
フルーツメモ

※ご購入は弊社担当にご相談ください。

最近では日本の春・秋が
少ないような・・・？

ほんとに９月になっても暑いです。
この秋も一瞬で終わりかなぁ。（笑）

★吸着面に紙を載せると、紙がすぐに貼り付きます。

★ノリやピン、テープなどで止める手間がいらず、
非常に便利です。

★スタンドの角度は2段階で調整することができます。

★単3形アルカリ乾電池を4本使用。
約9ヶ月使用することができます。

電子吸着ボード「ラッケージ」は、
吸着面に微弱な静電気を発生させることで、

紙類を吸着させるボードです。

まるで本物の果物のように見える
ブロックメモです。
ヘタには本物の木の枝が使われ、
種までプリントされているこだわりよう。
デスク上で置いておくだけでもとてもかわいいですよ。

￥2000～
果物屋さんのようなケースに入った
6個入りもあり、ギフトにも最適！

※微弱な静電気のため、人体に影響はありません。
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な で し こ

あるあるワンポイント講座

よくあるトラブル。
もしかしたらちょっとした事が原因かもしれません！
そんな「よくあるトラブル」を
解決できるかもしれないワンポイント講座です

印刷ができなくなっちゃった

印刷ができなくなった時のチェックポイント

PCの再起動でなおる事もございます。
それでも印刷できない場合は、ご連絡下さい！
様々なトラブルに対応できるサービスをご用意しています！

【無線LANで接続している方】
パソコンの無線LANスイッチは「ON」
になっていますか？
パソコンによって場所が異なります。

【有線LANで接続している方】
ケーブルを完全に抜いてからカチッと
音がするまで差し直してみてください。
先端の「ツメ」が
折れていたりすると
きちんと刺さりません。

【社内の全てのパソコンが繋がらない時】
ルータの電源が切れていたり、LANケーブルが
抜けていたりしませんか？
また、マニュアルに"正常"と書かれた色が点灯
していない場合は、ルーター側が原因の可能性
が高いです。

主電源を５分程度
OFFにしてからON、
その上でパソコンやその他の端末を起動してイ
ンターネットに繋がらないかをお試し下さい。
電源ボタンが無い場合はコンセントを抜いて
下さい。

【再起動だけでなおるかも？】
複合機の電源を「ON,OFF」して
再起動をしてみて下さい。
再起動だけで出力できる様になる場合があります。
※電源ボタンは機種によって異なります。

インターネットは繋がりますか？

インターネットが繋がらない場合は下記をチェックして下さい
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知っているようで…知らない！？

今回はよくあるエラー値のご紹介です！！
数式を入力すると、エラー値が表示されることがあります。

これって何??って思ったことありあませんか?

値を０で割ると表示されるエラーです。

① #DIV/0! (ディバイデッド・バイ・ゼロ)

エラー値 読み 意味

#DIV/0! ディバイディド・バイ・ゼロ ０で割り算を行った

#REF! リファレンス セルが参照できない

#NAME? ネーム 関数名やセル範囲名などの
名前が正しくない

※正しい値を挿入すると直りますが、
値を０で割るしかない場合は、

空欄か答えとして０を入れます。

関数に含まれる参照セルがない場合に表示されます。

② #REF! (リファレンス)

すでに完成された数式を修正している時に、
値を参照してあったセルを削除してしまう、

という事が多いようです。

エラーが出てしまいます…

数式にある【D】列を削除してみると…

② #NAME? (ネーム)

関数名・セル番地の入力ミスで表示されます。

慣れておられる方は数式や関数を手入力で作成されること
がありますが、その際に起こる入力ミスで

表示されることが多いです。

「#N/A」「####」「#NULL!」「#VALUE!」などこれ以外のエラー値もありますが、
今回は上記の3つのご紹介です！！

★これ以外のエラー値にも
ご興味がある方は

是非インターネットで調べてみて下さい！
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i m a g e W A R E
Desktop

ワンポイントレッスン 電子の受け入れ箱があれば、紛れて無くなる
事もなくなり便利だと思いませんか？

imageWAREDesktopにはマイトレイという機能があり
個人の受け入れ箱を作る事が可能です。

３
「マイトレイ」の完成です！他の方にも同じ手順で
「マイトレイ」を作成してもらいます。

自分の受け入れ箱（マイトレイ）を作成します

次に、他の方の受け入れ箱（マイトレイ）に文書を入れられる様に設定をします

1
ツール→マイトレイの設定
をクリックして下さい。

2

参照ボタンを押して「マイトレイ」を作成する場所
（共有フォルダ）を選択して下さい。
※指定した共有フォルダの中に【フォルダ名】に入
力した名前のトレイが作成されます。

