早稲田大学の教職員・学生様だけの WEB 印刷サービス

MDコーナー WEB 印刷サービス
MDi がスタートします！
MY WASEDA から WEB 印刷注文ができるようになりました !
学内のご指定の場所への納品が可能になりました !
WEB から注文で、納期短縮につながります !

MD i

MDコーナー WEB印刷サービスご利用ガイド

過去に注文をいただいた印刷物の増刷なら、簡単に再注文ができます !

WEB 印刷サービスで何が変わるのか？
1.WEB 注文で効率化・時間短縮が出来ます。

わざわざ店頭へ注文をしに来ていただかなくても、オフィスや出先から直接注文ができるようになります。

2. 名刺のみでなく他の商品も WEB から注文できるようになり便利になります。
名刺・各種製本・チラシなどがご注文いただけます。

3. 納品場所の指定で遠方からでも店舗に足を運ばず便利になります。

納品方法（学内便・店頭受取）を選択できます。学内便を使えば、遠方からのご注文でも対応可能になります。

4. 支払い方法（校費・現金・銀行・棒引き）で便利になります。
WEB 注文時に、支払い方法が選択できます。

5. 教材・レジュメの受注増加

24時間注文を受け付けることが可能になりますので、忙しい先生方・教職員の方々の細かい要望にもお応えします。

6. 価格割引

名刺に関しては、店頭受付と WEB 注文では価格が違うように、新印刷サービスでも割引を実施致します。

24-10号館 MDコーナー

TEL：03-3208-5270（直通） 内線：71-5630

FAX：03-3208-5240（直通） 内線 FAX：71-4256

TEL：03-3202-8419（直通） 内線：71-6032

FAX：03-3208-7818（直通） 内線 FAX：71-4051

14 号館 MDコーナー
営業時間：平日 9:00 〜18:00

土曜日 9:00 〜15:00

大学休業期間中は平日のみ 9:00 〜17:00

Multimedia
Document
information

1. 商品一覧

・チラシ
・フライヤー
・パンフレット
・リーフレット

3.ご注文から商品到着までの流れ

・大型ポスター
・立看板
・研究報告書
・テキスト

・教材
・抄録集
・記念誌
・会報誌

・ゼミ論文
・博士論文
・修士論文
・卒業論文
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会員登録

お見積り

ご注文

データ入稿

データチェック

印刷製造

検品・梱包

納品

1

5

登録画面へ入っていただき、登録用メールアドレ
スを入力し送信してください。入力していただい
たメールアドレスに登録用 URL が送信されます
ので登録を完了させてください。

※こちらに無い商品につきましてはお問合せください。

2

見積依頼画面へ

MDi へは MY WASEDA からログインしてください。会員登録が完了になりましたら MDi を使用することがで

3

ご注文

6

からアクセスができます
クセスができます▶▶▶

4

データ入稿

印刷製造
データチェックが完了しましたら印刷工程へ進み
ます。制作の進捗状況はユーザーマイページの
ステータスから確認できます。

7

MD コーナー側で見積依頼内容を確認し、確定
した最終金額を更新します。最終金額は、ユー
ザーマイページから確認できます。

MDi へは MY WASEDA

データチェック
送信していただきましたデータを MD コーナー
スタッフがチェックをします。不備がありました
らご連絡致します。

会員登録登録が完了しましたら、TOP ページか
らログインし、マイページから見積依頼が出来る
ようになります。ご注文は必ず見積依頼からお願
い致します。
※概算見積りの確認もできます。

2. ご注文＆商品詳細はこちらから
きます。ご利用ガイド、入稿データの作成につきましては下のリンクをクリックしご確認ください。

会員登録

検品・梱包
印刷作業完了後は、検品〜梱包を行います。
ご希望する梱包がありましたら注文時のコメント
欄へご記入ください。

8

MD コーナー側で見積依頼内容を確認し、確定
した最終金額を更新します。最終金額は、ユー
ザーマイページから確認できます。

納品
梱包が終わりましたら、注文時の受取方法通り
に納品致します。納品後、万が一汚れや不足が
御座いましたらお申し付けください。

4. 個人情報の取扱いについて

Click
MDコーナー印刷サービス MDi

MDコーナー印刷サービス MDi

Click

MDコーナー 印刷サービス MDi
ご利用ガイド

Click

入稿前データ作成ガイド
MDコーナーで取り扱うソフトウェア

ご注文から商品到着までの流れ

対応可能なオフィス系ソフトは、Windows 版のワード・パワーポイント・エクセル、
Illustrator、Photoshop、InDesign です。こちらのソフトを使用しデータの作成をお願い致します。
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会員登録

