
過去の は
ホームページでご覧いただけます！ホームページでご覧いただけます！

今月のなでしこpickup
Like?

※こちらに掲載されている商品は弊社取り扱い商品ではござません。インターネットなどで検索して、お買い求め下さい。
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高圧電気料金削減！

電気・品質の信頼性は
変わりません！

停電工事は行いません！

オフィスのメモをこんな遊び心のあるピンで留めると楽しいかも♪



AEDの交換時期は過ぎていませんか？ 消耗品交換の
管理の手間と
費用がなくなる
嬉しいサービス！

1年目

無
償
保
証
期
間

メ
ー
カ
ー
耐
用
年
数

AED購入

2年目 パッド交換(約2年後) ※旭化成は不要

3年目

4年目 バッテリー交換(約4年後)※旭化成は不要

5年目 パッド交換(前回交換時より2年後) ※旭化成は不要

6年目 有償
対応

5年目以降の修理は有償
※7年目までは有償でメーカーの機器点検は可能（センドバック対応）

7年目

8年目
サポート
不可

使用できません。(日本光電AED-3100のみ対応)

■AEDの保証期間・消耗品交換時期について

AED本体の保証期間：5年（旭化成・オムロン・日本光電・フィリップス）

メーカーの耐用年数：7年（日本光電AED-3100は8年)

約2万円

約2万円

約3.5万円

AEDの新規・買替ならオムロンがおすすめです！

AED安心パックをプラスして、5年間追加費用なし！！
コスト面でも導入しやすい オムロンAED（キヤノン専用モデル）

保証期間内でも消耗品の交換に5年間で約75,000円～費用が必要でした。



Excelを立ち上げて、
キーボードの「Alt」キー
を押してみて下さい

そうすると、下記の様に数字や
アルファベットが表示されるんです

例えば「挿入タブ」に
割り当てられている
ショートカットキーは【N】

【N】を押すと
「挿入タブ」に切り替わって、
次に操作に対する

ショートカットキーが表示されます

「図」に割り当てられているショートカット
キーは【ZI】
ここでの注意点は同時にキーを押すのではな
く、「Z」キーを押してそのあとに
「I」キーを押すという事です

そうすると、下記の様に次の
ショートカットキーが表示されます

実は【タブ】にはアルファベットが割り当てられているのですが、クイックアクセスツールバーに
表示している【操作】に対しても【数字のショートカットキー】が割り当てられているんです。

なので、よく使用する【操作】をクイックアクセスツールバー
に登録する事で、ショートカットキーが割り振られるという
事になります(*^-^*)

ベットが割り当てられているのですが、クイックアクセスツールバーに
が割り当てられているんです。

いかがですか？
キーボードだけで操作できると
ちょっと楽だったりしませんか？
ただ、複数のキーを押して行くのは

手間ですよね(._.)
そこで便利なのが、オリジナルの

ショートカットキーです☆

クイックアクセスツールバー
にある、下向き三角をクリック
して「その他のコマンド」を
クリックして下さい。

左側の「コマンドの選択」部分から
ショートカットキーとして登録
したい操作を選択して「追加」
ボタンをクリックして下さい

「追加」できたら、「OK」ボタンをクリックして下さい。
もし、登録したい操作がリストに出て来て無い場合は
「基本的なコマンド」の横にある下向き三角をクリック
して「すべてのコマンド」に切り替えてみて下さい。

Excelシート画面に戻ると、
クイックアクセスツールバーに
登録されてます

「Alt」キーを押すと・・・
【４】のキーが割り当てられました

Excel
キーボードの「
を押してみて下さい

１
そうすると、下記の様に数字や
アルファベットが表示されるんです２ アルファベットが表示されるんです

例えば「挿入タブ」に
割り当てられている
ショートカットキーは

３

【
「挿入タブ」に切り替わって、

ショートカットキーが表示されます

４

５
そうすると、下記の様に次の
ショートカットキーが表示されます６

１ ２
「追加」できたら、「
もし、登録したい操作がリストに出て来て無い場合は
「基本的なコマンド」の横にある下向き三角をクリック

３

４ ５

Excelワンポイントレッスン等、役立つ情報をブログで定期的に発信しています。
ブログは東洋ホームページでご確認頂けます！

ワンポイントレッスン等、役立つ情報をブログで定期的に発信しています。

ExcelやWordの
プライベートレッスンも受け付け
ております。
聞きたい事だけを効率良く
学べます！
お気軽にお声がけ下さい。お気軽にお声がけ下さい。

【 】を押すと

打ち込みをしている途中で、
書式の変更や保存といった作業をする際に、
マウスに手を持って行ってカチカチと操作
するって意外に面倒だったりしませんか？
そんな時に役立つのがショートカットキーです☆



