
pupupu オッポペット

①新種、亜種のウィルスもNo.1の高い検出率！

② PCへの負荷を抑えた快適なスキャン動作！

③購入時・更新時のコストメリット！

※ご購入は弊社担当にご相談ください。

★しっぽを取り外すと
USBに変身！★

『いるか』『リス』『ねこ』と
種類も豊富★

オリンピックも日本は大健闘！
大興奮して応援しているうちに

気づけば暖かい日差しが・・・(^_^.)
もうすぐ春ですね★

パソコンの端に
ちょこっと出ているシッポ・・・

とにかく可愛いです。

￥2480～

ESETが選ばれる理由

ESETは判断しずらいウィルスの検出率が非常に高く、
これから増えてくる新種・亜種のウィルスもただちに動作をブロックします！！

そこで・・・ESET！

XPサポート終了に伴いウィルスが
多く出回るとウワサされていま

す。

他メーカーのウィルスソフトは、ウィルスかどうか
判断しずらいものは、ほぼ通してしまうのが現状です。

※パッケージ版とライセンス版があります。
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知っているようで…知らない！？

Excelの右上のこの部分ってご存知ですか?

★office2007以降の機能です！★

このクイックアクセスツールバーには［上書き保存］［元に戻す］など、よく使う
ボタンが最初からあります。その他にも自分がよく使うボタンがあるなら、

ここに登録しておくと、タブを切り替えなくていいので、すぐに使えて便利です。

登録方法
①よく使うボタンを右クリック！

※最新の2013ならこんな感じ。
自分仕様でカスタマイズしてます！

これを
【クイックアクセスツールバー】

と言います！

②［クイックアクセスツールバーに追加］をクリックすると

★完成★

応用編 タブの中に表示がないボタンも
Excelのオプションを使うと自分の好きなようにカスタマイズできます！

【印刷プレビュー】

【電卓】

【スクリーンショット】

は便利なので愛用してます！
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i m a g e W A R E
Desktop

ワンポイントレッスン
デスクトップ上にある

それぞれのメニューの詳細な設定の変更、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

何が出来るか
ご存じですか？

「簡単印刷ツール」といってファイルをアイコンにドラッグする
だけで色々な事ができる便利な機能なんです！

・色々なファイル形式を一度にドラッグ可能
・フォルダ丸ごとドラッグも可能です！(ver3.03から）

印刷中・・・

★今月は下段の３つをご紹介★

ファイルの順番を変更できます

※簡単印刷ツールは
ver3からの機能です

ページの入れ替えや
不要ページの削除など、
細かい体裁設定が可能です。
印刷だけではなく、
ページ設定が必要なFAX送信や
PDF作成もこちらから

よく使用する印刷設定を
1つだけ簡単印刷ツールに
登録する事ができます
ドラッグするだけの
簡単印刷設定！

アノテーションを
画像として保存したい時
(書込みをした文字やハンコ等
を移動や削除されたくない時）

PDFにパスワードを
付けたい場合は
こちらにドラッグ！

＆
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ゼロから学べる
「バックアップ」入門

気にはなるけど、よく分からない…

バックアップって本当に必要なの？

どんなデータが必要なの？
新しいパソコンを購入する事を想像して下さい。
移行して欲しいデータはどのデータですか？
そのデータのほとんどがバックアップが必要なデータです。

パソコンが壊れても、お金や時間をかければ復旧できるかもしれませんが、
データが消えてしまうと、いくらお金や時間をかけても復旧できない時は
どれだけ頑張っても復旧できません。

どこにバックアップをとるの？
バックアップデータの管理保管場所は大きく分けて２つ。

社内

更に

社外

サーバー
NAS

USB/外付けHDD
レンタルサーバー/クラウド

有料 無料

更に

NASって何？ 有料と無料はどう違うの？
ネットワークに接続して利用する
ハードディスクでファイルを皆で共有
したり、複数のPCのバックアップデー
タを保存したりできます。

データを複数のハードディスクに保存
することで、性能と耐障害性を同時に
確保するための技術です。

RAID（レイド）って何？

簡単に言うと、
有料→銀行の貸金庫
無料→コインロッカー
貸金庫は、使用者しか中に入る事がで
きないので高いセキュリティが確保さ
れます。コインロッカーは誰でも使え
て、でも鍵はかかる。一定のセキュリ
ティは保たれます。

