
お客様にお届けしています提供価値の一部をピックアップしてみました。

BEST PARTNER TOYOKOIKE



Apeos C2570PFS

１台4役 いつでも、どこでも、効率的に働ける環境をサポート！

使いやすさと省エネの両立

スマート節電ですぐに操作可能
 TEC値 わずか1.0 (kW/h)
待機から約4秒で操作パネル
高速復帰
プライベートプリントで
安全かつコスト削減

充実の基本性能

プリント毎分

25枚

最大用紙サイズ

A3
給紙カセット

4段

両面印刷
Windows
Mac対応

ペーパーレス

Fax対応
ダイレクト

Fax対応

スキャン 毎分

130枚

620mm

1141mm

コンパクトな2トレイ
ショートモデルもご用意しています



ドキュメントハンドリング・ソフトウエア 【DocuWorks 9】

オフィス業務の課題解決を支援します

文書管理を向上させる

「DocuWorks」は、紙文書やさまざまなソフトウエアのデータを
DocuWorks文書（電子の紙）にし、紙感覚で取り扱うことができます。

電子データなら必要な文書がすぐに検索でき、問い合わせにも迅速対応！
ペーパーレスファクスで紙のコストを削減！
DocuWorks文書なら文字の当て打ち・カーボンコピーも簡単。
OCR処理で紙原稿の再利用も可能。
ボタン一つでPDF文書へ変換、束ね・ばらしも簡単。

便利な機能でお困りごとを改善いたします

＜活用イメージ＞

Word ExcelPPT

さまざまな
アプリケーション

オフィスドキュメント
・・・Word / PPT / Excel

イメージファイル
・・・TIFF / JPEG / BMP

PDFファイル、メールファイル、
図面ファイル など

異なるアプリケーションファイルもDocuWorks化して一元管理

紙はスキャンして
電子化

FAX受信文書は
出力せずに確認

らくらく
ペーパレス紙文書と同じように、

付箋やスタンプ、マーカー、
文字・図形を書き込めます。

文書の入れ物で文書の受渡しも便利に！

クリアフォルダー封筒バインダークリップ

DHC_P

JPG

新機能!!



オフィスの頼れる新戦力、bizhubがお勧め!

長尺プリントで効率 訴求力

・対象機種：bizhubカラーシリーズ。詳しくは弊社営業まで

会
社
説
明
会

2F

年に数回しか使用しない印刷物 幼稚園・保育園などの掲示物

アイディア次第で、様々な用途に
使用できます!

ISO9001 認証取得

ビズハブ建設株式会社

 社内用の掲示物なので、わざわざ外注
するのも、もったいない…

 かといって、手書きや紙の貼り合わせ
では体裁が悪い…

 数ヶ所に掲示するものを全て手作りする
のはちょっと時間がかかる…

 保護者向けの掲示物はプリンタで簡単に、
余った時間を子供たち向けの手作り掲示
物などに有効活用。

う
が
い

て
あ
ら
い

お ゆ う ぎ いか

入園おめでとう

２００８年度 スローガン

一致団結 目標達成

店内のディスプレイに日替わりの
POPで効果的な演出を

 お勧めしたい商品は日に何度も変わるの
で、その都度好きなように欲しい分だけ
プリントしたい。

アイスクリーム

冷凍食品
全品
半額

本
日
限
り

用紙を半分に
カットすれば、
コストも半分に!

みちのく日帰り温泉と
サクランボ狩りツアー 御一行様

ビズハブ観光

入 居 者 募 集 中
ビズハブ不動産 012-345-6789

 不動産の案内や店頭のお知らせに

国
立
大
学

現
役
合
格
率

92%

Ｈ１９年度



学
習
塾
の
掲
示
物
に

 観光バスの団体名表示を
社内で簡単プリント

コニカミノルタの複合機 bizhub[ビズハブ]シリーズは
複合機なのに最大297×1,200mmの長尺プリントが標準で出来る、
ちょっとうれしい複合機です。

導入のポイントを“しっかり”押さえたカラー複合機！

※オプション

エコマーク認定番号
15 155 030

いま複合機に求められているのは、人、場所、デバイスをシンプルに、安全につないで、
新しいワークスタイルを設計すること。

「デジタルネイティブたちの感覚にあった、新しい価値をオフィスへ提供したい」。
そんな思いから誕生した、bizhubの第2世代「bizhub i シリーズ」。



セキュリティ対策もおまかせ!!