遠隔からカメラ操作も可能！
迅速かつ適切な指示を出すことができます。
移動時間の削減！時間の効率化が可能。

社内/工場/倉庫/店舗
のリアル状況を確認したい！

受信FAXをクラウド上に転送！
インターネットが繋がる環境であれば、いつでもどこ
でもFAXを確認できます。

取引先からのFAX
会社に戻らないと確認できない！

外出先

FAX

自宅
（在宅勤務）

受信FAXをクラウド上に転送！

（在宅勤務）

いつでも、どこでも

外出先

をクラウド上に転送！をクラウド上に転送！

いつでも、どこでもFAX

外出先外出先

FAX確認！

遠隔からカメラ操作も可能！

いつでも、どこでもモニタリング！

店舗

工場事務所

訪問先で相手の部署を検索！
営業部全員で名刺を管理し、欲しい情報をすぐに
取り出せる！クラウド上でセキュリティも安心！

多数の取引先の名刺
見たい時にすぐ探し出せない！

いつでも、どこでも名刺検索！

社内/工場/倉庫/店舗
の商品管理をしたい！

貴社のオリジナルシステムを
短納期・低価格で製作致します！
タブレット活用で更に便利なシステム運用が可能です！

法人携帯の導入・更新をご検討のお客様！
東洋がコスト削減のご提案をさせて頂きます！

～ビジネスでのスマートフォン活用術！こんなお悩みございませんか？～

フレッツ光で法人携帯が
docomoなら

最大-13,200円/年の
コスト削減！

更に！新規でスマホもしくはタブレットを
3回線以上ご契約・「光シェアグループ」に
ご加入で、基本使用料が最大2年間

-1,200円/月 割引！

詳しくは担当営業・CEにお問い合わせください！



低コスト＆短納期で
貴社の業務に合わせた
システムを開発致します



がお手伝い出来る１５の事

株式会社東洋では、
お客様の全てのお困りごとを解決できる様、様々な商品/サービスを
ご用意しております！
東洋＝コピー機屋さんでは無いんです(^^)

様々な機種、メーカーを取り
扱っております！
出力コスト削減、業務効率UP等
のドキュメントソリューション
をご提案致します。
クラウドサービスと連携して
外出先からFAXを閲覧すると
いった事も・・・

複合機複合機/複合機/プリンタープリンター/FAX/FAX機機機/機/スキャナースキャナー/複合機複合機複合機/プリンタープリンタープリンタープリンター/FAX
クラウドサービス

セキュリティソフトセキュリティソフトセキュリティソフト/UTM//UTM/資産管理ソフト

PC/PC/サーバーサーバー/NAS/VPN/NAS/VPN構築構築/構築/周辺機器

ネットワークの全てを
お任せ頂けます！
情報システム管理者が不在で
パソコンやインターネットの事を
誰に聞けばいいか分からない…
そんな時は東洋にご連絡下さい！

ネットワーク保守

ネットワークの全てを
お任せ頂けます！
情報システム管理者が不在で
パソコンやインターネットの事を
誰に聞けばいいか分からない

新築・引越し・PC増設、
屋内外のLAN配線はご相談ください！
通信速度が遅い！といった場合も
是非ご相談下さい。

LANLAN工事

新築・引越し・
屋内外の
通信速度が遅い！といった場合も
是非ご相談下さい。

カメラ、webカメラ、
プロジェクター様々な機種
を取り扱っております。
簡易的なものから、本格的な
ものまで使用用途に合わせて
ご提案させて頂きます。

カメラカメラ/web/webカメラカメラ/カメラ/プロジェクター

ご提案させて頂きます。

iPadやスマートフォン、ビジネス
フォンの販売は勿論、スマート
デバイスを活用した新しい
ワークスタイルをご提案致します！

スマートデバイススマートデバイス/スマートデバイス/スマートデバイスアプリスマートデバイスアプリ/スマートデバイススマートデバイススマートデバイス
ビジネスフォン

