
DocuWorksを利用したファクス業務の改善

●お問い合わせは、下記の営業担当へ･･･

ペーパーレス ファクスによる出力コストの削減

親展
ボックス

出力 必要なものだけをプリント！ムダなものは削除！

確認 複合機パネル上に受信文書をサムネイル表示！

受信 いったん親展ボックスに蓄積し、LEDランプの
点灯と同時にメール/DWトレイでお知らせ！

さらに、

DocuWorksを連携する
ことで、ファクス文書も
他の電子データと同様に
PC内での保存も可能。

着信拒否

*ネットワーク環境
が必要です。

送信

ダイレクトファクス
機能を使えば、パソ
コンからの直接送信
が可能です！

ダイレクトメールなど不要な着

信をナンバーディスプレイ連携

で拒否することも可能です！

⚫ ファクス受信文書を紙に出さずに電子化し、共有サーバーに格納できます。

⚫ 受信文書の放置や紛失・取り間違えの抑止、問合せ対応や外出時のファクス確認が可能になります。

※XEROX、およびそのロゴと“コネクティング・シンボル”のマークは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。 本書の内容は2011年5月現在のものです。

PC･ネットワーク構築

オフィス移転･配置変更

電力コストの削減

DocuWorksを使ったスキャナの有効活用

DocuWorksは、アプリケーション

フォーマットの違いを超えて、電

子文書と紙文書を一元管理するド

キュメント有効活用ソフトウエア

です。各種の電子文書や、スキャ

ナーで取り込んだ紙文書を同じウ

インドウ内で一元管理することが

可能です。見やすい表示機能はも

ちろん、検索、編集など、ドキュ

メントの自由な『ハンドリング』

を実現します。

「紙」があるオフィスや業務なら、改善できる_DocuWorks ９
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使いやすさを追求し
たコンセプトが認め
られました。

Point
1

⚫ 「紙」の持つ価値や良さを

電子文書に取り入れる。

⚫ 直観的に操作できるため、

高いITリテラシーは不要。

「紙」がある
オフィス・業務に
使えます。

Point
2

目に見える導入効果
を出す事ができます。

Point
3

ＯＡネットシステムは、ＯＡ機器/NetWork機器の販売だけではありません。

お客様のオフィス環境全体の最適化に向けたお役立ちをご提案しております。

文具以外のオフィス内の｢お困りごと｣も、是非ご相談ください。

⚫ どのオフィス

にも存在する

紙

⚫ DocuWorks

で電子化
DocuWorksユーザー
事例より

備品･消耗品の発注

インターネットの脅威

PCトラブルへの対応

経営レベルの
課題解決

詳しくは中面をご覧ください！

ＯＡネットシステムでは、多種多様なパートナー企業様と
アライアンスを組んでおります。お客様の｢お困りごと｣
を解決し、経営レベルの課題解決に向けて、トータルで
ご提案いたします。

2019年9月末、｢DocuWorks｣は、
おかげさまで国内累計出荷数が
600万ライセンスを突破しました。

６００
万本

ＯＡネットシステムCO.,LTD.

Tel : 092-593-3391／Fax：092-593-3382 担当：



電力会社見直しでコスト削減を支援いたします。

⚫電気代を削減したい。
⚫コスト削減の為に電力会社を変えたいがどこが良いかが分からない？

◆エフビットコミュニケーションズ㈱

お困りごと 電気代が高い！

改善後 お客様の電力コストを大幅に軽減します

エフビットでんきは電力自由化によって電力会社として認可を受けた新電力で
す。現電力会社を変更するだけで電気料金の削減を図ります。

パソコンに関するトラブルや疑問を解決します。

⚫インターネットやメールが急に使えなくなった。
⚫急に印刷できなくなり急ぎの書類が出せない。

⚫パソコンが起動しない。

お困りごと 社内ＰＣ・ネットワークのトラブル/問い合わせ対応に時間がかかる

多様な新しいワークスタイルへの対応を支援します。

お困りごと 柔軟で新しい働き方を推進したい

改善後 効率的な業務環境の仕組みづくりができます

各種ＩＴ・ネットワーク製品・消耗品の購入を支援します。

IT整備を可能とする最新PC･サーバー･ソフトウエアからHub･ルーター等の周
辺機器まで、各種メーカー製品の取り扱いを行なっています。メーカーに捉わ
れずに、お客様に最適なIT環境構築をご支援いたします。

