
あっという間に5月になりました。疲れた体に、
ゴルフボールでのマッサージがおすすめ☆
袋に入れて寝ころび、肩と床の間に置いてコロコロ。

デスクワーク時も足ですると気持ちいい
…ってニュースでやってましたよ！（笑）

今回ご紹介するのは「ラバーバンド」。
要するに輪ゴムです。

りんごのつまみ部分は なんと香り付！！りんごのつまみ部分は、なんと香り付！！

ミッキーやプーさん、スティッチ・
シンデレラもあります！

お値段は￥350～￥600でした！
（アマゾン調べ…(*^_^*)）

●耐衝撃構造を採用したネットワークカメラ
●水平画角82°の広角レンズを搭載

光学2.4倍（デジタル4倍）
●映像圧縮通信エンジン「DIGIC NET」による

高画質で滑らかな動画配信

ネットワークカメラ
VB-C500VD



紹介が遅くなりましたが……、2013年4月1日、東洋に新入社員３名が入社しました！
ということで、フレッシュさ溢れる彼らを紹介しま～す♪

松浦 優哉
勤務地：本社

藤井 心
勤務地：滋賀支店

金丸 尚弘
勤務地：本社

Matsuura   Yuuya Fujii Shin Kanamaru Naohiro

趣味…野球観戦
好きなチーム
…ヤクルトスワローズ
「一日も早くお客様に

趣味…お寺巡り、
ケーキ屋さん巡り、
劇団四季を観に行くetc…
「早く仕事を覚えて、

趣味…映画鑑賞
好きな作品
…Back to the future
「一刻も早く技術を習得日も早くお客様に

信頼していただけるよう
頑張ります！」

早く仕事を覚えて、
一人立ちできるように
頑張ります！」

刻も早く技術を習得
して、お役に立てるよう
頑張ります！」

よろしくお願いします!!!

Canonセールス研修、
受講修了いたしました !!

4/8～19の2週間★
新入社員の松浦・金丸・藤井と、
1月入社の一ノ宮・安井の5人は、
キヤノン・マーケティング・ジャパン
セールス研修を受講してきました!!
お客さまに信頼される東洋社員
として、日々成長中の私たち。
もちろん全員、真剣に取り組んで、
レベルアップできました！
これからも東洋フレッシャーズとして
成長し続けます!!!
すべてはお客様のために…。



様々なソリューションを
ご用意しております。

詳しくは、担当営業またはサービスマンまで・・・



一見普通のマウスなのに・・・・
ボタン一つでスキャンができる！！

スキャンしたデータはトリミング・回転・消しゴムなど
編集可能！他のアプリケーションにも貼り付けられます。

●幅６０×奥１１５×高３７ｍｍ●解像度：４００ｄｐｉ
●最大読込サイズ：Ａ４（環境により異なる）
●記録フォーマット：ＰＤＦ，ＪＰＥＧ，ＴＩＦＦ，ＢＭＰ， ＸＬＳ，ＤＯＣ

【KING JIM】
マウス型スキャナ

http://www.kingjim.co.jp/sp/msc10/
で体感シュミレーションできます！！

【サンワサプライ】
電卓テンキー

電卓の計算結果をパソコンに簡単転送できる
★電卓テンキー★

簡単スキャンで書類も写真もiPadへ！
iPadを使用する営業マンに最適！

小さな切抜きから名刺・A4原稿までスキャン可能。解像度
が高く大切な写真や小さな文字も美しくデータ化できます。
●対応機種：Apple iPad（第3世代）・iPad 2・iPad
●対応OS：iOS 4.3.5～iOS 6.0
●W308×D111×H72mm●解像度：300ｄｐｉ
●最大読込サイズ：Ａ４●電源：USBポートより供給
●記録フォーマット：ＰＤＦ