beat /  basic・active・solo

不正アクセス対策や情報漏えい対策など、
セキュリティー・ネットワーク環境の整備は大丈夫？

弊社では、セキュリティ対策のご支援もさせていただきます。

beat サービスは、強固なセキュリティー機能と高度なネットワークを
実現する拡張性に加え、アウトソーシングによる運用管理で、
安心・簡単・便利なネットワーク環境をワンストップかつ低コストで
実現し、お客様がコア業務に集中できる環境をお届けします。

複数のソリューションを組み合わせた「beat-box」が
実現する強固なセキュリティーが、迷惑メール、ウイルス、
不正サイト、不正アクセスなどのあらゆる脅威から、
オフィスのネットワーク環境を防御します。

構築から運用管理まで、
アウトソーシングにより
ネットワーク・セキュリティーの
手間とコストを低減。

beat リモートアクセスサービス

企業ネットワークを保護するためには、インターネットを介して外部から侵入する
脅威と内部からの情報漏えい対策の両方が必要です。
さまざまなセキュリティ機能を1台に搭載したSOPHOS社のUTMシリーズなら、
外部からのウイルスやスパイウェア、スパムメールなどの侵入を阻止、内部からは
危険性のあるWebサイトへのアクセスを禁止して情報の流出を阻止するなど、
外部・内部問わず企業ネットワークを脅威から防御します。

UTM

外部からの攻撃を守る

不正侵入

標準型
攻撃

DOS攻撃

UTM

外部への漏洩から守る

情報流出の
ブロック

感染

危険なサイトの
閲覧を止める

常に最適な状態で運用

アップデートや
バージョンアップも

一元管理



Windows 7が2020年1月14日
サポート終了になりました。

ビジネスパソコン

Windows のサポート終了に伴うリスク？

サポートの切れたパソコンは、リスクが非常に高くなります。

Windows製品 サポート ライフ サイクル

Win
7

Win7



パソコン調達から設置作業・データー移行
運用管理まで「おまかせ」ください！

ビジネスパソコン

おすすめパソコン 「HDD→SSD」・「モバイルタブレット」

Windows タブレット

各メーカー取り扱ってます。

気軽に使えるタブレットと、じっくり作業するのに便利なノートPCを、
シーンに合わせて自由に使い分けることができます。

選べる２つのモバイルノートシリーズ
LIFEBOOK U939 とは？

圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC。
持ち運びも安心の頑丈設計に、多彩なセキュリティを装備

