
ステラグループ株式会社

2012年

１１月号

◆ ステラフェアレポート（横浜・三鷹）！

◆ 弊社ホームページリニューアルのお知らせ！

◆ ホームページ簡易制作ツールの決定版！

◆ 弊社オリジナルサービスメニュー！

◆ オフィスづくりはおまかせください！

◆ キヤノン「HOME」キャンペーンのご案内！

◆ OBC勤怠管理システム（卸業者様向け）！

◆ NASを見直しましょう！

◆ ワイドモニターは縦で使う！

◆ 郵便発送業務の改善ご提案！

◆ まさかのために！

◆ これからが需要期！空気清浄機！

◆ アップルDTP情報！

◆ お客様満足度アンケートの御礼！
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ステラリンク神奈川フェア 2012in横浜 9月7日(金)開催

☆お客様の感想☆

御帰りの際には、アンケートにご協力頂きありがとうございました。

皆様から「メンテなど対応もよく感謝しています」や「オフィスビジ
ネス機器の総合商社として頑張ってください」と励ましのお言葉
を多数頂戴致しました。ありがとうございます。

又、今後のステラグループに期待する事として、「新製品のお知
らせを随時して頂きたい」、「他社の導入事例を聞いてみたい（良
かったこと、悪かったこと）」などのご意見を頂きました。

今後もお客様のご期待に応えられるようクリエイティブな活動を

していきたいと思います。

☆セミナー☆
プロのカメラマンによるデジカメ教室とソフトバンクテレコムさん
によるスマートデバイスの活用事例セミナーを開催致しました。
両セミナー共にお客様に大変ご好評頂き、大成功致しました。
講師の御二方、ありがとうございました。

前回フェアを上回るご来場 83社101名！！
たくさんのご来場、ありがとうございました

ステラフェア
レポート

横浜・三鷹

次回は12月6日（木）八王子にて開催決定！！

詳細は次号にてお届けいたします。

皆様に見て楽しんでいただけるものを日夜考察中。

今期のテーマである「もっとステラを知ってもらおう」を合言葉に日常取引いた
だいているお客様及び、三鷹オフィス周辺で新規にご訪問させていただいている
お客様にどのようにしたら楽しんでいただけるかをコンセプトに企画いたしました。
当日は雨が降る中、たくさんのお客様にご来場いただきありがとうございました。
今後もお客様の声を参考に定期的にステラ多摩フェアを企画してまいりますので
よろしくお願いいたします。

皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。

情報セキュリティーセミナーも
大好評に終わりました！

今後もお客様の役に立つセミ
ナーを開催いたします。
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是非、ご覧ください。

http://www.stargp.jp/

HP制作ソフト（次ページをご覧ください。）を活用し、弊社社員が制作いたしました。

ホームページをリニューアルいたしました！

10月16日 PMより OPEN！

※インターネット全体に反映されるまで10日ほど時間がかかる場合がございます。
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ドラッグ ＆ ドロップでホームページが
簡単に制作できるツールです。

ビンゴ・シー・エム・エス

デザインパーツを思いのままにDrag & Drop！　
自由にページレイアウトができます。

□今まで体験したことのないホームページ制作ツール！
□専門的な知識（HTML、CSS、JavaScript…）などの知識は不要！！
□ワープロが打てるスキルがあれば誰でも使える！
□専用ソフトは不要。ブラウザがあればどこからでも利用OK！
□問い合わせフォームもご自分で作成できます！

OK

Version1.5 Coming soon!

でインターネット販売サイトを簡単構築！
「bingo!CMS」にショッピングサイトの定番
「EC-CUBE」（※1）をプラスして、ECサイ
トを簡単に、よりかっこよく作ることのでき
るツールが誕生しました。
オープンソースの「EC-CUBE」を利用するこ
とで制作費をコストダウン！
登録してある情報を魅力的に見せることがで
き、完成度の高いECサイトが制作できます。
さらにCMS機能でページの更新も自由自在！

※1「EC-CUBE」は株式会社ロックオンの商品登録です。

ホームページ簡易制作ツールの決定版！
私たちのホームページもこのソフトで制作いたしました。驚くほど、使いやすいです。
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ゴミ箱に捨てて空にしたから大丈夫！

