると話は違います。

ＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘＭａｇｉｃＢｏｘ でででで貴社貴社貴社貴社のののの社員社員社員社員ををををパソコンパソコンパソコンパソコン
ののののメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンスからからからから開放開放開放開放しましょうしましょうしましょうしましょう
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Ｐ１３

◆◆◆◆ソフトウエアソフトウエアソフトウエアソフトウエアは は は は 
　　　　１１１１ヶヶヶヶ月月月月にににに１１１１度度度度、、、、最新最新最新最新のののの状態状態状態状態にににに更新更新更新更新されたされたされたされたＯＳＯＳＯＳＯＳととととアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション
　　　　のののの格納格納格納格納されたされたされたされた起動用媒体起動用媒体起動用媒体起動用媒体（（（（ハードディスクハードディスクハードディスクハードディスク））））をおをおをおをお届届届届けしますけしますけしますけします。 。 。 。 
　　　　　　　　→→→→世界中世界中世界中世界中ののののＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂサイトサイトサイトサイトををををウォッチウォッチウォッチウォッチしてしてしてして最新最新最新最新のののの情報情報情報情報をををを反映反映反映反映していますしていますしていますしています。 。 。 。 
　　　　　　　　→→→→ごごごご自身自身自身自身でででで修正修正修正修正パッチパッチパッチパッチをあてたりをあてたりをあてたりをあてたり更新更新更新更新したりするしたりするしたりするしたりする必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません。 。 。 。 
　　　　　　　　→→→→ウィルスウィルスウィルスウィルス駆除駆除駆除駆除ソフトソフトソフトソフト等等等等のののの契約更新契約更新契約更新契約更新もももも必要必要必要必要ありませんありませんありませんありません。 。 。 。 
　　　　　　　　→→→→最新最新最新最新ののののブラウザブラウザブラウザブラウザ、、、、プラグインプラグインプラグインプラグイン、、、、そのそのそのその他有用他有用他有用他有用なななな無償無償無償無償ソフトソフトソフトソフトをををを動作確認動作確認動作確認動作確認のののの
　　　　    　　　　上上上上サービスインストールサービスインストールサービスインストールサービスインストールしていますしていますしていますしています。。。。
　　　（　　　（　　　（　　　（I.E., Adobe Reader,Quick Time、、、、そのそのそのその他他他他ソフトベンダソフトベンダソフトベンダソフトベンダのおのおのおのお奨奨奨奨めめめめ新作等新作等新作等新作等)
　　　　　　　　→→→→おおおお客様客様客様客様とととと同同同同じじじじ環境環境環境環境でででで動作確認済動作確認済動作確認済動作確認済みですからみですからみですからみですから安心安心安心安心ですですですです。 。 。 。 
　　　　　　　　→→→→古古古古いいいい媒体媒体媒体媒体はははは１１１１ヶヶヶヶ月間月間月間月間おおおお客様保管客様保管客様保管客様保管のののの後後後後おおおお返返返返しししし頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。万一誤操作等 万一誤操作等 万一誤操作等 万一誤操作等 
　　　　　　　　　　　　でででで新新新新しいしいしいしい媒体媒体媒体媒体ににににトラブルトラブルトラブルトラブルがががが生生生生じてもじてもじてもじてもメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス要員要員要員要員がががが到着到着到着到着するまするまするまするま
　　　　　　　　　　　　でででで古古古古いいいい媒体媒体媒体媒体でででで当面当面当面当面のののの作業作業作業作業をををを継続出来継続出来継続出来継続出来ますますますます。 。 。 。 
　　　　　　　　→→→→メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス等等等等のののの個人情報個人情報個人情報個人情報はははは新新新新しいしいしいしい起動媒体起動媒体起動媒体起動媒体にににに継承継承継承継承されされされされ、、、、ハードデハードデハードデハードデ
　　　　　　　　　　　　ィスクィスクィスクィスク返却返却返却返却のののの際際際際ににににディスククリーナディスククリーナディスククリーナディスククリーナでででで完全消去完全消去完全消去完全消去されますされますされますされます。。。。

