
★今月の限定商品★

★ミッキーマウスマウス？★

★ミッキーマウスシュレッダー★

なでしこroomへようこそ！

ビジネスプロジェクター

軽く、明るく、使いやすく、HDMI搭載で

EB-S12HC3

お得祭りモデル 受付期間：3月28日まで

いちのみやけんすけ

名前：一ノ宮 健輔
入社：2013年1月入社
職種：営業
趣味：ラグビー
コメント

新入社員の一ノ宮です(*^_^*)
ラグビーを辞めてから太りすぎ
て今はダイエット中です。営業
で御社にお邪魔するかもしれ
ませんがその時に力仕事があ
れば声をかけてください！！
お手伝いします☆

よろしくお願いします。

新入社員紹介
やすい ちあき

名前：安井 千晶
入社：2013年1月入社
職種：営業
趣味：音楽鑑賞
コメント

皆様に少しでも最適なご提案
が出来るよう、今は先輩につ
いてひたすら勉強の日々です。
『営業』を通した新しい出会い
や、価値ある会話が大好きな
ので楽しみながら地道に経験
を積み重ねる構えです。

今後もなにとぞよろしくお願い
申し上げます。

ワンランク上の機能をこのサイズに！！
お得祭りモデル 受付期間：3月28日まで

80型ワイドスクリーン付 EB-S12HC3

￥44,500￥49,800





福知山市から車で約１~２時間の場所､
与謝郡､宮津市､京丹後市があります。

この地域は冬になると雪が１日で１
メーター以上も降る事があり､雪が積
もると車を走らすのも大変です。

この地域で私は約100台の複合機の
メンテナンスをしています。
近年､複合機はｺﾋﾟｰ､FAX､ﾌﾟﾘﾝﾀｰ､
SCANなどの機能が一体となったもの

が標準となってきて､この複合機が動
かなくなってしまうと､御客様の業務が
止まってしまい大きな支障がでてしま
います。

この地域でサービスをさせていただいていていつも心がけていることは「複合機を止めない」と
いう事。コピー機が動かないと連絡受けてもすぐに駆け付けることができない地域なので､消
耗品の管理や､悪くなってる部品の事前交換は必ずおこなっています。

できるだけ調子が悪いと連絡を受ける前に､修理をして､効率よく御客様を訪問できるようにす
るため配達に行った御客様のところでも複合機を見せてもらう事はよくあります。

雪が多く降る丹後地域ですが､､､
旅館､土産店､等はいつも以上に忙しくなります。
もう１度､気を引き締めて行きたいです。
福知山支店 Y.T

従来のカウンター方式
ではない機種です！！

ご興味があれば
カタログを
お持ち致します☆



オフィス診断してみませんか？

オフィス環境のどこが問題で、何から手をつけたら良いか分からない

YES NO

改善ポイントを見つける手伝いをして欲しい

コスト削減と生産性向上を効率的に進めたい

現状を把握して、今後の方向性の参考にしたい

☞チェック１

YES NO

YES NO

YES NO

☞チェック2

☞チェック3

☞チェック4

Step1

オフィス環境にまつわる27問3択式アンケート

「コスト削減」「効率化」「セキュリティ」などの7つの観点で診断

「オフィス簡易診断書」をお客様の元にお届けします

ひとつでも当てはまる項目があれば・・・

「オフィス簡易診断プログラム（無償）」をｵｽｽﾒします！

Step2

Step3

レーダーチャート

項目別診断結果

ご希望の方は担当営業またはサービスマンまで



After
用紙：約36%削減
既存文書量：約50%削減
書類保管場所：約43%削減
出力機消費電力：約95%削減

etc・・・

オフィスツアーは予約制です。ご希望の方は担当営業またはサービスマンまで・・・

キヤノンマーケティングジャパン大阪支店
オフィスツアーのご案内

実際に抱えていた課題をどの様に改善したのか
実際のオフィスを見ながらBefore・After形式で紹介

ちなみに弊社はというと・・・
ちょっとだけご紹介します(^^)

セキュリティーとコスト削減の為に
弊社では留め置きプリントを導入！

IC認証を導入しています。
社員証で認証!