→復元ソフトを使用すれば復元可能です。

フォーマットしたから大丈夫！

→特殊技術があれば復元可能です。

＠作業内容
・データ消去専用ソフトウェアにより、ディスク全体に渡ってランダムデータや固定データを上書きし、

塗り潰します。※標準では、ランダムデータ、固定データを組み合わせ3回のデータ消去を行います。

・データ消去完了レポートをご提出いたします。

・データ消去のみの場合は訪問料が発生する場合があります。

※受付時間は平日9:00～17:30とします（土日・祝祭日・年末年始休暇は除きます）

（受付時間により翌日対応になる場合もございますのでご了承ください。）

サービス内容

廃棄PCのデータは狙われている！

昨今様々な企業で情報漏洩が問題になっており、2005年4月から個人情報保護法
が施行されるなど、情報管理の重要性が増してきています 。

廃棄PCのHDDをデータ消去専用ソフトウェアを使用しデータ
消去いたします。

ステラグループでは・・・・・・

・お客様の重要なデータを復元出来ない様消去いたします。

データ消去が行われていないPCはこのようなデータが狙われます。

・メールの内容や相手先のメールアドレス

・経理データなどの機密情報や顧客リスト

・銀行のネットバンキング情報、クレジットカード情報

・一旦インターネット上に流出してしまうと回収する事は事実上不可能です。

・個人情報や機密情報が流出し莫大な損害賠償を請求された事案もあります。

お客様のご要望にお応えできるよう、HDD破壊機の導入を検討中です。

・ソフトウェアではなく機械的に壊して欲しい。

・重要情報を社外へ持ち出したくないので、訪問して作業して欲しい。

ステラグループのオリジナルメニューです！
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専用カタログをご用意しております。

詳しくは担当営業まで、お問い合わせください。

OFFICE ~entrance~

OFFICE ~work place~

HOSPITAL&WELE ARE

納入事例

ステラグループ株式会社

オフィスづくりは弊社におまかせください！
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詳しくは担当営業まで、お問い合わせ
ください。

天然のアロマでオフィスの環境改善を。

天然アロマの一例

体感的な涼しさをもたらす天然アロマ

アロマディフューザー

オフィスの環境づくりは、ステラグループにおまかせください！

ステラグループ株式会社
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指定時刻に自動的に「HOMEの
ファイル共有へ」バックアップ保存
します。

1日/週間/月間、個人/グループ単
位で表示でき、見落としや記入ミスを
防ぎます。

IT管理者がいなくてもHOMEコン
タクトセンターが導入前の設定から
導入後のさまざまな問い合わせをサ
ポートします。

インターネット経由で
自動的にバックアップ。

見やすい表示で社員の
予定がわかります。

５ ID「月額」3,200円の
低コストで利用できます。

インターネット
コピー

バックアップ

5ID ¥3,200

データセンター

サーバー不要

ススケジュールは
ホワイトボードのみで管理しています。

スケジュールは
ホワイトボードのみで管理しています。

スケジュールは
ホワイトボードのみで管理しています。

バックア
ップはしていますが社内で保管しています。

バックア
ップはしていますが社内で保管しています。

バックア
ップはしていますが社内で保管しています。 お客

様情報
の多くは

電子
データのみで

保管し
ています。

お客
様情報

の多くは

電子
データのみで

保管し
ています。

お客
様情報

の多くは

電子
データのみで

保管し
ています。

今、HOMEサービスを新規でお申し込みいただくと

定価6,000円/月の 　　　　　　　　　　　 が

無  料
10GB追加オプション

でご利用いただけます。

※10GB増量は、2012年6月1日時点のサービス提供条件でのご契約期間中が対象となります。標準で提供するディスク容量等が変更となった時点で本キャンペーンの適用期間が終了します。
※専用の申込書をご記入いただきます。

増量
10GBHOME ディスク　　キャンペーン

社内
の重要

情報は

個人の
パソコンにしか

保管され
ていません。

社内
の重要

情報は

個人の
パソコンにしか

保管され
ていません。

社内
の重要

情報は

個人の
パソコンにしか

保管され
ていません。

2012年

6月11日
12月末

ご好評につき延長決定
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●お求めは信用のある当社で

●記載の内容は。2012年7月時点での情報から作成しております。
●弊社の都合により予告なく変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。

●お求めは信用のある当社で

HOME 導入後の運用サポートは、HOME-CC（コンタクトセンター）の専門スタッフが行います。
お客様からの問い合わせに対し、電話だけでは伝えにくい操作や設定などは、インターネットを利
用したリモートツールで分かりやすくサポートします。

リモートツールはHOME に標準で装備されており、インターネット経由でお客様のパソコン画面を
専用スタッフが直接見ながら遠隔操作してリアルタイムに問題を解決します。