LIFEBOOK U939X とは？
タブレットの便利さとモバイルPCの快適さを持ち合わせた、

超軽量レベルのペン内蔵コンパーチブル



保守契約メニューだと、こんなに安心！！

5,00

ねっと Station KITS

パソコンの 保守サービスをご案内します！！

パソコン、仕事に必要だから使ってるけど、

実は苦手なんだよねー。困ったときにどうすればいい？！

パソコンは日常業務から切り離せないけれど、

「なんかうまくいかない。どこに聞いたらうまくいくようになるの？」

そのような経験は、ございませんか？

北九州市・福岡市内の法人向け パソコン総合サービス

パソコンが

立ち上がらない･･･
インターネットに

つながらない･･･

印刷できないんだけど･･･

※保守料金とは別途、周辺機器料金が発生することがあります。契約内容の詳細につきましては、弊社担当SＥへお尋ねください。

【ネットワーク構築】

・機材のみ実費で、接続設定費は無料です。

【ネットワーク保守】

・当社で構築したネットワークの保守を行

います。

・３台まで無料保守（追加は800円/月）

但し、ハードウェアの修理費用は含まれ

ておりません。

【パソコントラブル相談】

・ソフトが起動しない、プリンタが動かな

い、メールができない、ウィルスに感染

した。そんな日常的なトラブルを解決い

たします。

【インターネット接続設定】

・オフィスのＩＴ革命はまずインターネッ

ト接続からです。機材のみ実費で、その

お手伝いをいたします。

【その他接続設定】

・プリンタ、スキャナ、その他周辺機器の

接続設定

・アプリケーションのインストールなど

【レンタルサーバー設定】

・「www.御社名.co.jp」など独自ドメイン

のサーバーの設定

会員制

Service 1 Service 2 Service 3

ネットワークの
構築・保守

パソコントラブル
サポート

インターネット接続
レンタルサーバー設定

円 /月（税別）より

KITSにご入会された場合、3つのサービスが受けられます

※プロバイダー接続料金とレンタルサーバーのレンタル

料は含まれておりません。

4,800



個別バックアップの仕組み！！

5,00

ねっと Station KITS に新サービス!!

ねっと Station KITS の新サービスをご案内します！！

社内の重要なデータ・電子商取引・電子入札・・・

もしもの対策は大丈夫？！

電子商取引用のパソコンのトラブルでドタバタ・・・

社内の給与データがまさかの漏洩・・・

電子入札ができず、役所まで猛ダッシュ・・・

そのような経験は、ございませんか？

新サービス 個別バックアップサービス

パソコンが

立ち上がらない･･･
ネットバンキング

ができない・・

必要なデータが

なくなってしまった・・

※本サービスはKITS基本契約（月額4,800円 税別）のオプションサービスとなります。
契約内容の詳細につきましては、弊社担当SＥへお尋ねください。

円 /月（税別）より

KITSの基本料金4,800円（税別）にプラスのオプションサービス

＋@1,200

Or ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ.ﾉｰﾄどちらでも大丈夫

毎日、自動でまるごとバックアップ

10日分のデータを
保存（10回分）

修理・もしくはHDD交換
後のPC

まるごと転送

まるごとバックアップなので
環境設定等は一切不要!!



円 /月（税別）より

長期保証(5年間)で安心のネットワーク運用！！

大事なデーターのバックアップは大丈夫ですか？

NAS(Network Attached Strage)の導入で大事なデーターの消失を減らす事が可能です。
また、データーの一元管理が可能となり業務効率がスムーズになります。

会員制



テレワーク（在宅勤務）ソリューション

在宅勤務時に難しいとされるオフィス業務が自宅で実現できます

ICT環境だけでなく、テレワーク導入に関するお困りごとは実績豊富な
東洋コイケにご相談ください

今すぐやりたい業務を在宅で

6か月間無償提供（E1のみ）

Microsoft Office 365遠隔の社員とコミュニケーション
を取りたい

自宅 自宅

WebEx Meeting 
Centerお試し版30日間無料！

事務所に届くFAX処理
をしたい

FAX
受信

事務所

FAX
送信

取引先FAX

自宅

bizhub essentials

Dispatcher Phoenix

お試し版30日間無料！

自
宅 自宅

稟議書や各種申請書を処理
をしたい

お試し版30日間無料！

desknet’sクラウド

会社自宅

会社のデスクトップPCを使って
業務を実施したい IT-Guardians

リモートビューサービス

在宅勤務が出来る効率的なツールはないかなあ…



当社は会計ソフトで定評のある応研（大臣シリーズ）の販売代理店です。

基幹業務ソフトの新規導入から現在ご利用中のお客様へ
経営戦略にも活用できる基幹ソフトってないかなあ…

新規導入ご検討中のお客様。
ご利用中で保守継続契約のお客様。
グレードアップ検討中のお客様。

是非、ご相談下さい。



紙の給与明細って必要ですかっ？

社員向けに休憩室や食堂にも…



基幹業務ソフトの新規導入から現在ご利用中のお客様へ
オゾンのパワーで除菌・消臭!! 職場の安心守ります

オゾンは、太古から自然界に存在する物質ですが、近年その特性（除菌・脱臭・鮮度保持・漂白）が立証され
認知度が上がってまいりました。特に、

新型コロナウイルスに効果がある
ことがわかり、病院・保育園・ホテル・飲食店などあらゆる施設の感染予防として利用が急増しています。
また、オゾンは業務用ばかりでなく一般家庭でペットや介護の臭いも解決してくれます！

