
デスクバニー

※ご購入は弊社担当にご相談ください。

￥2900～

新しい職場・新生活にも
そろそろ慣れてきた頃でしょうか?
ぽかぽか陽気が気持ちいい季節。
つい眠たくなってしまいます(笑）

いつでもどこでも暗記ができるよ！

暗記したい部分をマーカーでなぞって
アプリに読みこむと…

なんと、なぞったところが され、
そのマスクをタップすると がみえちゃう！

※AnkiSnapアプリは無償でダウンロードできます。

仲間と暗記シートの交換可能！

【目ざましテレビ】で
取り上げられました!!
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な で し こ

セキュリティニュース

「Internet Explorer」に緊急の脆弱性

Microsoft 社の Internet Explorer に、
悪意のある細工がされたコンテンツを開くことで任意のコードが実行される
脆弱性が存在すると発表されました。

本脆弱性の修正プログラムが Windows Updateで
提供されるまでの間、一時的に Internet Explorer 以外の
ブラウザ（GoogleChrome,Firefox等)を使用してください。
その場合、ブラウザは最新の状態に更新してから使用してください。
ＸＰに関してはサポートが終了しているので、修正プログラムは
提供されません。早急な入れ替えが必要です！

パソコンを自在に操られる
オンラインバンキングの

認証情報が窃取など

①ユーザが悪意あるウェブページを閲覧すると
細工されたコンテンツを含むページが表示される

②その結果、悪意のあるコードが実行される

感染端末から
組織システムへの侵入、
感染拡散

じゃあ、どうすればいいの？

どうなるの？

～ESETシリーズをお使いのお客様～
最新版のウイルス定義データベースにアップデートすることによって、
脆弱性を利用した脅威は、下記の検出名で検出されます。
【検出名】

Win32/Exploit.CVE-2014-1776 トロイの木馬
Win32/Exploit.CVE-2014-1776 の亜種 トロイの木馬
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[NET EYE] は、

無償で提供しているサービスです。

NETEYEは
PCでのインターネット接続と
同レベルのセキュリティー環境で

モニタリングをしています

NET EYEって何をしてくれるの？

機械障害時、
どのエラーが表示されているかわかるから、

必要な交換部品を持ってすぐに対応してくれるんですね！
トナー残量が少なくなった場合も

連絡する手間が省けるから楽ちんです！

[ネットアイ]

自動でカウンター検針を行うので
一時的に利用できなくなることもありません。

状況を常に収集しているので、
トラブルの際の内容を確実に把握！的確な判断が
可能になり、交換部品も速やかに手配できるなど
復旧作業にかかる時間も大幅に短縮します。

トナー残量をメールでお知らせをするサービスです。
また、補充トナーを自動的に配送することもできます。

（自動配送のお申し込みが別途必要です）

紙づまりやエラーコード発生時に監視基準と合致した場合、
お客さまへ状況確認のご連絡をします。

ご存じない方もいらっしゃると思いますので
サービスの一覧をご紹介しますね★

ファームウエア（更新プログラム）を、
インターネットを介して

自動的にインストールを行います。
（手動で行うと30分以上のダウンタイムが…。）

複数機器のトータル使用枚数のほか、用紙サイズ別／
カラー・モノクロ別／使用機能別／デバイス別など、

詳細な使用状況をウェブサイト上で閲覧・集計ができます。

標準

標準

別途申込

別途申込

別途申込

別途申込 有償サービス

★ご使用頂いている機種によっては利用頂けないサービスもございます。
詳しくは弊社カスタマーエンジニアまでお問い合わせください！

別途申込
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i m a g e W A R E
Desktop

ワンポイントレッスン そのFAX紙で出力する必要が
ありますか？

送信だけではなく、受信も電子化すればカウンター料や紙の
削減だけではなく、業務効率UPにつながります！

★11回目の今回はFAX受信から返信までをご紹介します★

落書き機能や
登録されたハンコ
を使って書込み
を行います。

FAXを受信すると
ポップアップが上がります。

imageWARE Desktp画面から、
担当者のフォルダにFAXデータを移動したり
不要なFAXデータを削除したり
返信作業をしたりする事ができます！

※ハンコ登録の方法は
お問い合わせ下さい

変更を保存します。

書込みをしたFAXデータと
FAX送信票を選択して
FAXボタンをクリック。

送りたい順番に
並び替えて
OKボタンを
クリック。

宛先を選んで
OKボタンを
クリック。
送信完了！

FAX送信管理を導入すれば
誰が、どこに、何をFAXしたか
を管理する事も！再送信も可能！
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無料です！

いつも「なでしこじゃーなる」を
手にとって頂き、ありがとうございます。

6/17(火)に「東洋本社」にて
無料のimageWARE Desktop体験教室を1日限定で開校致します。

業務別の時間割となっており、
各回15名様限定とさせて頂きます。

複数受講して頂く事も可能です。

1時限目：印刷業務編

2時限目：PDF編集編

10:30～12:00

実際にPCを操作して頂きながらimageWARE Desktopの機能を体験
して頂く事ができます。

imageWARE Desktopに興味を持って下さっているお客様
購入したけれど、うまく活用できていない…というお客様
もっと活用したい！というお客様、
皆様に喜んで頂ける教室にしたいと思っております。
是非お気軽にご参加下さい。

3時限目：FAX業務編

13:00～14:30

15:00～16:30

定員を超え次第、
締め切りとさせて頂きますので
お早目にお声掛けください。

6/17
(火)

6

17

火
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知っているようで…知らない！？

ファイルサーバ上に置かれているブックは、
一人がそのブックを開き作業をしている間、

読み取り専用になり、作業することはできません。

忙しいのに待ってられない!!
そんな時は

【ブックの共有】を使ってください！

設定方法
①[校閲]タブの[ブックの共有]をクリック

②［編集］タブの[複数のユーザーによる…]にチェックを入れる。

③設定完了すればブックの名前に
[共有]の文字が入ります。

運用編

★確認したい部分を指定。
★どのユーザーがいつ・どのような

変更をしているのか確認ができる。

一つのブックを複数のユーザで
同時に作業をし、

更新することができるようになります。

[変更履歴の記録]を使うと変更された場所を表示させたり、
何回か変更をかけた場所で、最終的に

どの修正を反映させるかなど選ぶことができます。

★適応させたいものを選んで反映ボタンを押す。

ブックの共有によって使用できなくなる機能もあります！！
例：結合・条件付き書式・ワークシートの削除など

注意点！
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そのＰＣ廃棄
本当に安全ですか？

個人情報は目に見えるものだけではありません！
例えば、ネット接続用のＩＤやパスワード、ネットショッピングをした際の
カード番号などは、内部に記録されている場合がほとんど。
完全に消すのは、相当技術に詳しい人でも難しい作業です。

消したはずのデータも復活できる！
ハードディスクを初期化した場合や、リカバリーディスクで
出荷状態に戻した場合も、完全に消えてしまう訳ではありません。
ファイル復旧ソフトも日々進歩しています。
自分で間違えて消してしまった時には便利ですが、悪用されると大変です。

「壊れて起動しないから大丈夫」は正しくありません!
起動しなくても、データは残っています。
「無料で引き取ります」なんて広告も注意が必要です。
知らない間にリサイクル業者に転売されているなんて事もあるんです。

※京都府・滋賀県のお客様限定のサービス
となっております。

毎日新聞静岡版（2005年5月2日）
産廃業者に引き渡された静岡市清水区の市立小中学校のパソコンからハードディスクが盗まれ、
生徒の写真や成績等の個人情報約3,900件が流出した事件に関する記事が掲載されています。

読売新聞東京朝刊（2005年5月24日）
千葉県鴨川市の南部林業事務所が業者に廃棄処分を依頼したパソコンがリサイクルショップで販売され、
中から同事務所が管轄する安房、夷隅郡内の保安林所有者や森林保全巡視員などの住所、氏名
約6,000人分のほか、入札結果や予算などの情報が流出した事故に関する記事が掲載されています。

情報漏洩が起こってしまった場合、賠償金が発生する事もあります。
1件1件は少額でも、流出件数によっては賠償総額が億単位になる事も・・・

情報漏洩
事例

安全・安心なPC廃棄
承ります！

同意書にサイン 不要パソコン
お引き取り

正規産業廃棄物
処理業者に引き渡し

データ記録媒体
物理破壊

素材レベルに分解・熔解資源リサイクル破壊証明書発行

【価格】
データ記録媒体破壊処理費+回収運搬費

2,500円(税別）/一台
※パソコン付属品(モニター、キーボード等）
は上記金額に含みます。
ブラウン管は別途御見積りさせて頂きます。

ECOにも貢献

機密メディアを破壊後
証明書をお渡し致します。
安心してパソコンを廃棄

して頂けます。

※データ消去ソフトでのデータ消去が必要な場合は
別途御見積りさせて頂きます。
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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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