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株式会社インターテクノ

ぐっちゃんレポート 10 月号。 今月も皆様にお得な情報をお届けします！
今月は 9 月 21 日に発売されました 「iPhone5」 特集です。

新着ホームページ

「iPhone5」 購入を考えている方は是非ご参考ください！

有限会社 甲信運輸 様

http://www.koushinunyu.co.jp/

長野県諏訪市にある有限会社甲信運輸様は、 急ぎの荷物や緊急の配送に 24 時間
365 日対応してくださいます。
お困りの際は、 有限会社甲信運輸様までご相談ください。

岡谷ライオンズクラブ 様

http://www.okayalc.jp/

岡谷ライオンズクラブ様は長野県岡谷市を活動拠点として社会奉仕やボランティアな
ど地域密着を目指し貢献しています。
会員募集中ですので、 興味のある方はご覧ください。
リニューアル

株式会社ダイワ工業

様

http://www.daiwa-kg.co.jp/

株式会社ダイワ工業様は長野県岡谷市で高熱伝導性基板、 ビルドアップ基板、 プ
リント基板、 プリント配線板などを製造しておられます。
高放熱特性を持つ基板で LED の高輝度 ・ 長寿命化、 ヒートシンク小型化などを実現します。
基板のことなら株式会社ダイワ工業様までご相談ください。
リニューアル

今月の特集
iPhone5 でテザリング解禁！

iPhone5 対応のテザリングプランを知ろう！
テザリングとは
携帯電話会社の通信網を利用して、 パソコンやタブレット端末などをインター
ネットに接続する機能。
スマートフォン本体を無線 LAN ルーターの親機として利用するのが特徴です。

パソコンなどの端末
無線 LAN

iPhone5

基地局
LTE

AU
iPhone 5 の発売と同時にサービスを開始。 月額 525 円。 12 月 31 日
までにテザリング機能に申し込むと、 最大 2 年間無料。

インターネット

ソフトバンク
2013 年 1 月 15 日から、 iPhone5 でサービスを開始する予定。 月額 525 円。
12 月 31 日までにテザリングを申し込むと、 最大 2 年間無料、 「パケット定額フラット for 4G LTE」 が月額 5460 円 （2 年間） に。
通信速度は高速ブロードバンド （FTTH） 回線までは速くありませんが、 ホームページやメールを見るなら十分な速さです。
使用データ量については制限があり、 ソフトバンクは月 7GB 以上、 AU の場合は月 7.5GB 以上、 インターネットを利用 （パケット通信）
すると、 月内の通信速度の上限が 128Kbps に制限されてしまいます。
この通信速度上限を解除するには、 2GB ごとに 2625 円が必要です。
通常の利用範囲なら、 1 か月で 7GB や 7.5GB を超えるようなことは滅多にありませんが、 注意しながら使った方がよいでしょう。

3 日で 500 万台売り上げ！

9 月 21 日に発売された 「iPhone5」。

話題の iPhone5 を知ろう！

年末までに計 5000 万台の売り上げが予測されるほど売り上
げを伸ばしています。
そんな大人気の 「iPhone5」 の特徴についてご紹介いたします！

①最も薄く、最も軽い

②４インチの画面

iPhone5 はガラスとアルミで構成され、 薄さは 7.6mm
と iPhone4S と比べて 18% 薄くなりました。
重さは 112g で iPhone4S と比べて 20% 軽くなりました。

iPhone4S で 3.5 インチだった画面が、 iPhone5
では 4 インチになりました。
また、 1 インチあたり 326 ピクセルという驚異的
なピクセル密度を持っているので、 より鮮明な
画面になりました。

iPhone5 では多くの機能を搭載した上で、 軽さと薄さ
を実現しました。

③A6 プロセッサーで処理速度 2 倍

④超高速ワイヤレス接続

iPhone5 は CPU に A6 を採用し従来の 2 倍の処理能力と
なりました。
大きさも 22% 小さくなり、 処理
速度は向上しバッテリー消耗
は少なくなったそうです。

スマホで重視されるのが、 ネッ
トワークの速さ。
iPhone5 では高速の移動体通信
サービス 「LTE」 に対応します。
世界中で高速データネットワーク
が使えるので、 海外出張のお供にも役立ちます。

⑤新しいイヤフォン「EarPods」

⑥小型 Dock コネクター「Lightning」

新型イヤフォン 「EarPods」 が発表されました。
耳の形を出発点に、 最高の音質を持ちながら、 あらゆる
耳に心地よくフィットし続ける
イヤーパッドとなりました。

従来は 30 ピン Dock コネクタでしたが小型化されました。
30 ピン Dock コネクタよりはるかに耐久性があり
また、 リバーシブルになっているので
「差し込む方向を間違えた」 ということが
なくなります。

iPhone5 に同梱されます。

電話がない iPhone5

「iPhone5 に乗り換えようかな」 と迷っているドコモユーザーも多いのではないでしょうか？

iPod touch

ドコモユーザーが iPhone5 に乗り換えるとキャリア変更にるため、 悩んでいると思います。

- 第 5 世代 -

そこでドコモユーザーに知ってもらいたい、 10 月販売開始の 「iPod touch」 を御紹介します！

iPhone5

iPod touch 5st

iPod touch と iPhone の機能や価格と比較してみ
ると、 もちろん iPhone5 のほうが優れている項目
が多いですが、 いくつかの項目では
「iPod touch」 も負けていません。

高さ x 幅 x 厚さ

123.8 × 58.6 × 7.6mm

123.4 × 58.6 × 6.1mm

質量

112 g

88 g

容量と価格

64GB 72,000 円
32GB 61,680 円
16G 51,360 円

64GB 33,800 円
32GB 24,800 円

新型 iPod touch は CPU が iPhone4S のものでひ
とつ前の CPU になりますが十分なパワーをもっ
ていますし、 電話機能がないことを除けばほぼ
iPhone5 と一緒の機能にもかかわらず、 安くて
カラーバリエーションがあり、 iPhone5 より軽くて
薄い等、 利点がたくさんあります。

カラー

2 色 ( 黒、 白）

6 色 （黒、 シルバー、 青
、 黄、 ピンク、 赤）

ディスプレイ

4 インチ Retina ディスプレイ 4 インチ Retina ディスプレイ
1,136 x 640 ピクセル
1,136 × 640 ピクセル
解像度 326ppi
解像度 326ppi

ドコモのまま iPhone5 がほしい、 という方は
「iPhod touch」 の購入を検討してみてはいか
がでしょうか。

編集後記
ぐっちゃんレポート 10 月号お楽しみいただけましたでしょうか？
風も冷たく、 涼しくなってきました。
昼と夜との気温差が激しいので風邪をひかないように気をつけていきたいですね。

