
リアルなたこせん

※ご購入は弊社担当にご相談ください。

￥￥4500～

名刺の作成コストはインクコスト・
用紙代を含めても片面カラーで1枚約3円！

名刺・はがき・封筒まで印刷できる
カラーインクジェットプリンター。

★目玉焼きが
スマホを支えます★

★ウケ狙いバッチリ★

新年が明けて1か月が経ちました。
お正月気分も抜けて、仕事も通常通り
頑張られている頃かと思います。
くれぐれも体調を崩さないよう、

頑張ってくださいね。

一度、コスト試算してみませんか?？
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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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Windows7のメインストリームサポートが終了となり、延長サポート期間に入ります。

懐かしの感動、心に残る名シ－ンを、もう一度スクリ－ンで！ シルクホ－ルが名画座に変身！

第18回は「阿弥陀堂だより」&「博⼠の愛した数式」２本⽴て上映！
テ－マは“春のきざし…”。妻の心の病をきっかけに、東京に住む夫婦が信州に移り住み、人生を問い直す「阿弥陀堂だより」、
記憶が80分しかもたない数学博士と家政婦とその息子の心のふれあいを描く「博士の愛した数式」―厳しい冬を乗り越え、希望の春へと歩
き出す、人の強さと優しさを描いた小泉堯史監督作品です。

＜上映日時＞３月１５日 (日) 「阿弥陀堂だより」９：５０／１４：３０ ・「博士の愛した数式」１２：２０

＜会場＞ シルクホ－ル（四条烏丸・京都産業会館８階） ＜前売料金＞ 1,000円（当日1,300円）
※前売券は ﾛ-ｿﾝﾁｹｯﾄ [Lｺ-ﾄﾞ55522] お問合せ：京都映画センタ－ 075-256-1707 info@kyoto-eiga.co.jp

「なでしこじゃーなるを見た」で当日、前売料金でご入場いただけます！（３名様有効）

(C) 2002 『阿弥陀堂だより』製作委員会© 2006「博士の愛した数式」製作委員会

Win7
発売

メイン
ストリーム
サポート
終了

全ての
サポート

終了
サポート期間
最低５年間

全てのサポートを
受けられる

一部のサポートを
受けられる

延長サポート期間
5年間

2020年1月14日2015年1月13日20009年10月22日

【メインストリームサポートって？？】

その後の5年間は延長サポート期間となり、「セキュリティ更新プログラムのサポート」
など一部のサポートのみ受ける事ができます。

昨年の4月にWindows XPのサポートが終了したことは記憶に新しいですよね。
「5年先なんてまだまだ」と思ってしまいそうですが、是非計画的に移行を検討してください。
わからないことがあればお気軽にご相談ください。

マイクロソフトの製品発売後、最低5年間提供されるサポートです。
この期間中はすべてのサポートを受けることができます。

さらに、延長サポートも終了してしまうと全てのサポートが受けられなくなるわけです。
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IT資産あんしんサポート
TOYOネットワークプラン

をご存じですか？

IT資産あんしんサポートでは、お客様のパソコンやネットワークに
関するお困りごとをサポートするTOYOオリジナルプランです！

・メールの送受信がうまくできない
・インターネットがつながらない
・パソコンの動作がおかしい
・ウィルスにかかって変なポップアップが出てくる
・印刷ができない

このようなお問い合わせに対して電話で状況をお聞きして、
状況に応じてリモート対応・訪問対応で解決させて頂いています。

お客様のネットワーク・PC環境をシステム台帳で
管理しているので、お客様の環境に応じた⼿厚いサポートが可能です！

システム台帳 リモート対応 訪問対応

現在約500件のご登録を頂いています！
IT資産あんしんサポートはこんなお客様におススメです！

専用のフリーダイヤルをご用意していますので、
お気軽にお電話頂けます。

・社内でパソコンやネットワークに詳しい人がいない
・専任のITの管理者が社内にいない
・気軽にパソコンの使い方を教えてくれる人が欲しい

PC1台からお客様のパソコンの台数に合わせてプランをご用意しています。
まずはお気軽に弊社担当営業・カスタマーエンジニアまでお問い合わせください。
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Ｍ

知
今

ちょっとした事を知っているだけで業務が
今よりもっと快適になるかもしれません!

が使えます！

VPNて何? どうやって使うの? セキュリティは安心?

こんな事は今までありませんか!?

VPNとは（ Virtual Private Network) の略で
今までは東京や大阪と言った遠い距離間で、ファイルを共有したいと言った場合
物理的に線を引っ張り繋げていました。
現在はインターネット上に自分専用の仮想線を作り、その専用の線を使用し自由に
本社と支社を行ったり来たり出来るのです。その便利な線がVPNなのです!
距離の離れた場所に線を引かなくていい分大幅なコスト削減が可能☆
自分専用回線の為セキュリティ面も安心で安全にご使用して頂ける優れもので
す!(^^)!

小さな疑問
知って得して

その先へ

VPNは自分専用の道路なので
内部の人以外侵入出来ない専用の
ルートです。安心に安全にご利用
いただけるのがVPN。

インターネットは公共の
一般道の様な物なので、
ウイルスや様々な危険
に合う可能性があります。

をスッキリ
解決コーナー

例 え ば

話題で名前位なら知ってるなぁ…
っているようで良くわかっていないなぁ…
それって損しちゃってるかもしれません(´･ω･`)

どんなご相談、ご質問もお受け致します!
お気軽に弊社担当営業・カスタマーエンジニアまでお問い合わせ下さい☆

そ ん な 時

社内で 外出先で
本社と支店でコストを抑えて

安全にファイル共有
したいなぁ…。

資料を忘れてしまった!!
社内にあるデータを
見れたら… (´-ω-̀)=3

V P N
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i m a g e W A R E
Desktop

ワンポイントレッスン

パスワード付きPDFを作成したり、編集できないPDFを作成する事ができます。

PDF変換（詳細設定）で手を離して下さい

簡単印刷ツール

パスワードの
設定

１８回目は
「パスワード付きＰＤＦの作成」

をご紹介します！

メールにＰＤＦファイルを添付して送信。
誤送信でヒヤっとした事はありませんか？
編集されたく無いＰＤＦファイルはありませんか？

1

２

「パスワードを設定する」に
チェックをいれて

必要な箇所にチェックを入れます。
制限をかける場合はプルダウンで
項目選択して下さい。

どちらか１方のみ設定する
事も可能です。

２つのパスワードを設定する場合は
それぞれ異なるパスワードを設定し
て下さい。

確認の為にパスワードを再入力

入力するパスワード
によって・・・

編集できない

印刷ができない

印刷もできて編集もできる
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新サービスのご案内

詳しくは、弊社担当営業またはカスタマーエンジニアまで
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□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

ＴＥＬ (0773)78-5111 ＦＡＸ (0773)78-5100
□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

なでしこジャーナル
コーナーも新設！

お客様にもご協力頂いた事例・実績の記事を
是非ご一読ください_(_^_)_

http://www.toyo-group.co.jp

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！！

ホームページ
リニューアルをしました！
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