まだまだ
ありますヨ♪

PCやサーバー等の販売は勿論、
設定から運用サポートまで
全てお任せ頂けます！
お客様の業務に合わせた
運用/設定をご提案させて
頂きます。
社外からの安全な社内へのア
クセス、支店とのデータ共有
などVPN構築もお任せ下さい。

各種メーカーの
セキュリティソフト、
UTMを取り扱っております。
貴社の資産管理をしっかり守る
為の管理ソフトも多数取り扱って
おります。



鉛筆１本から什器まで、
オフィスの全てをお任せ頂けます！
快適なオフィスづくりのヒントに、
実際のオフィスを見学できる
オフィスツアーも随時
開催しています。

オフィス用品（什器、文具、事務用品）

鉛筆１本から什器まで、
オフィスの全てをお任せ頂けます！
快適なオフィスづくりのヒントに、
実際のオフィスを見学できる
快適なオフィスづくりのヒントに、
実際のオフィスを見学できる

会計・税務ソフト、見積りソフト、
顧客管理等の業種共通の
パッケージソフトから
福祉、建築、不動産、飲食業など、
業種に特化したパッケージソフトま
で幅広く取り扱っております。
EPSON認定のインストラクターも
常駐しています。

パッケージソフト

会計・税務ソフト、見積りソフト、
顧客管理等の業種共通の
パッケージソフトから
福祉、建築、不動産、飲食業など、
業種に特化したパッケージソフトま

パッケージソフトでは
実現できない貴社オリジナル
のソフトを開発致します。
業種、業務、使用環境、予算に
応じて御社にピッタリな
オリジナルソフトを
ご提案致します！

ソフト、アプリ開発

パッケージソフトでは
実現できない貴社オリジナル
のソフトを開発致します。
業種、業務、使用環境、予算に
応じて御社にピッタリな

簡易的なホームページから、デザイン性の高いホームページ、ショッピングサ
イト、Facebook運用にいたるまでwebにまつわる全てをお任せ頂けます。
ホームページやメールアドレスの「＠」の後ろに表示される
ドメインは会社の看板のようなものです。
取得から、管理までお任せ下さい！

ホームページホームページ/ホームページ/レンタルサーバーレンタルサーバー/レンタルサーバー/ドメイン取得

にまつわる全てをお任せ頂けます。

機密書類、PC等の機密データ
の廃棄を安全に行います。
東洋の廃棄サービスは証明書が
発行されるので安心です！

廃棄サービス（文書溶解廃棄サービス（文書溶解/PC/PC廃棄）

名刺、チラシ、ポスター、
請求書などあらゆる印刷物をお任せ頂
けます！
ロゴ入りの紙袋や封筒、クリアファイ
ル等まずはお問い合わせください！

オンデマンド印刷

名刺、チラシ、ポスター、
請求書などあらゆる印刷物をお任せ頂
けます！
ロゴ入りの紙袋や封筒、クリアファイ
ル等まずはお問い合わせください！

セキュリティセミナーや
マイナンバーセミナーなど
話題のセミナーから、
業務効率UPの為のセミナー
など、定期的に開催しています。
また、新入社員教育も
お任せ下さい！
貴社の希望に合わせた
研修プログラムを企画致します。

セミナーセミナー/セミナー/研修研修/Office/Office教室

セキュリティセミナーや

話題のセミナーから、
業務効率

その他その他

コストを削減したいけど
何から始めたらいいか分からない。
どうやったら業務効率が上がるの？といった
ご相談も是非東洋まで！
課題発見から改善ポイントまで
トータル的にサポートさせて頂きます。
商品提案ではない「改善提案」が東洋には
あります！

お客様からのご要望で、日々取扱いサービスが増えています。
どこに相談したら良いか分からない…そんな時は東洋にご相談下さい！



最新複合機 C5535 搭載！ 10月14日(金)
11月8日(火)

ページ

ホームページ用写真や
会社案内、リーフレット等
お気軽にお声がけ下さい

https://www.facebook.com/Toyo.Co.Ltd/