オゾンの安全性について

低濃度であれば人体への影響はない

低濃度のオゾンは人体に影響を与えることはないことが証明されています。また、発がん性も確認されていません。
しかし、0.1ppm(オゾン濃度)を超え始めると、眼や鼻腔、喉を刺激するなど、悪影響を及ぼすことがあります。
この0.1ppm以下という値は日本産業衛生学会で定められており、この安全領域と有害領域は世界的に確立されています

自然界にあるオゾン

微量であってもオゾンを浴びるのに抵抗を感じる人は少なくありませんが、オゾンは
元々、微量ではありますが自然大気中発生しています。0.01～0.05ppmのオゾンは
普段私たちが生活をしていく中で浴びているのです。

高すぎるオゾンの濃度の中で生活するのは危険が伴いますが、微量であればメリッ
トしかないのです。
ちなみに空気が非常においしく感じられる森林では、オゾンが0.05~0.1ppm含まれ
ています。

LOOP
【Teco Consumaer's】

型式：TT-24HF

DUO
【Teco Consumaer's】

型式：TT-52RIB

Lyon 3.0

型式：TM-040Z

高性能HEPAフィルター搭載
●HEPAフィルター搭載
●気温・湿度表示機能付
●スタイリッシュボディ

超小型＆充電式
●バッテリー搭載式コンセントが無くても
長期間使用可能
●-10度まで対応可能なので冷蔵庫などにも
使用可能
●超小型スタイリッシュモデル

小スペース～中スペース用
●オゾンと紫外線のマルチハイブリット方式
●スイッチ一つでだれでも簡単安全に
ご使用いただけます。

コンパクトボディに 効率的な内部エアフロー
強力なファンがお部屋の空気を吸い寄せ、
内部をエアフロー。
UVC-OZONEランプを通すことで、
除菌と消臭二つの効果を最大限に発揮。
6畳なら約5分、16畳の広い部屋でも約15分で
お部屋の空気を綺麗にします。

人体に害を与えないオゾンが快適な生活を守ります！



※1)弊社営業日の午後5時半までにご注文賜りました場合には在庫品（お取り寄せ商品を除く）は原則翌日（土日祝除く）のお
届けとなります。但し、土・日・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。（離島・一部地域を除く）
※2)1回のご注文金額が1,000円（税別）未満の場合には、当該ご注文につき、別途送料として、200円をご負担いただきます。
なお、消費税等は別途ご請求させていただきます。
※3)事前にご登録が必要となります。商品のご注文は登録完了後可能となります。

オフィスに必要なものをまとめて注文できないかなあ…

｢快適オフィスサプライ｣におまかせ！

オフィスに必要なものをまとめてサポート

快適オフィスサプライは、コピー用紙・トナーなどのOAサプライ、文房具（文
具）、PCハード・周辺機器ほか、オフィス用品の総合通販サイトです。豊富な品
揃えで貴社のビジネスをサポート致します。

選べる

揃える

楽しめる

文具、生活用品から約21,000点を取り揃えています。お客様
の声を反映して、便利で機能的な商品、まとめて買ってお得な
業務パック・まとめ買い商品などなど商品ラインアップも充実
しています。

全国翌営業日配送！ 配送料無料！ web注文OK!
※1                                                                            ※2                                 ※3



円 /月（税別）より

【 ポスター 】 【 フラッグ 】 【 電飾看板 】

【 ポップ・バナー 】 【 メニューサイン 】 【 プレゼン資料 】

あらゆる要求を自在にこなす大判プリンターがあれば…？

imagePROGRAF シリーズから用途に合った

プリンターを選択可能です。

図面の電子化やコピーの内製化におすすめな、

キヤノンの大判カラーMFPソリューション。
今お使いの大判プリンターに増設することで、

簡単にカラーコピーシステムへの拡張が可能です。

省スペースなエントリーモデル！！

【製品特長】



お使いの一般電話機を、
見直してみませんか？

御社のﾆｰｽﾞに合ったシステムをご提案させていただきます。

コストの削減・業務の効率化！！

保留転送で担当者が近くにいなくても
電話対応が可能

複数からの電話に対応可能

同じ企業同士の内線通話が可能

併せて検討してはいかが・・・?