お見積り

ご注文

データ入稿

データチェック

印刷製造

検品・梱包

納品

※マッキントッシュ版は対応しておりません。

1

会員登録をお願い致します。

2

会員登録後、お見積り依頼をお願いします。

3

お見積り内容を MD オーナーが確認し、最終的な金額が決定します。

4

ご注文時に印刷データを送信してください。

5

入稿データを MD コーナースタッフがチェック致します。

・用紙サイズ、用紙の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ページ

6

ご注文通りの仕様で印刷作業へ進みます。

・用紙の厚さ、印刷の色目について ・・・・・・・・・・・・・・2 ページ

7

仕上がり品は、検品後に梱包します。

8

納期に間に合うように、ご指定の受取方法で納品致します。

TEL：03-3208-5270（直通） 内線：71-5630

14 号館 MDコーナー

TEL：03-3202-8419（直通） 内線：71-6032

営業時間：平日 9:00 〜 18:00

おります。完全データでの入稿をお願いしておりますので、お手数ですが入稿前に各アプ
リケーション別のチェックリストのご確認をお願いいたします。

・塗り足しとトンボについて、塗り足しが不十分な場合 ・・・・・3 ページ

※詳細は次ページ以降を御覧いただくか、MD コーナーへお問合せください。

24 -10 号館 MDコーナー

MD コーナーではお客様のデータ入稿後、印刷するにあたって不備が無いか確認を行って

・Word での塗り足しデータ作成手順 ・・・・・・・・・・・・・4 ページ
・PowerPoint での塗り足しデータ作成手順 ・・・・・・・・・・8 ページ
・Illustrator、Photoshop、InDesign チェック項目 ・・・・・・11 ページ

会員登録及びサービス利用の際に入力頂きました個人

個人情報の取扱いについて

遵守・徹底を図り個人情報保護に全社を挙げて努めてまいります。
当社では、個人情報の適正な取扱いを推進することが総合印刷業を担う企業としての社会的責務であると考え、安

土曜日 9:00 〜 15:00

ご注文〜概算御見積り方法は
こちらからご確認ください。

入稿データの作成については
こちらからご確認ください。

話

情報につきましては、印刷サービス以外の目的で使用

個人情報とは、当社が提供するサービスを運営・管理するうえでお客様から提供いただく個人に関する情報であ

2-2. 個人情報の利用目的
当社は、当社サービスの提供に必要な場合にのみ、お客様に個人情報の提供をお願いしています。提供いただい
た個人情報は、次の利用目的の範囲内で利用いたします。個人情報をご本人の同意なく必要な範囲を超えて利用す
ることはありません。
(1) 当社サービスの提供に必要な範囲内での利用
(2) 当社並びに当社関連会社より、サービスのご提案など営業促進活動の範囲で行う利用
(3) 当社サービスの向上などの目的で、個人情報を集計および分析等を実施するために利用
(4) その他、予めお客様の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
2-3. 個人情報提供
提供いただいた個人情報は、次の場合を除き第三者に開示または提供することは致しません。
(1) お客様の同意がある場合
(2) 当社と個人情報に関する機密保持契約を締結している協力会社、提携会社および業務委託先会社に対して、
お客様に明示した利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報の取扱いを委託する場合
(3) サービスの代金お支払いに関し、金融機関等に必要な情報を提示する場合
(4) 公的機関から法令に基づいて開示を求められた場合
(5) 個人を識別または特定できない態様で第三者に開示または提供する場合
(6) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
2-4. 個人情報の安全管理
提供いただきました個人情報につきましては、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、流失などの個人情報に関す
る事故を防止し、万一の事故に最善の対応を可能にするため、個人情報の管理者を任命し、管理体制を確立してい

