
ディズニー 防水ケース

※ご購入は弊社担当にご相談ください。

夏真っ只中！
皆様、真夏日と猛暑日の違いって

ご存知ですか?
真夏日は最高気温が30度以上、

猛暑日は35度以上
のことを言うそうですよ！

水深1.5mの水底に30分間
放置しても浸水がなく、
電話機の性能を保持出来ます！！

例えば、閲覧にスクロールが必要な
長いWebサイトや、

出力しにくいアプリ画面も、
1枚の紙にプリントアウトできます。

いつもスマホで閲覧している
情報や写真を、

スクリーンサイズのまま、
手軽にプリントできるスクリーンプリンタ☆

専用ロール紙を入れて…

海水浴、ウィンタースポーツ、レジャー、
雨の日、お風呂、お祭り、

ウォーターショーなど365日活躍まちがいなし！

￥2550～
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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

コピー機の調子が
悪くなっちゃった

コピー機の調子がおかしい時のチェックポイント！

メンテナンスに伺うまでの時間、ご迷惑をおかけし
てしまいます。この作業で復旧することもあります
ので、是非試してみてください★☆

【紙詰まりのメッセージが
消えない！！】

【画面が暗いor明る過ぎる】

画面の明るさ設定は、画面手前やパネルに付
いているコントラスト調節ダイヤルで調整す
ることができます。

【コピーしたい原稿とは
違うサイズの用紙で出てくる】

原稿用紙をガラス台に置いても
感知できなければ違うサイズで印刷される
場合があります。
一度原稿送り装置の
ふたを大きく開き
ゆっくりと
閉じてもらうと
正しく感知できる
場合があります。
その際操作パネルの
原稿のサイズ表示が
正しいかを確認して下さい。
(A4とA4-Rの違いにも気を付けて下さい。)

機械内部に紙詰りした用紙が確認出来ない場合、カセット給紙での紙詰りが考えられ
るので、一度印刷しようとしていたサイズのカセットを引き出して下さい。それでも
表示が消えなければ、主電源のOFF/ONを試して下さい。もし機内に紙が残っていな
ければ、それで復旧します。

一度この部分を
回してみてください。
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知っているようで…知らない！？

数式を入力すると、数式に間違いはないのに、
数字の未入力によるエラー表示などになることがあります。

このエラー表示を印刷したくない場合の方法をご紹介いたします！

経過年数に注目！

設定方法

入社年月日が不明なため数式は間違っていませんが、
エラーとなっております。

これは後で入力しても大丈夫なように数式を[delete]で消さず、
印刷設定でエラー部分を印刷されないようにしておきましょう。

複数シートがあり、いくつかのシートを印刷したい場合、
１シートずつ印刷するのは手間になります。

１回でまとめて印刷したいなー。

※前回ご紹介した作業グループの様に必要なシートを選択してください。
選択方法

そんな時は必要なシートを
すべて選択して

印刷しましょう！

印刷したいシートのシート見出しを
［Ctrl］キーを押しっぱなしの状態でクリック

OR
連続したシートの場合、

先頭のシート見出しをクリック後
［Shift］キーを押しっぱなしの状態で
最後のシート見出しをクリックする

[ページレイアウト]タブー[印刷タイトル]ボタンー
[シート]タブー[セルのエラー]<空白>を選択。

Excel編集中の見た目は変わりませんが、
印刷プレビューで確認すると空白になっています！

印刷プロパティで
[選択したシート]もしくは

[作業中のシート]にしてください。

★最後はどこかのシート名を1回クリックして作業グループを解除しておいてください！

☆ご利用中の
Officeのバージョン
によって表記が少し

違います。
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i m a g e W A R E
Desktop