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽFAX受信
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ受信を活用すれば・・・

受信文書の印刷コスト 削減

受信文書の紛失リスク 削減

受信文書の仕分コスト 削減・・・etc

（ただし、受信文書の自動仕分けにはいくつかの条件がございます。）



入札で受注したが… ・電子納品？ ・何を準備するの?

｢デキスパート｣におまかせ！！

デキスパートをご案内します

電子納品は、独自のルールがあります。

国、県、市のルールに従いて電子納品を行うことができるのが、

｢デキスパート｣です。



オフィスづくりにお悩みの方へ

オフィス家具シリーズ
オフィス家具シリーズには実用的なアイテムがそろっているので、

現代的な会社をスムーズに運営するのに役立ちます。

さらに、オフィスをより効率的にするだけでなく、

より楽しい雰囲気にするアイデアもたくさん見つかります。

どのようなオフィス家具がありますか？

取り扱い品目

デスク

椅子

キャビネット

ロッカー

テーブル

パーテイション

オフィスアクセサリー

etc
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※この印刷物の内容は2014年６月現在のものです。

御社を担当させていただいています

大事な書類をFAXしてもらうんだけど紛失しないかな？

普段使わない書類でオフィスが
占領されている！

受信FAXって紙がもったいない！
FAX送信のためにプリント！

書類を電子化…どうやるの？

電子化した機密情報を
みんなが知っていた!?

あの書類はどこにあるんだ？！

コピーされちゃ困る書類のコピー
が出回ってる!?

誰もいないときでも複写機は
使えちゃう？

お任せください！わたしたちが、解決をお手伝いします！

渡し間違いが不安。

直接担当者に届けば、

毎日の F A X配りも

必要ないのに･･･。

禁複写
禁複
写

禁複
写

禁複写

禁
複
写禁

複
写

あれ？注文書、どこ

いっちゃったのかな？

あれが無いと今日中に

契約できないよ！

とほほ･･･。またタテ

ヨコ間違えちゃった！

電子化っていっても

なかなかスムーズに

できないわ。

お客様からの問い合わ

せの書類はどこにある

んだ？？

すぐに回答するんだ！

いったい担当者は誰な

んだ？！

すみません。担当は

○○さんだと思います

が、現在不在でその

書類がどこにあるのか

分かりません！！

たまにしか見ないもの

ばっかり。

こんなに本当に取って

おく必要あるの？

今出力されたこの文書、

本当は見られちゃ困る

ものじゃないのかな？

部長がいないうちに、

カラーコピーとカラー

出力を大量にしよう！

どうせ誰が印刷したか

なんてわからないよ！

不要なDMも来るし、１回

見たら捨てちゃうものもあ

るし･･･。

何でも紙に出てきちゃう

のはもったいないな。

ウソ～?!

これってコピーされ

ちゃ、まずいんじゃ

ないの～？

重要書類と重要じゃ

ない書類が混在。

サイズもフォームも

バラバラで整理なんて

できないよ。

あれれ？どうしてみん

なが機密情報を知って

いるんだろう？

重要文書のＦＡＸは

誤送信や情報漏洩が

心配だわ･･･。

このようなことで、お困りではありませんか？

※その他の社名または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。※記載内容および商品の仕様、外観は改良のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色調は、フィルム、印刷の性質上、実際の色とは異
なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

：

：北九州市小倉南区葛原元町3丁目３－30

093-931-1135           093-951-3067

：福岡市博多区豊1丁目３－１４

092-472-3380           092-472-3390

：行橋市西宮市1丁目8－13

0930-26-8001           0930-26-8003

：http://www.toyokoike.jp

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX


