
【安田印刷で印刷できるもの】
名刺／チラシ／ポスター／冊子／カタログ／リーフレット／
POP UP／のぼり／懸垂幕／横断幕／パッケージ etc.

うさ先生：さて先月はどこまで話したんじゃったかのぅ。
咲ちゃん：.jpeg、.gifの説明を受けたところです。
うさ先生：そうじゃったそうじゃった。 

では.pdfの説明をしようかの。
咲ちゃん：ポピュラーだから誰でも知ってますよ。
うさ先生：1993年、リリースされた当初、Adobe Acrobatは

無償じゃなかったんじゃ。１年後に無償配布がはじ
まり、PDFはここからバズったんじゃ！

咲ちゃん：…使いたかったんですね、流行りの『バズる』を。
うさ先生：うぉっほん（照）！PDF形式ができたおかげで、

DTPの世界は格段と自由になったんじゃ！ 
それまでは、データ作成ソフトの互換性は、ほぼ
ゼロに等しかったからのう。PDFは、Windowsと
Machintoshの架け橋なんじゃ！

咲ちゃん：黎明期のうさ先生がいかに大変だったか、 
苦労の偲ばれるコメントです…うぅ（t_t）！

うさ先生：Web用、印刷用、とそれぞれ利用用途に合った適正化もしてくれるの
で、データサイズも丁度良く、フォントを埋め込むことで、 
相手のフォント環境を心配することもない。 
まさに『Portable Document Format』なんじゃ！

咲ちゃん：今ではすっかり当たり前の光景ですが、当時は画期的だったんですね。 
確かに、『書体がありません。アウトラインしてください！』ってな 
やりとりは、しょっちゅうしていた気がします。

うさ先生：アウトライン前、後、両方入稿しておったのぅ…。
咲ちゃん：あと圧縮の拡張子についても知りたい！ 

.lzh、.zip、.exeもそうかな？.sitってのもあった気が…。
うさ先生：.sitはAladdin Systems社が開発した、圧縮・解凍ソフト"StuffIt"の拡張子

じゃな。Smith Micro Software, Inc.に買収されたそうじゃ…。 
.lzhは開発者が日本人ということもあって、日本でよく使用されておるん
じゃが、最近はやはり.zipがポピュラーじゃな。 
Zipは、1989年に米PKWARE社のP

フ ィ ル

hil K
カ ッ ツ

atz氏が考案、同社のMS-DOS
向けのソフトウェア「PKZIP」の標準ファイル形式として登場 
したんじゃ。彼はZipの仕様を公表し、一切の権利を放棄した 
ため、誰でも自由に利用できるようになったんじゃよ。

咲ちゃん：VOLVO社の三点シートベルトを連想しました。 
つくづく文化の急速な成熟には、オープンソース、 
フリー、この２点が重要なのを感じます。

うさ先生：わしのインスタがバズらないのも、 
そのへんが原因かの…（ぼそっ）。

咲ちゃん：え！？先生、インスタやってんの！？ 
アカウント教えてっ！

うさ先生：しまった…失言じゃあ！ 

印刷あ〜だこ〜だ
うさ先生と咲ちゃんの

うさ先生
そろそろきました、
アイツらが…。
そう、花粉の季節！
気合じゃぁっ！

咲ちゃん
最近は、ウイスキーの
チェイサーにビール、
やってます。旨いんだ、
コレが！
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facebookはじめました。他にも色々できるんじゃ、一度うさ先生に相談してほしいのぅ…
（さ、咲ちゃんはまだダメだぞぃ！）　

