
おしりスタンド

※ご購入は弊社担当にご相談ください。

￥800～

いよいよ梅雨の時期になりました。
今年は梅雨明け が遅くなるらしく・・・。

部屋の中で楽しめることをいっぱい考えないと（笑）

文章をペン先でなぞるだけで
テキストデータに変換できる、OCR機能搭載の

ペン型ワイヤレススキャナー！
PCやスマホに自動入力できます！

Windows/Macパソコン
Androidスマートフォン
AndroidタブレットPC

★対応機種★ 資料作成⽤のちょっとした記事の保存や
翻訳機能も付いていてすごく便利！！

今回ご紹介するのは
ディズニーの【おしりスタンド】です！

スマホを置くのにぴったり！
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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

インターネットに繋がらなく
なっちゃった

インターネットに繋がらない時のチェックポイント

それでも繋がらない時はご連絡下さい！
色々なトラブルに対応が可能です。
安心できるオフィス環境作りをサポート致します。

【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。

【セキュリティソフトが影響しているかも？】
ガードが固すぎたり、危険をより強く封じ込める
設定にしていると、Webブラウザとインターネッ
トとの通信を遮断してしまうことがあります。
セキュリティソフトを停止して
パソコンを再起動してみてください。
停止して繋がった場合は
セキュリティソフトの設定を変更するか、
ソフトそのものを変えてみてください。
設定方法が分からない場合はご相談下さい。
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知っているようで…知らない！？

Excelで表を作成したものの、
後から列の順序を入れ替えたくなるときがありませんか？

切り取り・貼り付けを使っていませんか？

そんな時は
【Shift】+ドラッグを使ってください！

操作方法
①移動させたい行（地区）を選択する

②選択している部分の枠線にマウスポインタ を合わせて
持っていきたい場所まで【Shift】を押しながらドラッグする

★【地区】を【機種】・【導入年月日】の間に移動させてみます。

★shiftを押し忘れてしまうと
既存データとの置き換えになってしまいます。

勤怠管理などされていると
社員の方の入社してからの経過年数が
知りたかったりするみたいですね。

Excelで経過年数を表示するには
数式の入力が必要になります。

①

②

DATEDIF関数でそれぞれ経過年数・月数・日数を数字で
表示するのですが、[年・月・日]などの単位を表示するこ

とができません。それを【＆】で付け足しています。
しかも一つのDATEDIF関数では年（Y）しか表示できな
いので、月（YM）、日（MD）も【＆】で付け足すと

非常に長い数式になります（笑）

①【A1】に今日の日付を入力します。（入力した日にちまでをカウントするので必ず必要です。）

=DATEDIF(C3,$A$1,"Y")&"年"&DATEDIF(C3,$A$1,"YM")&"ヵ月"&DATEDIF(C3,$A$1,"MD")&"日"

②あとは計算結果を出したい場所をクリックして下記の通り入力します。

カウント開始日 終了日
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i m a g e W A R E
Desktop

ワンポイントレッスン このページだけ2in1にしたい
という時はありませんか？

imageWARE Desktopを使うと細かいページ設定を行う事
ができます。カウンター料金などの印刷コストを抑えられます！

この４ページを2in1で印刷したい。
最後の余白もなくなるし・・・
といった場合。

４ページ目を
右クリックして
「新しい章を追加」
をクリック！
【章の始まりページ】

を設定します

①印刷設定を変更したい
ページだけを「章」として
指定をします。

②「章」に対して
印刷設定を行います。

印刷設定を行う
４ページから７ページまでを
「章」として指定します

「章」として設定
できました！

「選択した章の
ページ集約の設定
を行う」にチェック！
2in1を選択して

下さい

印刷設定を行う
章で右クリック！
「章の設定」を
選択して下さい

imageWARE Desktopには
「章の設定」という機能があります。
特定のページを「章」として設定
する事で部分的なページ設定が可能
になります。

同じ要領で
【ここからは別の章ですよ】
という設定をします
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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。
7/16(水)に「東洋本社」にて
無料のiPad体験教室を1日限定で開校致します。

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。

実際にiPadを操作して頂きながらの体験教室です。

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。

7/16
(水)

iPad
体験教室開校！

駐車スペース：5台

お車でお越しのお客様は担当者
にお伝え下さい。

11:00～12:00 13:00～14:30

15:00～16:30

iPadの使い方
～基本操作体験～

仕事で使える便利アプリ
～アプリ体験～

ビジネス活用術
～iPad実務体験～

iPadってどう使うの？
iPadの基本的な使い方を
体験して頂ける内容です。
初心者の方向けの体験教室です。

仕事で使える便利なアプリをご紹介
します。場所にとわらわれない
働き方を発見できるかも？

iPadを導入するなら活用しないと勿体ない!
ビジネスでiPadの導入をお考えのお客様、
もっと活用したいお客様、是非ご参加下さい！
商品管理や外勤社員の業務効率UPなど
「もしiPadを導入したら/もっと活用出来れば」
を体験して頂けます。
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皆様がいつもご利用頂いているものはどちらですか？
安価だからという理由で選んでませんか?

純正カートリッジと非純正カートリッジの比較

安価

高価

色が不安定になる
メーカー保証がない

早くなくなることがある。
（純正の様にインクを

たくさん入れにくい）

メーカー自身が販売
性能を最大限に発揮
美しい色合いで記念写真に最適
メーカー保証がきくので安心

メリット デメリット

純正
カートリッジ

非純正
カートリッジ

（空になった、純正カートリッジを、
関係のない業者がリサイクル）

純正トナーカートリッジ(純正品)は
印刷品質やプリンター性能が最も安定するように設計されています。
本来の性能を得るためにも、純正品のご使用をおすすめします。
純正品と異なる仕様の消耗品(非純正消耗品)を使用した場合、

本来の性能を発揮できない場合や、
故障したときに有償修理となる場合が多いです。

プリンターの省エネを実現した技術の一つが純正トナーです。
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お使いのCanon機種のトナー/インク残量を検知して、
少なくなったトナーを自動で通知するサービスです。

トナー/インク残量が
少なくなると・・・

件名： トナー残量のお知らせ

○○様

現在ご使用のLBP×××において
トナー残量が少なくなりましたのでお知らせ
いたします。

弊社のWeb通販サイトでトナーの購入がで
きます。
以下のURLから簡単に購入ページにアクセ
スできます。

http://cbo.canon.jp/e-gle/

メール本文のURLから
e-グルネットへ即アクセス

機種に対応した消耗品の
一覧が表示☆

カートに入れて
かんたん発注！

自動的に
メール通知

e- グルネットに
アクセス！

注⽂状況や注⽂履歴が
確認できてとっても便利！！

ご利⽤環境とサービスについて

Q.利⽤条件はありますか？
A. 電話やFAXでのサービスは⾏っておりませんので、インターネット接続の

環境が必要になります。

Q.問い合わせ先はどこになりますか？
A.キヤノンビジネスオンラインサポートが承ります。TEL：0570-08-0000

Q.購入できる時間は何時から何時までですか？
A.24時間365日ご注文頂けます。ただし、土日・休日と20時から8時までは、

夜間・休日モードでお受け致します。

Q.定期交換部品はe-グルネットの取り扱い商品ですか？
A.いいえ、対象外となります。

※e-グルネット対象外の機種もございますので、ご利⽤前にお問い合わせくださいませ。

注文した日の翌日配送
でお届けします★
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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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