
過去の は
ホームページでご覧いただけます！

今月のなでしこpickup
Like?

「Zitte＆」 で検索

大人気！ペリペリめくれるミシン目付きテープ♪
お手紙やプレゼントを渡す時に喜んでもらえる便利でかわいいテープ☆

最新複合機 C5535 搭載！ 6月14日(火)
7月13日(水)
8月 9日(火)
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6月13日発売予定

お客様の声を形に・・・お客様の声７５項目をプラスオン

And more

是非、実機で体感して下さい！

スマートフォンやタブレットと同じ操作感覚スマートフォンやタブレットと同じ操作感覚 ユーザーに合わせた使い方ユーザーに合わせた使い方 留め置き印刷も可能留め置き印刷も可能

通常スキャン通常スキャン

白紙スキップ白紙スキップ

人感センサーがユーザーを感知しスリープ復帰人感センサーがユーザーを感知しスリープ復帰

印刷設定変更とプレビュー確認が可能に印刷設定変更とプレビュー確認が可能に

スリープ復帰時間

ファーストコピータイム

スリープ復帰時間とファーストコピータイムのUPスリープ復帰時間とファーストコピータイムのUP

モノクロ カラー

超音波センサーが重送を検知超音波センサーが重送を検知

自動で保存して
データ振り分け

送信日時、受付番号などの情報を付記

送信した
FAXを

データ化
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【ホームタブ】の【検索と選択】をクリックして
【条件を選択してジャンプ】の機能を使うと
図形（オブジェクト）を一気に選択する事ができます！

ワンポイント

・Excelファイルがなかなか開かない
・開いたり保存したり何かと作業に時間がかかる

という方は是非チェックしてみて下さい(^O^)／

【ホームタブ】の【検索と選択】を
クリックして【オブジェクトの選択と表示】を選択
して、右側の図の様に沢山の図形が表示されたら、
それが重くなっている原因です( ;∀;)
全部選択して削除して下さい。
それだけでも随分Excelが軽くなると思いますよ！

見えない所に図形がいっぱい入っている

考えられる原因
その１

設定したつもりもない条件付き書式が大量に・・・

考えられる原因
その２

【ホームタブ】の【条件付き書式】
をクリックして【ルールの管理】を
選択して下さい。

【書式ルールの表示】箇所が
＜現在の選択範囲＞になっているので
＜このワークシート＞または
＜対象のシート＞を選択して下さい。

不要なルールを選択して＜ルールの削除＞
で条件付き書式を削除して下さい。

この他にも重くなる原因はまだま
だありますが、
まずはこの２つをチェックして
みて下さい。
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Windows10 アップグレードが開始された場合に元に戻す
＆アップデート抑止方法

5月の中旬頃から「パソコンがいつの間にかWindows10になってしまった！」
というお問い合わせを弊社サポートデスクに多数頂きました。
実は、この段階では、アップグレードは完全に終わっていない場合が多いです！
下記の5つの⼿順で元にもどすことができます！
ただ、７月28日までがWindows10の無償アップグレード期間なので、パソコンに入っているソフトとの互換性など
の問題が無い方はWindows10をそのまま使う方もいらっしゃるようですね^^

注意！ ここで電源を切ってしまう方が
多いのですが、
壊れる場合もあるので、注意です！

注意！
ここも途中で電源を切らずに、
最後までお待ちください！

「拒否」を選びます。

「拒否」を選びます。

「次へ」をクリック。

アップデートを抑止する方法

QRコードで
チェック☆

アップデートを抑止する方法は、様々な情報がでていますが、
マイクロソフトが提示しているのは、
【1】トラブルシューティング ツールを実⾏する
【2】「Windows 10 を入手する」の通知アイコンを非表示にする
【3】Windows Update 経由のアップグレードをブロックする
【4】パソコンを再起動する
という⼿順です。詳しくは、弊社サイトのブログをご覧ください！

TOYO ネットワークサポート
株式会社東洋では、お客様のパソコンや
ネットワークトラブルに対応する
TOYOネットワークプラン(TNP)をご提案しています！

現在500件以上のご登録を頂いています。
今回のWindows10のダウングレードも
多くのお客様の対応をさせて頂きました。
電話やリモートだけでなく訪問対応もございます！
TNPについては担当営業やCEにお気軽にお問い合わせください！

パソコンによっては、
時間がかかる場合が
ございますが、途中で
電源を切らないように
お気をつけください。
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ランサムウェア「TeslaCrypt」で暗号化された
ファイルを復号するツールを公開

ESET社の開発によってランサムウェア「TeslaCrypt」で暗号化されたファイルを復
号するツールが公開されました！
ランサムウェア「TeslaCrypt」は、メールを利用した「ばらまき型」攻撃のランサ
ムウェアで、今回ESET社はこの「TeslaCrypt」に対するユニバーサルマスター復号
鍵の入手に成功し、復号ツールの開発に至りました。
今回提供されているツールでは、「TeslaCrypt V3」「TeslaCrypt V4」と呼ばれ
ているタイプのものに対応しています。

・本ツールは暗号化されたすべてのファイルが復号できることを保証するものではありません。
・本ツールをご利用いただく際は、一度にすべてのファイルを復号させる前に、
数個のファイルで復号されるかを必ずお試しください。
・TeslaCrypt V2以前のタイプのもの、ならびにTeslaCrypt以外のランサムウェアで
暗号化されたファイルには対応していません。

http://canon-its.jp/eset/malware_info/
2016/05/19の記事をチェック👈

メイン画面 アイコンに
ファイルをドラッグ

注意書きに同意 復元

詳
し
く
は
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がお手伝い出来る１５の事

株式会社東洋では、
お客様の全てのお困りごとを解決できる様、様々な商品/サービスを
ご用意しております！
東洋＝コピー機屋さんでは無いんです(^^)