●複合機等と同様にリース契約が可能です。
●周辺機器:1台から取り扱いいたします。
●IP電話やLED蛍光灯照明等は、各メーカー様と
協業でご提案いたします。

◆IT･ネットワーク製品･消耗品の一括調達

お困りごと 社内のIT整備に関しては、手間をかけずに最適に行ないたい

改善後 メーカーを問わず要望に応じた調達・環境構築ができます

⚫購入したい機器メーカーがバラバラの際は、個々の交渉が面倒である。
⚫色々なメーカーの最新情報が欲しい。
⚫消耗品の注文･手配をできる限り簡素化したい。

インターネットの脅威からお客様を保護します。

⚫ウイルス対策ソフトだけでは心配と言われるが、対処法が分らない。

⚫個人情報漏洩対策等のシステム運用管理が大変。

⚫セキュリティ対策強化のための人材確保が難しい。

お困りごと 新たな脅威に備えるためのセキュリティー対策が必要

改善後 セキュリティー対策のアウトソーシングで付帯業務を軽減します

快適なオフィス環境構築をサポートします。

お客様のご要望･予算に合わせて、パートナー企業様と一緒に『企画立案』や

『調査分析』から、ご提案・ご導入後の『運用』まで快適なオフィス環境構築

に向けてトータルでサポートいたします。

お困りごと

改善後

業務効率向上に向けたオフィス環境を作りたい

生産性・効率性を高めるオフィス環境作りが実現できます

⚫レイアウト･組織変更の都度、机･キャビネット等を検討している。

⚫OAフロアも検討したいが、どこがいいのか分らない。
⚫他社の構築事例等を聞いて、レイアウトの見直しも考えたい。

◆オフィス環境最適化提案

ご要望･ご予算に合わせてコーディネート。

専用シートの上に置くだけで
ネットワークに接続できる
【LANシート】等の新しい
オフィスの形態もご提案。

ICカード
で入退出

社員証のICカード化と共に
入退出管理を中心とした
セキュリティ強化もご提案。

Solution for you

基幹業務システムでの企業基盤強化をサポートします。

⚫パフォーマンスを上げ、陳腐化した仕組みを見直したい。
⚫基幹業務システムの対応業務範囲を拡げたい。
⚫基幹業務はどのような仕組みが自社にとって最適なのかを知りたい。

◆基幹業務システムの最適化提案

お困りごと 現在のシステムが環境・法令・業務変化に対応しづらくなっている

改善後 システムの最適化によって業務改善ができます

その他、基幹業務の出力改善として
◆基幹出力ソリューション
◆自動封入封緘システム
◆ペーパーレス化ソリューション

をご提供できます。
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増力化

ガバナンス省力化

経営体質の強化

対応業務の拡大

ハードウエア切り替え

カスタマイズ変更

ソフトウエア切り替え

ASP/SaaSの採用

改善後 お客様に替わって自席から電話／リモートでスピード解決します

業務ソフトウェアが稼動するパソコンやサーバーも、残念ながらウィルス・情報

漏えい・データ損失などの被害に遭う可能性は否定できません。

もしも被害に遭えば、業務の停止

といった直接的な被害だけでなく、

顧客からの信用を失う致命的な

問題にも発展しかねません。

しかしきちんとした対策を施せば、

その可能性は限りなく少なくする

ことができます。

ご使用中に突然発生するかもしれない

パソコンやプリンターなどの故障。

ＯＡネットシステムのハードウェア保守サービスなら

しっかり対応します。

年保守契約で安心！

社内
Data

●新電力への初期費用や毎月のコストは不要です。
●電力の品質（電圧/周波数）はこれまでと同じです。
●電力の供給安定性もこれまでと変わりません。
●高圧受電/特別高圧受電/低圧受電のお客様が対象です。

事業所 契約電力 電気料金／年

Ａ事業所 １，２００ｋｗ ４，５６９万円

Ｂ事業所 １８９ｋｗ １，０１８万円

Ｃ事業所 ２，５２６ｋｗ １４，４２０円

削減料金／年 削減率

▲３１９万円 ７．０％

▲４３万円 ４．２％

▲１，５００万円 １０．４％

⚫仕事のニーズに合ったＰＣを購入したい。
⚫より便利で働きやすい業務環境を作りたい。

●用紙･カートリッジ等の各社消耗品から文具･日用品まで
インターネット及び電話･ＦＡＸによる注文を承っております。

◆企業と社員の為に、すぐに始められる
「働き方改革」をご提供します。

⚫ファイル共有でデータを集中管理

⚫簡単検索でいつでも活用

⚫モバイル利用によるスキマ時間の活用で仕事の効率ＵＰ

⚫働く時間や場所を柔軟に

⚫見逃しがちな情報セキュリティ対策を実現

◆日々の業務をサポートする
新世代モデルＰＣをご提案！ 働き方改革サーバー