右部分のボタンが並んでいる所の
空いている部分で右クリックして
作成→送信トレイの一括設定を選択。

1

２

□木村
□田中
□杉浦

名前が表示されるので
必要な方のトレイに
チェックを入れて下さい。

担当者名のボタンが
出来あがります。

参照ボタンを押して
マイトレイを作成した
共有フォルダを選択します。

実際にファイルを担当者のフォルダに入れてみます

３

ファイルを選択して
担当者のボタンをクリックします。

４
コメントを入力します。

担当者のPCではポップアップが上がります。

５
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Windows Server 2003 サポート終了目前への準備

サーバー置き換えのススメ

古いサーバーは、ハードウェア・OSの両方でリスクを抱えています。
リスクが顕在化する前に、対策を始めるなら今です！！

Windows
サーバーOSの
バージョン
（カッコ内は
マイクロソフト
サポート状況）

Windows
NT 4.0

WindowsServer
2003/2003R2

Windows
2000

【2015年7月
延長サポート終了予定】

リスク
あり!!

WindowsServer
2008/2008R2

【2015年1月標準サポート終了予定】
【2020年1月延長サポート終了予定】

WindowsServer 2012

ハードウェアのリスク OSのリスク
★ハードウェア老朽化、交換部品の枯渇 ★新規セキュリティ問題への対応

ハードウェア老朽化に伴う呼称で、システムが
停止してしまうだけでなく、交換部品の枯渇により
そのハードウェアの復旧が出来なくなり、
システムを再開できなくなる恐れがあります。

マイクロソフト社は、Windows Server 2003／
2003 R2の延長サポートを、2015年7月に終了します。
それにより、マイクロソフト社による
セキュリティパッチの新規作成が終了します。
そのため、新たな脆弱性が見つかった場合に、
その静寂性を狙った攻撃を防ぐことが難しくなります。

格好の標的！攻撃の踏み台に

データの
改ざん・削除

覗き見

悪意の
ユーザー作成

ウィルスソフトがあれば大丈夫で
は?

★仮想化機能が強化！
1台で複数台の働きが出来ます。

最新サーバーOSのメリット
★64bit対応・スペック向上で、

処理性能が大幅向上してます。

★セキュリティー強化・長期サポートで
これから10年近くは安心してご利用頂けます。
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ドキュメントナビゲーターって何？

ドキュメントナビゲーターをご導入頂いたお客様の声♪ 効率

今なら体験版でお試し頂けます！

さらに便利に！

さらに便利に！

格納したいフォルダを
複合機のパネル上で
選択するだけです！

スキャン

紙文書

簡単仕分け！

簡単リネーム！

リース契約_ABC商事_高橋

その名の通り、ドキュメント（紙文書）をスキャンする際に、
保存先フォルダにナビゲートしてくれるとっても便利な
アプリケーションです！フォルダ名も簡単につけることができます！
簡単登録！簡単保存！で文書管理のお役に立ちます！！

■誰もが間違うことなく、ルール通りの「フォルダ分け」「ファイル名変換」
が複合機上で簡単にできるので、新入社員にも安心して任せられます！

■統一されたファイル名で管理でき、ファイルの検索が簡単になりました！

■操作ステップが減り、スキャン作業時間が大幅に減って助かっています！

■誰もが間違うことなく、ルール通りの「フォルダ分け」「ファイル名変換」
が複合機上で簡単にできるので、新入社員にも安心して任せられます！

■統一されたファイル名で管理でき、ファイルの検索が簡単になりました！

■操作ステップが減り、スキャン作業時間が大幅に減って助かっています！

あの人に電話したい、
メールしたいとき
すぐに連絡先を

見つけられますか？

書類作成
一から打ち直して
いませんか？

名刺をスキャンしてデータ管理！ 紙文書をスキャンしてExcelやWordファイルに！
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な で し こ

セキュリティニュース
大規模個人情報流出事件がニュースで報道されていましたよね。
そこで、情報漏洩について考えてみたいと思います。
情報漏洩は信用失墜、損害賠償等、大きな損失に繋がります。

気をつけるべきポイントは大きく分けて３つ

持ち出し 廃棄 ウイルス

前回に引き続き、「持ち出し」について考えてみたいと思います。
USBメモリなどの記憶媒体は大量のデータを手軽に持ち運ぶことが
できる反面、紛失などによって重要情報を漏洩し、企業の信用を失
う危険性もはらんでいます。
適切に管理、使用制限を設定することが必要です。

【記憶媒体を使用する際に気をつけたい事】
①誰でもデータを持ち出せるのは危険です
★持ち出し可能な媒体を決める
（個人のUSBは使用させない等）
②持ち出されて困るデータはありませんか？
★誰がどのデータを持ち出したのか管理する

大切な情報を守るお手伝いをさせて
頂きます！是非ご相談下さい。
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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

バックナンバーはHPでcheck★
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