ぼそっ…

代表的な拡張子ぢゃっ！その２
.ai Adobe Illstrator Adobe社 IllustratorのPostScript形式ファイル。
.eps Encapsulated Post Script PostScript言語記述のほかに表示用のデータを含む。
.psd Photo Shop Data Adobe社 PhotoShopのファイル。
.pdf Portable Document Format システムに関係なく、文書を確実に表示・交換するため使用される。
.png Portable Network Graphics ビットマップ画像。GIFより多くの機能をサポート。
.tif（.tiff） Tagged Image File Format Aldus社（現在はAdobe社に吸収）が開発した画像形式。
.pct（.pic） Picture File Macでよく用いられていた画像形式。
.mp3 MPEG-1 Audio Level 3 MPEGという国際組織が定めた音楽ファイル。
.mp4 MPEG-4 Part 14 MPEGという国際組織が定めた動画ファイル。
.pkg Mac OS X Installer Package Macのインストーラーなどがこの形式。
.sit Stuffit StuffIt Expanderの圧縮ファイル形式。Win互換性ナシ。
.hqx BinHex 4.0 Encoded File StuffIt Expanderの圧縮ファイル形式。Win互換性ナシ。
.csv Comma Separated Value ,（カンマ）で区切られたテキスト形式のデータファイル。



ビザ〜ルで
ござ〜る

　　石井パイセンの

人生日々 王手！
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これが『合いの子』！（たまごトッピン＋60円）

洋食の名店『ダイシン』

イカしたネオン管の『大大大』

♪ともにあ〜ゆみ 便利なココナッツミルクパウダー

　今池ブームが再燃している編集部Ｈ
です。A.D.大丸（前号参照）以降、パン
ク魂の消えた今池の残り香を、しょぼ
しょぼと集めておりましたが、もう貧乏く
さいのはいいや！と、おされタウン東区
泉へと引越しを目論み、着地点がちょっ
とズレて中区民になったものの、外から
見るとやっぱりアツい！アツいよ今池！
　ので先日『今池n

ナ イ ツ

ights！』と称して、今
池絨毯攻撃（第一弾）を友人と開催。まずは腹ごしらえ。ピカイチ
と悩みましたが、ここはダイシンの名物『合いの子』で王道スター

ト。久しぶりに来たら、オヤジが一人で
店を切り盛り。待たせちゃって悪いか
らこれでも食べてて！と示されたのは、
ホットプレートいっぱいのおでん…これ
がなんと無料、しかも激ンま！コーヒー
も無料！大丸魂は死していなかった…
と大瓶手酌（マスト）に二人で涙。酒が
まずくなるのでコーヒーはスルー。
　二軒目は私的メインエベント『大大

大』。このネオンデザインと店名センスにやられて、絶対来たかっ
たお店。意気揚 と々出かけてみたら、なんとイベントの真っ最中…
周りはなぜかオール外人でぎゅうぎゅう。アウェー感を感じて一杯
で退散、隣のこれまた謎な店へ避難。スキンヘッドな店長を横目
に、寒かったのでバターを落としたホットラムで乾杯いぇ〜い！
　〆は同行友人の知人がやってい
る、今池北の住宅地バー。立地的に
やる気ないだろ…と思っていたら、力
の入った内装で驚き。しかも日付越え
ても満席の人気店。知多ハイボールと
ダークラムのロックで本日は終了。
　このアテンド、友人に大好評だった
ので第二弾も開催予定。月例会化を
求められております。

、すみません。ヘルシェイク矢野のこと考えていました…って最近の
流行に乗っかってみつつ、 石井の駄文は〜じ〜ま〜る〜よ

〜。覚悟はいいか、俺はできて いる（早く第５部アニメ化しま
せんかねー）。

近の石井でございますが、 １週間ちょい入院をばしており
ました。入院といっても 突発的な怪我や病気とかではな

く、前々から予定していた整形 矯正手術のための入院で御座い
ます。全国の女子校生（← 18 禁ゲームなどの表記か）、心配
しなくても大丈夫ですよ！

回の入院はワタクシの人 生初めての経験でした。それで
手術経験のある担当 H 女 史に色々アドバイスを求めたと

ころ、散々「手術は痛いよー怖 いよー」と脅されてしまいまし
た。なのでチキンハートかつグ ラスハートなワタクシは、「初
めて飛行機に乗る前に映画『ダ イハード２』やアニメ『Fate/
Zero』の主人公の過去を回想 する回を見せられた小学生」の
心境で初の入院生活を送ること と相成りました。