◆◆◆◆ハードウエアハードウエアハードウエアハードウエアは は は は 
　　　　　　　　→→→→トラブルトラブルトラブルトラブルははははメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス要員要員要員要員がががが迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応しますしますしますします。 。 。 。 
　　　　　　　　→→→→故障故障故障故障したしたしたしたハードウエアハードウエアハードウエアハードウエアはそのはそのはそのはその場場場場でででで交換交換交換交換しますしますしますします。 。 。 。 
　　　　　　　　→→→→設置設置設置設置からからからから撤収撤収撤収撤収までをまでをまでをまでをホロンテックホロンテックホロンテックホロンテックがががが行行行行いますいますいますいます。。。。段段段段ボールボールボールボール等等等等のののの梱包材梱包材梱包材梱包材はははは
　　　　　　　　　　　　ホロンテックホロンテックホロンテックホロンテックでおでおでおでお預預預預かりしますからかりしますからかりしますからかりしますから保管保管保管保管スペーススペーススペーススペースはははは不要不要不要不要ですですですです。 。 。 。 
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P１４

・対応ディストリビューション

【詳細仕様】
･ 構成 2.5inch ハードディスク

5400RPM 流体軸受 40GB

ハードディスクケース

※対応ディストリビューションは順次増やしてゆく予定です。

※有償パッケージをご希望の場合、別途費用が発生する場合があります。

オプション

TURBO Linux8

RedHat Linux8

MagicBox Linux MagicBox Linux MagicBox Linux MagicBox Linux ﾏｼﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ ﾘﾅｯｸｽ

　MagicBoxにLinuxの各種ディストリビューションをインストールして
お届けします。起動ディスクを簡単に入れ替えることが出来るMinerva
201、202ならではのサービスです。
　Linuxディストリビューションは高機能で安定動作する反面、各種ドラ
イバやアプリケーションの検索とダウンロードにかなりの時間が必要で
セットアップが面倒なのが難点ですが、MagicBoxLinuxでは全ての設定を
完了した状態でお届けしますので、商品到着後すぐにLinuxの世界をご堪
能頂けます。
　普段はWindowsマシン、必要に応じてLinuxサーバにと１台のマシンを
使い分けることも簡単です。Linuxの練習用パッケージとしても最適で
す。
　「マルチブートは便利なんだけどセットアップが面倒」とお考えのお
客様にお勧めします。
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【詳細仕様】
･ 構成 2.5inch ハードディスク

5400RPM 流体軸受 40GB

ハードディスクケース

※本品はMagicBoxサービス対象外商品です

MagicBoxをお客様ご自身で自由にお使い頂くため、何もインストールし
ない状態でお届けするサービスです。
    MS-DOS、FreeBSD、前バージョンのWindowsなどでしか動作しないアプリ
ケーションをご利用になりたい場合等にご活用ください。

オプション

MagicBox ZERO MagicBox ZERO MagicBox ZERO MagicBox ZERO ﾏｼﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ ゼロ
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Ｐ１６

有限会社有限会社有限会社有限会社ホロンテックホロンテックホロンテックホロンテック

〒231-0838
横浜市中区豆口台１－５

電話：045-623-1620

FAX ：045-623-1657

Mail：cj@holontec.com

Web ：http://holontec.com

担当：松島

古物商許可　神奈川県公安委員会　第451320000984号

◆ご利用上のご注意

お問い合わせ窓口

MagicBoxは、ホロンテックのＰＣレンタルサービス（Minervaシリーズ）をお申

込みになったお客様のみご利用頂けるサービスです。他メーカ製パソコンはサポート
対象外となりますのでご了承ください。

HolonTecInc.HolonTecInc.
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