ログイン☆
私だけの画面です

白黒設定/部数
の間違いが無いか確認！

確認してからプリントアウト

通報メールを表示 GPSで社員の現在地を表示

その他にも、
支店とのテレビ会議にも使ってます！

個人の机がありません…
あるのはこのロッカースペースだけ…
場所を取る資料は、できるだけ電子化!
データにしておけば紛失の心配も無いし、
資料を探す手間もありません♪
ゴミ箱も無いのでゴミもあまり出しません!

弊社では、iPadを
導入しています☆



放置プリント

白黒で良かったのに
カラーで出しちゃった！

出力部数
間違えちゃった！ 情報漏洩防止

カラーモード変更

おためし印刷

出力体裁を確認する為に、1部だけ
出力して確認する事ができます。

印刷設定変更効果測定機能

間違えた！

留め置きプリントで
無駄な印刷コストを抑えます！

コスト削減

そんなお悩みを
解決します

複合機のパネル上から
カラー文書/2色文書をモノクロ文書
に変換することができます。

部数変更

複合機のパネル上から
出力部数を変換することができます。

月毎に集計結果を表示

日毎に集計結果を表示

効果測定機能 PCから印刷実行したけれど、結果的に
出力しなかった文書数を集計し削除率
を算定。効果測定に貢献いたします。

さらに

利用状況を視覚化利用状況を視覚化利用状況を視覚化利用状況を視覚化

心理的にムダを削減

えらんでマイプリント（iWAM Simple同梱版）¥49,800



共用レンタルサーバ
NTT西日本データセンター内
データセンターは

選べる３つのプラン
プラン 2000

ディスク容量
メールアドレス 10個月額 円

プラン 3000

プラン 5000

お問合せ 075-591-5111

月額 

月額 

2,100

円3,150

円5,250

ディスク容量

ディスク容量

2G

4G

20G

メールアドレス 30個

メールアドレス 無制限

お手軽に始めるにはお勧めです

メールアドレスが 10個以上必要なら

メールアドレスが無制限！

ドメイン取得・維持管理もお任せ下さい！

震度７クラスでの耐震性
24時間 365 日での有人監視

空調設備・防火設備
自家発電・安定電源供給
先進的で万全なセキュリティ

安価なデータセンターとは違います！
国内設置の最高水準のファシリティ！

（税込）

（税込）

（税込）
＊全てのプランで初期設定料　5,250円（税込）が必要です。

.comなら￥3,490 ～

株式会社 東洋 担当：

安価なデータセンターは海外設置が多いです

＊ドメイン維持管理費が別途必要です。

汎用 .jp なら￥6,980 ～



＜こんなお客様にｵｽｽﾒです＞
★最新の複合機をちょっと⾒てみたい
★電子化に興味がある
★コストを削減したい
★業務効率をＵＰしたい

事務所前まで
伺います

２月 １３ （水） ・１４日（木）
１０：００～

株式会社東洋 公式フェイスブックペ ジ

株式会社東洋のお客様サポートチャンネル

お客様サポート窓口としてご利用いただけます。

『いいね』ボタンをクリックするだけ！！

次回デモカー
ご案内

掲示板

ご興味がある記事がございましたら、
お気軽に担当営業またはサービスマンまでお問い合わせください！！

担当

□本 社 〒607-8162 京都府京都市山科区椥辻草海道町9-5 ＴＥＬ (075) 591-5111(代)ＦＡＸ (075) 501-1400
□DATA SYSTEM〒607-8162 京都府京都市山科区椥辻草海道町9-5 ＴＥＬ (075) 501-6616       ＦＡＸ (075) 592-3030
□福知山支店 〒620-0061 福知山市荒河東町 103番地 □宇治支店 〒611-0043 宇治市伊勢田町遊田６９－３

ＴＥＬ (0773)24-1005 ＦＡＸ (0773)24-1003 ＴＥＬ (0774)23-7135 ＦＡＸ (0774)25-6225
□滋 賀 支 店 〒525-0027 草津市野村２丁目１２－２４ □彦根営業所 〒522-0041 彦根市平田町421 Nasu1ビルA2号

ＴＥＬ (077)562-7305 ＦＡＸ (077)562-7322 ＴＥＬ (0749)22-5635 ＦＡＸ (0749)22-5665

株式会社東洋 公式フェイスブックページ
http://www.facebook.com/Toyo.Co.Ltd

株式会社東洋
公式ツイッターアカウント@TOYO_Apache
https://twitter.com/TOYO_Apache

画面右上の『鳥の羽』のボタンから
140文字以内でツイート内容を入力！