遠隔操作する際は、認証を暗号化し、通信はSSLで保護されています。
※ファイアーウォール設定の変更は必要ありません。

言葉だけでは分かりにくい内容も容易に解決できますので、安心してご利用いただけます。

ネットワークの出入り口に専用のセキュリティ装置「HOME-UNIT」を
配置することで、下記の機能を一元的に提供します。

信頼性の高いセキュリティ装置をメンテナンスフリーでご利用いただけます。信頼性の高いセキュリティ装置をメンテナンスフリーでご利用いただけます。

専用PORTALアプリケーションでセキュアにファイル共有できます！専用PORTALアプリケーションでセキュアにファイル共有できます！

HOMEコンタクトセンターがリモートでサポート！HOMEコンタクトセンターがリモートでサポート！

ファイアウォール機能 アンチウイルス機能 アンチスパム機能

Webコンテンツブロック 不正侵入検知防御

※原則 既存ルータ配下に配置します。オプションでHOME-UNITを利用したインターネット接続もご利用いただけます。（ルーター不要）
※HOME-UNITを用いた「リモートアクセス」「拠点間VPN接続」もご利用いただけます。
※HOME-UNITに収容できるパソコンは標準で30台以下、上位のUNITをご契約いただければ最大60台まで収容できます。
※セキュリティ装置にはFortinet社のFortigate50B/60Cを採用しています。
※配下に公開サーバやIP電話の装置がある場合は導入に注意が必要です。

※type-U/type-Pで標準5ID、type-Fで標準1IDご利用いただけます。追加は5ID単位で￥2,000となります。
※ファイル共有領域は追加1GB：￥1,000、10GB：￥6,000となります。
※HOME-PORTALは最大400ユーザまでご利用いただけます。
※HOME-BOX機能は、HOME-PORTALのファイル共有と別領域を利用します。（標準100MB）

HOME-UNIT

インターネット

HUBなど

クラウド型PORTALアプリケーション「HOME-PORTAL」で、機能を活用してコミュニケーションをご利用いただけます。

ファイル共有領域にパソコンから自動でデータをアップロードする「HOME AutoUploader」を無償でご利用いただけます。

キヤノン製複合機からのFAX自動転送やスキャン送信が可能な「HOME-BOX」をご利用いただけます。

償でご利用いただけ

けます。

ます。

けます。

ポータル機能 スケジュール 設備予約 伝言メモ 掲示板 ファイル共有（1GB）

リモートツール中継サーバー

お客様 HOME-CC同じ画面を見ながら
リアルタイムに問題解決

SSL暗号化 SSL暗号化

ステラグループ株式会社
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ステラグループ株式会社
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ステラグループ株式会社
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（株）アイ・オー・データ機器 www.iodata.jp

23インチワイドディスプレイ

LCD-MF234XBR
定価:OPEN

回転機能付き3関節ディスプレイアーム

DA-ARMS3
定価:¥15,700

USB-RGB/D3・USB-DD1等のUSBグラフィックアダプタを導入頂ければ、簡単に回転設定が可能！！

USB3.0/2.0ディスプレイアダプタ

USB-RGB3/D
(定価：¥10,600）

◆ワイドディスプレイを縦にすれば、縦書き文書1ページが丸ごと表示できます！

ステラグループ株式会社14



書類を折る

封筒に入れる

切手を貼る

切手、料金、集計管理

郵便物の封入封かん
大変だった封入作業が簡単操作でスピーディーに

郵便料金を自動で計算し、料金を封筒に直接印刷。
ポストにそのまま投函できます。
□　もう切手はいりません。
□　料金は自動算出で封筒に印刷
□　部門別の集計も簡単に
□　郵便料金のお支払いは月一度
□　きれいなプリント、広告も印刷可

□　機械で封入から封かんまで自動処理
□　機械化で手作業の約９倍のスピード
□　きれいな折り方で均一化
□　かんたん操作ですぐに使用できます

ピツニーボウズジャパン株式会社
［発 売 元 ］

【本社】〒142-0041　東京都品川区戸越1-7-1戸越NIビル
電話:　03-5750-4309

最高
スピード

45通/分
部門集計

100部門まで
一体型
スケール

5kg最
大

セミ
オート
フィード

封入点数

３点

紙折り
モード

二重送り
防止機能

最高
スピード

900 通/分

OfficeRightTM Mailer

お求めは・・・
DM100TMS

郵便料金計器

封入封かん機 ( インサーター )