ワンポイントレッスン 共有文書ファイルの更新をポップアップで
知らせてくれたら便利だと思いませんか？

フォルダを「監視」する事で、
フォルダ内の文書ファイルが更新されたり、フォルダ内に新しい文
書が作成されるとポップアップをあげる事が可能です。

空白の所で
右クリックして下さい。

1

2 「ライブラリーの管理」
クリックして下さい。

「ライブラリーの登録」を
クリックして下さい。

３

「ネットワークライブラリー」を
クリックしてください。

４

監視したいフォルダの
一つ上の階層フォルダを指定して下さい。

５

まずは、監視したいフォルダの一つ上の階層のフォルダをライブラリーとして登録します。

次に、監視フォルダに指定します。

監視したいフォルダーを
右クリックして下さい。

1

「選択したフォルダーを監視する」を
クリックします。

２

３
ブルーのアイコンが
表示されたら監視完了です

監視フォルダ内の
ファイルが更新されたり

新しい文書が
追加された時に
ポップアップが
あがります
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ペーパーレスFAXって便利なの？

FAX
10%

その他
20%電子取

引ほか
70%

受注件数

FAX
80%

その他

10%

電子取

引ほか

10%

対応要員

FAXのご注文

全体の約10％

約10％の注文へ
の対応要因

全体の約80％

受注ソース別受注件数と対応要因の例
右の図からも分かる通り、
E-mailやWebといった電子取引に比べ
FAX業務の対応には多くの手間が
かかります。
実は、各企業のオフィスで
最も課題が多い業務はFAX業務
なのです。
ペーパーレスFAXを導入することで、
今よりも業務がもっと効率的に
行うことができます！

・受信したFAXデータをバックアップ保存しているのでFAX紛失が激減しました！

・FAX再送信の依頼を受けた時に、データですぐに検索できるので、かなり楽になりました！

・FAX送信の為だけに出力していましたが、その手間が省けました！

・外出先からFAXが確認できるのでお客様へ早く対応できるようになり助かっています！

・出力不要なFAXは削除するので、印刷コストの削減になります！

効率

ペーパーレスFAXを導入頂いたお客様の声♪

①FAX受信を
ポップアップで
お知らせ

②パソコン上で
受領印や書き込み
処理をして送信

ペーパーレスFAX簡単ステップ！

③送信完了も
ポップアップで

確認

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！

自動的に
「差出人・相手番号・日付」

にファイルの名前変換

HOME

クラウド転送すれば、
FAX受信をメールでお知らせ！
外出先からでも確認が可能！

せいとんファクス

FAX業務がかなり
楽になりました♪
もう紙には
戻れません！

問い合わせを受けると
注文書探しで大変！

もっと簡単にFAX業務が
できないかしら？

FAX

承りました。
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ご案内

な で し こ

9/9(火)に下記の2回、 「東洋本社」にて

無料のワード教室を開校致します。

実際にPCを操作して頂きながら、

ワードの基本操作を学ぶことができます。

受講ご希望のお客様は、
担当営業、または
カスタマーエンジニアまで・・・

5

13
火

ご用意できるPCに
限りがございますので
【1回15名様限定】
とさせて頂きます

第1回目

第2回目
10:00～12:00

14:00～16:00

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。

9月9日
（火）

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。

京都市山科区椥辻草海道町9-5
TEL:075-591-5111定員を超え次第、締め切りとさせて

頂きます。お早めにお問い合わせ下さい。
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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

今回は「持ち出し」について考えてみます。

データを持ち出すのであれば、紛失対策は必須です。
PC、タブレット等だけではなくUSBにもパスワードをかけましょう。

持ち出せる人や媒体を制限する事も対策の一つです。
社内からの故意的な情報漏洩や関係会社/業者の出入りがある場
合に有効な対策方法です。

流出した場合の経路を特定できる仕組みも有効的です。
万が一データが流出した場合に、どの媒体から、どんな情報が、い
つ持ち出されたのかを特定できる仕組みは万が一の時に役立ちます。

ウィルス感染防止
→ウィルスチェック

不正使用防止
→パスワード

セキュリティ
→ハードウェア

暗号化

★5年間のウィルスチェック
更新ライセンス付★

強制暗号化機能搭載
セキュリティーUSBメモリー
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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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