と大変でしたわ入院生活、 あえて淡々と記させていただき
ます。１週間ちょいの内、 ２回手術をしました。手術日

の０時から絶飲食となるんです が、これが２日あったわけです
ね。初回の手術は午前中に開始 されたのでそれほど辛くはあり
ませんでしたが、問題は２回目 の手術でした。午後２時からの
手術だと聞かされていたのです が、実際行われた時刻が午後３
時 30 分と１時間遅れとなって しまったのです。時刻が遅れる
という連絡は受けたものの、い つから手術を始めるかという連
絡は直前まで無かったため、手 術の不安と別に空腹と喉の乾き
まで闘う羽目となってしまいま した。

術が終わったら終わった でこれまた大変でした。２回の
手術はどちらも全身麻酔 を使用しましたが、その影響で

２回とも、血圧が 200mmHg 以上に急上昇してしまったので
した。初回の手術後は体を動か すたびに気持ちが悪くなり、文
字どおり血を吐くという醜態を さらしてしまいました。２回目
は初回の反省を活かし血を吐く ことは無かったものの、手術
が終了した日は１日中ベットに 横になっていなければならなく
なってしまいました。そして日 が変わっても、血圧が安定する
までベットから離れてはいけな いという、軟禁状態な１日を過
ごさねばならなくなりました。

んだかんだありましたが 退院もでき、こうして皆様に駄
文をご披露できるまでに は回復できましたのでご心配な

く（心配してくれている人いるのかな？）。それでは今回の駄文、以上とさ
せていただきます。それではまたの機会に！「しょうりゅうけんをやぶらぬ
かぎり おまえに かちめはない」。

facebook
はじめました。

1.カラメルを作る！
豚肉とタマゴが全部入るくらいのテフロン鍋に砂糖、水
各大さじ１杯加え、強めの中火でひたすら鍋をゆすって
５〜７分程混ぜ、煙がうっすら出るまでゆすり続ける。

3. 肉＆玉子を煮る！
角切りの豚肉500gくらいとゆで卵４〜６個を入れ蓋
をし、弱火で煮る。鍋をひっくり返しながら、水分が少
なくなったらちょいちょい足し湯し、50〜60分煮る。

2. 煮汁を作る！
煙が出たらすぐ蓋をし、隙間からお湯150ccおろしにんにく２片分、
五香粉（or八角）少々、醤油大さじ2、ヌクマム大さじ2、酒大さじ3、砂
糖大さじ1、ココナッツパウダー大さじ2を混ぜたものを加えのばす。

4. 完成！
肉に竹串がスーっと刺さるようになったら出来上
がり！スパイス、ココナッツパウダーは苦手なら入
れなくてもOK！お好きな方はパクチーを添えて。

　会社の５階キッチンにまたもや謎の小袋…。何かのミッ
クスなのはわかるんだけど、すごい気になる！ので今回も
ググってみました。もうネットがないと、私死ぬわ…。
　ググったらあら美味しそう！日本の角煮と違うのは、カラ
メルソースを作ることと、ヌクマム＆ココナッツミルク煮ってと
ころ。ココナッツミルクは保存がきくので私も断然パウダー
派。余ったらフレンチトーストにダークラムと一緒に入れて
みて。南国にトリップできる、わたくしＨの定番おやつです。

参照：http://sazaby.net/web/8868
https://store.shopping.yahoo.co.jp/thmart/th-fd-012.html

ネイティブに聞け！タンくん

  ハンくんの

簡単ベトナムクッキング
タンくん、ハンくんは、ベトナムからやってきた、安田印刷の研修生。

ほぼ毎日きちんと自炊しています。偉いです。そんなお二人に触発され、
自宅で簡単にできる、ベトナム料理を調べてみました。（背景はパクチー）

THIT KHO TRUNG  ティット・コー・チュン

大衆食堂の定番メニュー《ベトナム風豚の角煮》

タンくん ハンくん
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パンチの効いた髪型が特徴。
いつの間にか、日本語がすっ
ごく上手になってた！

都会派シティボーイ（？）。
最近になって、天然疑惑が
浮上中…。 10
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Mr.Bホワイト、いい紙だよ…いい紙だけどちょっと飽きた、ということ
で今回の使用紙は《ニューVマット70.5kg》。有名ですよね。倉庫からて
きとーに持ってきました。
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