郵便業務効率化のスペシャリスト
ピツニーボウズジャパン

お客様の郵便発送業務、
自動化します

ステラグループ株式会社
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特長 型番 本体価格

ブラック LVR-SD500BK OPEN

■ 2つのカメラ＆GPS機能搭載モデル●常時録画+Gセンサーによる衝撃
検知と手動録画
●付属のプレーヤーソフトで事故の
瞬間を分析
●車外用と車内用の2つのカメラ
&GPSを搭載

●車両後方や運転者の目線と、ＧＰＳで位置・速度も記録

特長 型番 本体価格

ブラック LVR-SD100BK OPEN

■ ディスプレイ付きモデル

●パソコンなしでもすぐに確認できる！
液晶ディスプレイを搭載

特長 型番 本体価格

ブラック LVR-SD300HDBK OPEN

■ HD高画質＆GPS機能搭載モデル

●高機能なプレーヤーでGPSで位置情報を取得

●720p（1280×720）のHD画質で
記録する
●「常時録画」 + 「多彩なイベント検
知録画」でしっかり記録
●"記録開始"のタイミングをシーンに
合わせて設定

●常時録画+衝撃検知+手動検知で、
まさかの瞬間もしっかり録画
●付属の専用ソフト※で事故状況の
分析ができる！

※1：事故の状況がすべて記録されるわけではありません。設置する位置や角度によって記録できる映像や音声は異なります。
※2：裁判で証拠として採用されるかどうかは裁判所の判断であり、本製品による記録データが証拠として採用されることを保証するものではありません。

ドライブレコーダー まさかの車両事故の瞬間を映像で記録！

相手の不注意による、もらい事故！
過失について争うよりも、
事故時の映像があれば一目瞭然です。

業務改善・予防対策業務改善・予防対策

ー営業・保守・サービスで利用する車から運送業までー

今、社用車にできること。すべきこと。

http://www.elecom.co.jp/     http://www.logitec.co.jp/            詳細はこちら詳細はこちら

● まさかの事故の瞬間を映像で記録！
● Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈで手ぶらトークを実現して安全運転を支援！
● シガーソケットからスマホやタブレットを充電して営業活動に備える！

16



お問い合わせ先

定格出力 型番 本体価格

150W LPA-CIVT150BK OPEN

100w LPA-CIVT100BK OPEN

■ 車載用DC-ACインバーター
●車の電源(DC12V)を家庭用の電
源(AC100V)に変換することができ
る
●USBポート充電も可能
●コンパクトで置き場所に困らない、
シンプルなデザインを採用

シガーチャージャー シガーソケットからスマホやタブレットを充電して営業活動に備える！

特長 型番 本体価格

ブラック LPA-CC2U02S OPEN

■ シガーソケット搭載2連USBシガーチャージャー●2連USBを搭載したシガーチャー
ジャーで2台まとめて充電可能
●2.1A出力可能な
iPad/iPhone/iPod用のUSBポートと
1A出力のスマートフォン用USBポート
を搭載

●12V車だけではなく24V車にも対応

特長 型番 本体価格

ブラック LBT-MPHF05BK OPEN

■ 2つのカメラ＆GPS機能搭載モデル●Bluetoothに対応した携帯電話を
手に持つことなく、自動車内でのハン
ズフリー通話を可能にします
●多機能ボタンと音量ボタン（＋/
－）という3つのボタンだけを装備し
たシンプル設計

●製品本体を自動車のシガーソケット（12V専用）に
差し込むだけですぐにに使用できます

ハンズフリー Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈで手ぶらトークを実現して安全運転を支援！

車を運転中に、重要顧客から電話。
でも駐車スペースはない。でるべきか・・・。
運転中の携帯電話使用は、違法です！

コンプライアンス対策コンプライアンス対策

※一部の自治体では、ヘッドセットを使用しての通話が条例で禁止されている場合がございます。詳しくは各自治体へお問い合わせください。

× ○

電源確保電源確保 タブレット・スマホを活用する時代、電源確保が重要です！

エレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp

本ドキュメントの作成にあたっては細心の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述の誤りや欠落があっても
エレコム株式会社、ロジテック株式会社はいかなる責任も負わないものとする。本ドキュメントおよび記述内容は
予告なしに変更されることがあります。
本ドキュメントは、作成日現在の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、仕様の変更、バージョン
アップ等により、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。

ロジテック株式会社
http://www.Logitec.co.jp

ステラグループ株式会社
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ステラグループ株式会社
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お客様への「より質の高いサービス」を目指し、

キヤノン製複写機を
ご愛用のお客様を対象に

インターネットによるアンケートの実施を

させて頂いております。

調査期間（アンケート実施期間)