弊社（MD コーナー）の個人情報の取扱い（プライバ

広島県呉市本通 4-5-17

privacy@try-ex.co.jp

でき、それにより当該個人を識別できるものをいいます。

したり、外部に流出することはありません。

便

株式会社トライ・エックス

ます。また、事業所の入退出をはじめ、コンピュータシステム上の安全対策など各種の措置を講じてまいります。
2-5. 個人情報の安全管理
当社は、お客様ご本人からご自分の個人情報を開示・訂正等するようご請求いただいたときは、次の場合を除き、
遅滞なく開示いたします。
(1) お客様ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当社サービスの適正な提供に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

(0823)22-6219

電子メール
開示・訂正等のご請求をいただいた際に、第三者による個人情報の不正な取得・改ざん等を防止するため、ご本人
からの要請であることを確認させていただく場合があります。

３. 当社 Web サイトの運営について

当社 Web サイトは、お客様に当社の情報を提供することを目的として運営しております。お客様が当社 Web

サイトを利用された際に、サービスのお申込み、各種お問い合わせ、メールニュース登録、アンケート等のページ
においてお客様の個人情報の入力をお願いする場合がありますが、いずれもお客様の任意の選択に委ねるものと
なっています。
この場合、お客様が入力された個人情報に対して、第三者による不正なアクセスに備え SSL(Secure Sockets
Layer) による情報の暗号化またはこれに準ずるセキュリティ技術を施し、安全性の確保に努めます。
なお、当社 Web サイトでは、お客様が当社 Web サイトを再度訪問されたときなどに、より便利に閲覧して頂
けるよう「クッキー（Cookie）
」という技術を使用することがあります。これは、お客様のコンピュータが当社
Web サイトのどのページを訪れたか記録しますが、お客様が当社 Web サイトにおいてご自身の個人情報を入力
されない限りお客様ご自身を特定、識別することは出来ません。
「クッキー」は、インターネット閲覧ソフト（ブラウザ）の設定を変更してその機能を無効にすることができますが、
その結果、当社 Web サイトの一部または全部がご利用頂けなくなる場合がありますのでご注意ください。

４. リンク先における個人情報の保護について

当社は、当社 Web サイトにリンクされている他 Web サイトでのお客様の個人情報の保護については責任を負

うことはできません。

５. 関係法令その他の規範の遵守

当社は、個人情報の保護に関する法令その他関連する規範等を遵守いたします。

６. 当社の所属する「認定個人情報保護団体」の名称および苦情の解決の申し出先
現在、当社の所属する認定個人情報保護団体はありません。

７.「個人情報の取り扱いについて」に関する変更についておよび苦情の解決の申し出先

当社は、より適正に個人情報の保護を図るために、または、適用される関係法令及びその他規範の変更に伴い、

本「個人情報の取扱いについて」
を改訂することがあります。当社が「個人情報の取扱いについて」を改訂する場合は、
当社 Web サイト（http://www.try-ex.co.jp/）を通じて公表します。

(3) 他の法令に違反することとなる場合

シーポリシー）をご確認いただき登録に同意いただける
場合はサービスをご利用できます。

個人情報お問合せ受付係

ファックス
FAX 番号

は音声により当該個人を識別できるもので、当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することが

電話番号 (0823)22-6217

受付時間 9:00 〜 17:00（但し土日祝日、当社休業日を除く）
郵

〒737-0045

２. 個人情報の保護について

り、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または個人別に付された番号、その他の符号、画像もしく

Click

大学休業期間中は平日のみ 9:00 〜 17:00

電

心して当社のサービスをご利用頂けるよう次の通り個人情報保護の運営と管理を実施します。

2-1. 個人情報とは

FAX：03-3208-5240（直通） 内線 FAX：71-4256

FAX：03-3208-7818（直通） 内線 FAX：71-4051

個人情報に関する問い合わせ先
個人情報お問合せ受付係

１. 個人情報保護に対する考え方

株式会社トライ・エックス（以下「当社」といいます。
）は、個人情報の保護について、
「個人情報の保護に関する法律」、
ならびに「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」、その他関係法令の

※詳細につきましては、MDi トップページ→
プライバシーポリシーからご確認ください。