●USBケーブルを抜くと通常の電卓として使用でき、ケーブルを
接続するとテンキーとして使用可能です。また、テンキーとして
使用中に、電卓とテンキーをボタン1つで切り替え可能です。

●税率を設定し、「税抜」「税込」を一発計算可能です。
●電卓の計算結果をパソコンに簡単転送できます。

【サンワサプライ】
iPad専用スキャナー

あったら便利かなー？って思ってた
『電卓テンキー 』が見つかりました！！



①開いているエクセルはそのままで
スタートメニュー からもう1度
エクセルを起動してエクセルの中で
ファイルを開いてください(*^_^*)

②メニューの【開く】でエクセルの中から
使いたいブックを開きます！！

知っているようで…知らない！？

タスクバーで表示を
切り替えられるだけ・・・

連載開始！

エクセルファイルを並べて見比べたいと
思ったことありませんか？でも・・・
こうなってしまう・・・(T_T)

長い文字列の場合、
隣に文字が入ると見えなくなってしまいます・・・(T_T)

①列番号上で
をドラッグ。

列を選択して・・・

②列番号の境界線上で
になったらダブルクリック！！

エクセルを開いている状態で！

完成！！

完成！！

でも！複数列を一気に文字列の長さに合わせて
列幅を調節できるんです！！

画面を調節して・・・・



スマートデバイスの活用と

セキュリティ対策セミナー

ビジネスをさらに進化させる提案をお届けします。

〈〈Seminars〉〉

11 「スマートデバイスの利⽤におけるスマートデバイスの利⽤におけるBYODBYODの進め方の進め方」」

22 iPad/iPhoneを活用して実現する『新』お仕事術

33

iPad/iPhoneを活

用して実現する
『新』お仕事術

Seminars
セミナー

「スマートデバイ
スの利用におけ
るBYODの進め

方」

スマートデバイ
スの活用におけ
るリスクと対策

開催時間：13：15〜14：15 講師：e-Janネットワークス株式会社様

開催時間：14：30〜15：30 講師： KDDI株式会社様

会場
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 京都営業所

京都市中京区烏丸通四条上ル笋町689

京都御幸ビル9階

最寄り駅： 市営地下鉄烏丸線四条駅

22番出口より徒歩2分
※駐車場はご用意しておりません。恐れ入り

ますが公共の交通機関をご利用下さい。

★
詳しくは御社担当の

カスタマーエンジニアか
営業担当に
お声かけください☆

33 スマートデバイスの活用におけるリスクと対策

〈〈展示room〉〉
名刺の整理と活用のご提案

スマートデバイスのセキュリティ対策とIT資産管理

スマートデバイスでWeb会議

外出中でもFAX…どこでもオフィスPDFの安心活用とセキュリティ管理

開催時間：15：45〜16：45 講師： キヤノンマーケティングジャパン株式会社



知ってましたか？
Hi！東洋オリジナルキャラクターのApache（アパッチ）です！
またまたCanon複合機のナイスな機能を紹介します♪
今回は「スキャン」機能第２弾!!!
「プル・スキャン、プッシュ・スキャン」♪
一体なにか！要はプッシュ・スキャンがとっても楽だってことが
言いたいんですが…（笑）！

僕と一緒にLet’s  SCANNING!!!

プル・スキャンの場合だと…
●まずNetwork Scan Gearをインストールしないといけません。

PCでソフトを立ち上げて…Cでソフトを立ち上げて

まずコピー機まで行って、
オフライン→オンラインに

切替！

パ
ソ
コ
ン
に
戻
っ
て
、

画
像
を
確
認
し
て…

原稿をセット！ またコピー機まで行って
オフラインに戻す！

プッシュ・スキャンではなんと!!!★☆★

原稿をセットして、
スタートを

押すだけ！！！

こんなに楽になった

プッシュ・スキャンが

ImageRUNNERADVANCE
からは標準機能になりました♪

スキャン機能が
はかどるはかどる～～♪♪♪



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
□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