終了いたしました。
※このハガキは2011年度の見本です

おかげさまで、多くのお客様にアンケートへお答えいただき、誠に有難うござ
いました。心より御礼申しあげます。

お客様からいただいたご意見を、さまざまな改善につなげることで

『より質の高いサービスの提供』
『もっとステラグループを知っていただく』

活動を実現してまいります。

今後とも末永いお付き合いを、何卒、よろしくお願い申しあげます。

お客様満足度アンケートについて
～ご協力をありがとうございました！～

サポート推進部
責任者 斉藤です。

ご協力をいただき、誠にあり
がとうございました。

『クリエイティブワークにおける良いモニターの選び方』

液晶モニターは種類が多くて何を基準に選んだらよいかわかりません。

特にクリエイティブワークで使用するモニターは正しい色で表示し長い間使用しても疲れ

が少ないものが、理想だと思います。選ぶ物差しとして参考にして頂ければ幸いです。

ポイント1）画面の表面処理がノングレアタイプを選ぶ

ポイント2）視野角が上下、左右とも175度以上あるものを選ぶ

ポイント3）Adobe RGBの広色域に対応したものを選ぶ

ポイント4）色温度が選べることが必須

ポイント5）入力インターフェースは10ビット対応のDisplay Portを選ぶ

ポイント6）ハードウェアキャリブレーションに対応していること

ポイント7）モニターの高さ調整ができること

ポイント8）画面の大きさは24インチワイドタイプがおすすめ

ポイント9）無償保証期間が長いメーカーを選ぶ

ポイント10）私のおすすめするモニターは？

株式会社 ナナオ製ColorEdgeCX240-CNX

http://www.eizo.co.jp/products/ce/cx240/index.html

NECディスプレイソリューションズ製MultiSync LCD-PA241WBK-SV

http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd-pa241wbk-
sv/index.html

アップルSマイスター
の大島です。

モニターに関する情報
をお届けいたします！
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■会社概要■

会社名：ステラグループ株式会社 http://www.stargp.jp/
設 立：1973年7月 資本金：9,500万円 代表者：代表取締役社長 川井 昇

営業拠点 本 社オフィス 東京都文京区後楽二丁目３番２１号 住友不動産飯田橋ビル１１階

※日本橋オフィス ※ 本社オフィスへ統合いたしました。
立川オフィス 東京都立川市柴崎町2丁目3番6号 第一生命ビル3Ｆ
三鷹オフィス 東京都武蔵野市中町1丁目9番5号 第一中央ビル3Ｆ
神奈川オフィス 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目86番1号 関内マークビル2階

■事業内容■
●OA機器およびコンピュータ機器の販売とメンテナンス・保守
●ネットワークを含む社内システムの設計・構築・運用管理
●システム開発
●什器備品・消耗品・オフィス家具の販売
●デジタルデータ総合出力サービス・クリエイティブワークの企画・制作
●人材派遣【 （般） 13-01-1334 】・アウトソーシングビジネス

■編集後記■

■ご挨拶■

■経営理念■

※ 本社オフィスを移転いたしました。

めっきりと秋らしくなってまいりましたが、あまりの
急激な気温変化で体調の維持管理にお悩みでは
ございませんでしょうか？
空気が乾燥してまいりますので、掲載させて頂い
た空気清浄機の需要が高まります。お早目にご
検討ください。
さて、弊社はライブオフィスのオープンにつづき、
ホームページのリニューアルを実施致しました。
簡単に作成でき、しかもラクラク更新を可能にす
るため、様々な手法を検討いたしました。結果、ご
紹介したbingo!CMSの活用と相成りました。
様々な経験をさせていただきましたので、情報を
お届けいたします。是非、お声掛けください！

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
ステラグループ株式会社代表取締役社長の川井昇でございます。

10月に入り、ようやく秋めいて参りました。
お客様みなさま方におかれましては、ますますご健勝のことと
お慶び申しあげます。

先月18日にオープンいたしました弊社新本社オフィスは、
「ライブオフィス」＝お客さまに観ていただける提案型のオフィスとして、
既に多数のお客さまにご来社いただいております。
ご来社いただいたお客さまには、大変ありがたくも、ご好評いただいております。

まだ、ご覧いただいていない皆様方にも、ぜひ、ご来場いただきたく、
心よりお願い申しあげます。
今後、弊社担当者が、弊社オフィスをご覧いただくお願いに参ることと
存じます。
その際には、ぜひ、ご来臨くださいますようお願い申しあげます。

お客さまのお越しを社員一同、お待ち申しあげております。
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