
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?

アーチ マガジンファイル

今回はマガジンラックのご紹介！
シリーズにはペン立てもあるので
組み合わせて置くととってもかわいい♪

※こちらに掲載されている商品は弊社取り扱い商品ではござません。インターネットなどで検索して、お買い求め下さい。

ヨーロッパシリーズとニューヨークシリーズがあります☆
ヨーロッパシリーズは残り少ない感じだったので「欲しい！」

と言う方は今すぐチェック(‘ω’)ノ
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メールでのやりとりは増えてきたと言っても、まだまだ無くならないFAX。
FAX業務って結構時間と手間がかかるんですよね！
下記の表みたいに、ファクス１件にかかる手間は「仕訳け～ファイリング」
まで沢山の行程があり、問合せがあった際の検索時間や再送信の依頼が
あった時なんかにも時間を取られます。

そんな「時間と手間」がかかるFAXを完全に電子化をして、手間も時間もコストまで
削減に成功した実体験をご紹介します。
FAXの電子化導入の際に起こった反対の声が「もう紙でのFAX業務は考えられない」
に変わるまでを是非体感して下さい！
実際のオフィスをご覧頂くのですが、場所は弊社もしくはcanon受注センターの
２か所からお選び頂けます。

随時
開催

参加ご希望のお客様は
営業または
カスタマーエンジニアまで
お声がけ下さい！
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消耗品交換の
管理の手間と
費用がなくなる
嬉しいサービス！

今あるAEDの買い替えや新規導入のご相談など詳しくは、
担当営業・カスタマーエンジニアまでお気軽にお問い合わせください！
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軽減税率対策補助⾦をご存知でしょうか？

消費税軽減率制度（複数税率）への対応が
必要となる中小企業・小規模事業者等の

方々を対象に、
税率対応レジの導⼊や、

受発注システムの改修等を⾏うにあたって、
その経費の⼀部を補助する制度です。

軽減税率対策補助⾦のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞはこちら
http://kzt-hojo.jp/

補助金はPOSレジ1台あたり上限40万円
（ハード＋ソフト＝20万円まで）＋（マスタ設定設置等＝20万円まで）

1事業者あたり最大200万円
補助⾦はいくらでるの？

⾷料品の取り扱いのある中⼩企業や⼩規模事業者に対して、
税率対応レジの導⼊や、受発注システムの改修などを⾏うにあたって、
その経費の一部を補助してもらえる。

補助⾦は、レジ1台あたり最大40万円、1事業あたり最大200万円

補助⾦の対象は、平成29年3月31⽇までに、導⼊が完了しているもの

◆補助対象期間及び
補助⾦交付申請受付期間について

補助対象期間
複数税率対応レジおよびレジシステムの
導入又は改修の完了を要する期間
平成２８年３月２９日～平成２９年３月３１日

補助金交付申請受付期間
補助金申請書類の提出を要する期間
（消印日）
平成２８年４月１日～平成２９年５月３１日

ポイント
まとめ

弊社でPOSレジを導入させて頂いた
導⼊事例をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに載せていますので、

是非ご覧ください。
http://www.toyogroup.co.jp/case/case_keiasto
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詳細は、
担当営業またはカスタマーエンジニアまで
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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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物r
2016年7月1日(金) 2016年9月30日(金)

キャンペーン期間

※シェアNo.1は1992-2015年国内プリンタ市場（ベンダー別出荷台数）において。用紙サイズA3とA4
出典: ガートナー「Market Share: Printers, Copiers and MFPs, Distribution Channel and Customer Type, All Regions, 2015」2016年4月22日

物くr

A3モノクロとPFスペシャルモデルのお得なセット LBP8710e+PF-A1SP期間限定

高速・高画質プリントをお求めやすく。
片面専用エントリーモデル。

A3モノクロプリンター
LBP8710e

※1 ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。

※2 概念的1週間にプリンターを使用した場合の消費電力量を想定した環境基準値。

※ PFは本体1台お買い上げにつき、1個までとさせていただきます。 ※ 本体とセットの場合に限り適用。

A3

TEC値※2
kWh1.7

～はがき

片面専用

連続印刷
モノクロ ppm30

最小消費電力 0.9W
エネルギー
消費効率 91kWh/年

（区分名：C）

約2.6円の低ランニングコスト※1●

先進の環境テクノロジーを結集した
省電力設計

●

長尺印刷に対応●

2段カセットで用紙対応力UP●

［LBP8710e］
［PF-A1SP］

■商品コード：8261B004
■商品コード：8490B005

■本体標準価格：オープン
■標準価格：オープン

■JANコード：4960999994512
■JANコード：4549292015829

550枚
ペーパーフィーダ
PF-A1SP

A4カラーとPFスペシャルモデルのお得なセット台数限定

高速・高画質プリントをお求めやすく。
両面印刷標準対応モデル。A4カラー複合機

MF726Cdw/722Cdw
A4

TEC値※1
kWh0.8

～はがき

両面標準

連続印刷
カラー/モノクロ ppm20

最小消費電力※2 1W
エネルギー
消費効率 46kWh/年

（区分名：A）

カラー7行液晶タッチパネル●

インターネットFAX対応（T.37）●

モバイル連携&NFC※3対応●

2段カセットで用紙対応力UP●

MF726Cdw/722Cdw＋CFU-V1

［MF726Cｄｗ］
［MF722Cｄｗ］
［CFU-V1SP］

■商品コード：9947B006
■商品コード：9947B009
■商品コード：0732A031

■本体標準価格：オープン
■本体標準価格：オープン
■標準価格：オープン

■JANコード：4549292029598
■JANコード：4549292029628
■JANコード：4957792122112

※1 概念的1週間にプリンターを使用した場合の消費電力量を想定した環境基準値。

※2 有線接続時。

※3 MF726Cdwのみ対応。

250枚
カセットユニット
CFU-V1SP

＋

日頃のご愛顧に感謝して、ビジネスの効率アップを実現させるサテラが

お得な価格でお買い求めいただけるキャンペーンを実施致します。

是非、この機会をお見逃しなく！

×

美しく速い、を応援する
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