な で し こ
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社内 社外OR

どっちがコストがかかるの？

どっちが安全？

導入後の運用は？

先行投資が必要！ ランニングコストが必要！
1カ月、1ユーザーなどの
単位で、使用量に併せた
コストが必要。保存領域は
プラン変更で可能だけど
ランニングコストが増加。

ハードウェアやバックアッ
プソフトなどのイニシャル
コストが必要。でも大容量
保存領域を確保できる。

リスクは低いが要注意！ リスクは高いが安全！
外部に情報を置くため比較
的リスクは高いが、
高いセキュリティで守られ
ている。

社内に配置するため、比較
的リスクは低いが、外部か
らの不正アクセスを防ぐ為
セキュリティが必要。

管理は大変！でも・・・ 管理は楽！でも・・・
決まったサービスの為
カスタマイズ性は低い。

自社の運用に合わせたハー
ドウェアやソフトウェアを
用意出来る。

サーバー NAS 有料

保存するデータやデータの重要性によって保存場所を選んで下さい。
社内での保存は物理的な破損の危険性もあります。
サーバーやNASへの保存と有料サービスを使った社外での保存。
BCP対策の意味でも二重のバックアップ保存をお勧めします！

おすすめは、この３つ！
是非、
ご相談下さい
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大切な会社情報を守るため、

弊社では廃棄パソコンのデータ
を確実に消去してから、

リサイクル処理をすることを
推奨しています。

【価格】
データ記録媒体破壊処理費+
回収運搬費

2,500円/一台

※付属品があれば、上記金額に含みます。

伝票や帳簿といった
財務関係の書類や

保存期間の過ぎた書類を
安心・安全に処理します。

燃やさず溶かして処理する
ので、CO２の発生も

抑えられ、紙も再利用する
ので、とってもECOです！

倉庫に溜まった書類は
段ボールに入れて

溶解処理しませんか？

お客様に安心して
パソコンを廃棄して頂けるよう
処理後に破壊証明書を
お渡ししています。

詳しくは
東洋HPから

サイトをCheck!!

東洋 機密書類
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会社案内用の簡単なホームページから
キャンペーンサイト、最先端のレスポンシブサイト、
公開後の運用方法やサイト存在価値、
コンバージョン(目的となる数値)まで
踏まえて制作いたします。

スマートフォンからのアクセスが増加しています。
短納期・低コストで叶える既存PCサイトの
スマホ版制作や、スマートフォンでの
WEB戦略に基づいたスマホサイト制作を行います。

楽天市場をはじめ各種ECモールや
オリジナルのオンラインショップを
「結果を出す」ための戦略・戦術づくりから
サイト制作・運営までお手伝いします。

お客様がご自身で更新できるCMSサイトや
内部ブログ、データベースの構築など
WEBを継続的に活用するための仕組みを
WordPressのフルカスタムや
オリジナルシステムで実現します。

世界のWEB利用の20％を占めるまでになった
FaceBookの企業ページ運用コンサルティングをはじめ、
TwitterやLinkedIN・Pinterestなど各種SNSを利用した
企業戦略もお任せください。

Webサイト制作前の戦略・戦術づくりから
公開後のアクセス解析・分析・PDCAのご提案を
オンライン・トゥ・オフラインを基本として
コンサルティングサポートいたします。

【お客様のソリューション事例】

より深い、思いやりのある医療を
【医療法人 恭昭会 彦根中央病院】様

シルク/正絹の織・染め・企画
【株式会社黒香師工房】様

その他ソリューション事例は弊社HPに掲載しております
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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カスタマーエンジニアまでお問い合わせください！！

□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
□舞鶴支店 〒624-0914 京都府舞鶴市字下安久小字小分９９３ □宇治支店 〒611-0043 宇治市伊勢田町遊田６９－３

ＴＥＬ (0773)78-5111 ＦＡＸ (0773)78-5100 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

お客様
アンケートのご協力
をお願いします！

このハガキが届いたら
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