様々な機種、メーカーを取り
扱っております！
出力コスト削減、業務効率UP等
のドキュメントソリューション
をご提案致します。
クラウドサービスと連携して
外出先からFAXを閲覧すると
いった事も・・・

複合機/プリンター/FAX機/スキャナー/
クラウドサービス

セキュリティソフト/UTM/資産管理ソフト

PC/サーバー/NAS/VPN構築/周辺機器

ネットワークの全てを
お任せ頂けます！
情報システム管理者が不在で
パソコンやインターネットの事を
誰に聞けばいいか分からない…
そんな時は東洋にご連絡下さい！

ネットワーク保守

新築・引越し・PC増設、
屋内外のLAN配線はご相談ください！
通信速度が遅い！といった場合も
是非ご相談下さい。

LAN工事

カメラ、webカメラ、
プロジェクター様々な機種
を取り扱っております。
簡易的なものから、本格的な
ものまで使用用途に合わせて
ご提案させて頂きます。

カメラ/webカメラ/プロジェクター

iPadやスマートフォン、ビジネス
フォンの販売は勿論、スマート
デバイスを活用した新しい
ワークスタイルをご提案致します！

スマートデバイス/スマートデバイスアプリ/
ビジネスフォン

まだまだ
ありますヨ♪

PCやサーバー等の販売は勿論、
設定から運用サポートまで
全てお任せ頂けます！
お客様の業務に合わせた
運用/設定をご提案させて
頂きます。
社外からの安全な社内へのア
クセス、支店とのデータ共有
などVPN構築もお任せ下さい。

各種メーカーの
セキュリティソフト、
UTMを取り扱っております。
貴社の資産管理をしっかり守る
為の管理ソフトも多数取り扱って
おります。
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鉛筆１本から什器まで、
オフィスの全てをお任せ頂けます！
快適なオフィスづくりのヒントに、
実際のオフィスを見学できる
オフィスツアーも随時
開催しています。

オフィス用品（什器、文具、事務用品）

会計・税務ソフト、見積りソフト、
顧客管理等の業種共通の
パッケージソフトから
福祉、建築、不動産、飲食業など、
業種に特化したパッケージソフトま
で幅広く取り扱っております。
EPSON認定のインストラクターも
常駐しています。

パッケージソフト

パッケージソフトでは
実現できない貴社オリジナル
のソフトを開発致します。
業種、業務、使用環境、予算に
応じて御社にピッタリな
オリジナルソフトを
ご提案致します！

ソフト、アプリ開発

簡易的なホームページから、デザイン性の高いホームページ、ショッピングサ
イト、Facebook運用にいたるまでwebにまつわる全てをお任せ頂けます。
ホームページやメールアドレスの「＠」の後ろに表示される
ドメインは会社の看板のようなものです。
取得から、管理までお任せ下さい！

ホームページ/レンタルサーバー/ドメイン取得

機密書類、PC等の機密データ
の廃棄を安全に行います。
東洋の廃棄サービスは証明書が
発行されるので安心です！

廃棄サービス（文書溶解/PC廃棄）

名刺、チラシ、ポスター、
請求書などあらゆる印刷物をお任せ頂
けます！
ロゴ入りの紙袋や封筒、クリアファイ
ル等まずはお問い合わせください！

オンデマンド印刷

セキュリティセミナーや
マイナンバーセミナーなど
話題のセミナーから、
業務効率UPの為のセミナー
など、定期的に開催しています。
また、新入社員教育も
お任せ下さい！
貴社の希望に合わせた
研修プログラムを企画致します。

セミナー/研修/Office教室

その他

コストを削減したいけど
何から始めたらいいか分からない。
どうやったら業務効率が上がるの？といった
ご相談も是非東洋まで！
課題発見から改善ポイントまで
トータル的にサポートさせて頂きます。
商品提案ではない「改善提案」が東洋には
あります！

お客様からのご要望で、日々取扱いサービスが増えています。
どこに相談したら良いか分からない…そんな時は東洋にご相談下さい！
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詳しくは担当営業または
カスタマーエンジニアまで！

ストレスチェックサービスをご検討の人事ご担当者様へ
「ストレスチェック制度」義務化対応サービスのご案内

2015年12月1日 法案施⾏開始！

「ストレスチェック制度」
対策は万全ですか？
12月1⽇よりストレスチェック制度を義務とする法律が施⾏となりました。
「⾃分の会社ではどのようにするのか･･･？」担当者だけでなく、従業員も
メンタルヘルス対策に対して意識が⾼まりつつある今、
本来の⽬的である「メンタル不調の未然予防」ができる体制
をとり、従業員の期待に応える制度運⽤が必要です。
ストレスチェック制度運⽤の確認ポイント

個人のストレス状態を本質的に把握できるストレスチェック項目か。
従業員への周知を適切に⾏うことができるか。
高ストレス者へのフォローは適切に⾏えるか。
（⾯接への推奨、⾯接へ⾏かない⽅へのフォローは考慮されているか）

事業所の産業医等との連携がとれているか。
医師⾯接の質・量ともに満たすことができるか。
セキュリティの体制が整っているか。
制度の⽬的である「メンタル不調の未然予防」の対策ができるか。

全てのポイントを抑えたストレスチェック義務化の決定版

アドバンテッジ タフネス シリーズ
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