
ステラグループ株式会社

2012年

１２月号

◆ ステラフェアレポート（飯田橋本社）！

◆ 出展企業別 製品情報！P３～P１８

◆ 特注オリジナルデスクを承ります！

◆ 長期保存用アーカイブディスク！

◆ 地震警報付きラジオ！

◆ 蛍光灯に一工夫してコスト削減！

◆ コピー機活用のワンポイント！

◆ ステラ多摩フェアin八王子のご案内！

◆ キヤノンお客様満足度調査NO１ ！
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弊社の本社オフィスを飯田橋に移転させていただいた事を機に、”飯田橋”における弊社オリジナルフェアを
開催いたしました。
ステラグループをもっとよく知っていただくことを目的とし、今回は特にシステム関連のソリューションを展示
させていただきました。
たくさんのお客様にお越しいただき、各業務毎の切り口から、様々な製品やサービスをご覧いただけたので
はないかと思っております。
今回のステラリンク12月号では、今回のフェアの出展内容について改めてご紹介申しあげます。
ご質問等は、何なりと担当営業にお申し付けください。

ステラフェア
レポート

in ベルサール飯田橋

2012年 秋

２０７社、２６８名の
お客さまにご来場いただきました！
たくさんの皆様にご来場いただき、

ありがとうございました！

２０７社、２６８名の
お客さまにご来場いただきました！
たくさんの皆様にご来場いただき、

ありがとうございました！

“秋の大収穫祭“フェア 10/16・17

●基幹ｼｽﾃﾑの見直し、してみませんか？

経営層・総務部門向け

営業部門向け

情報システム部門向け

経理部門向け

●掌握しづらいIT資産の問題解決法
●重要情報資産管理ｿﾘｭｰｼｮﾝ

●いまの複合機のすぐできる経費削減
●事業継続計画対策としてのリスク回避 デザイン・DTP部門向け

●ｶﾗｰﾏｯﾁﾝｸの優位性と効率性ﾞ

●HOMEｵﾌｨｽの実現
●ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽで、ｼｽﾃﾑ維持費用を低減
●顧客への訴求力、ｸｲｯｸﾚｽﾎﾟﾝｽの実現
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ムダな印刷コスト
発生していませんか？
ムダな印刷コスト
発生していませんか？

出しっ放しで出しっ放しで

誰も取りに来ない誰も取りに来ない

プリントがたくさんあるプリントがたくさんある……

プリントした後にプリントした後に

設定ミスに気づくことが設定ミスに気づくことが

よくあるよくある……

モノクロでモノクロで 両面にすれば両面にすれば

詳しくはこちら！

モノクロでモノクロで
よかったのによかったのに……

両面にすれば両面にすれば
よかったよかった……

ページ指定ページ指定
し忘れたし忘れた……

エクセルでエクセルで
11ページになるとページになると
思ったのに思ったのに……

imageRUNNER ADVANCEimageRUNNER ADVANCEとえらんでマイプリントでとえらんでマイプリントで

劇的改善！劇的改善！

いきなり紙で出力せずに、

複合機でプリントジョブを一旦ストップ!

もしプリントしたことを忘れてしまっても

ムダな放置プリントは生まれません！

もし設定ミスをしていても、

タッチパネルで出力前に確認できます！

必要なものだけを「えらんで」出力し、

間違ったもの、不要なものは削除できます！

できる！減らせる！３つのポイント！できる！減らせる！３つのポイント！

imageRUNNER ADVANCE C2030F＋えらんでマイプリントで

ムダを減らして、らくらくコスト削減!!

できる！減らせる！３つのポイント！できる！減らせる！３つのポイント！

削減効果例

かんたん導入!
複合機にも、PCにも特別な難しい設定は不要。
かんたんに導入できます。

コスト削減！
「放置プリント削減」、「ミスプリント削減」、「コスト
意識向上」で無駄な印刷コストを削減します。

管理不要！
導入後に利用ユーザーが増えても、ユーザー登録
などの作業は不要。
専用の管理者がいなくても、運用もらくらくです。

フェア出展！

ご用命はステラグループまで
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ホームページ●http://www.safetylink24.jp/   e-mail●contact-info@safetylink24.jp

ASP・SaaS SolutionASP・SaaS Solution

メール送信

リトライ

リトライ

メール送信

安否情報報告

Safetylink24概念図

万一の地震や災害時の
緊急通報・安否確認ソリューション

災害時に社員の安否を確認すること
それは企業としての責任です

月額9,800円から利用可能！！

 ズバリ！ 
こんな悩みを解決！

ASP・SaaSサービスだから利用規模に応じた費
用で安心して導入でき、すぐに利用を始めること
ができます。

万一の備えだからこそ
価格は安く

Safetylink24は、送信側、受信側共に簡単に
操作できます。送信時は、事前に用意した文章
から選ぶだけ。携帯電話からの送信も可能で、
スマートフォンにも対応しています。

緊急時だからこそ
操作は簡単にしたい

回答があるまでリトライを繰り返し、社員の確実
な安否状況を収集することができます。自分の
メールアドレスも6個まで、家族は6人、それぞ
れが3つまで登録できます。

災害時だから
通知が届いているか心配

入力したメールアドレスや個人情報は全て暗号
化して保管され、本人だけがわかる情報になり、
プライバシーもしっかり保護されます。個人情報
は管理者からも見えません。

社員の個人情報の
取り扱いが心配

使いやすい
インターフェイス

直感的に
カンタン操作できる
インターフェイス設計

社員とその家族の
安否まで確認

６人まで家族を
登録でき、

さらに家族間の
安否確認も可能

緊急時以外でも
利用可能

平常時にも社内や
グループ間での
各種連絡などに
活用可能

社員の安否と被災状況を迅速に把握すると同時に、社員が不安に思う家族の安否状況
も家族間で共有できるようにすること。Safetylink24は大切な人たちの安否を確認する
ための有効なソリューションです。

ご家族6人まで
発信可能

地震情報

災害対策担当者 安否確認システム

メール送信

リトライ機能

（税別）

ご用命は、ステラグループまで

フェア出展！
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ご用命は、ステラグループまで

フェア出展！
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＜店舗・オフィス向け＞

◆停電時の非常電源

◆情報を守る サーバ・ネットワーク機器

◆会計を守る ＰＯＳシステム

◆夜間作業・室内作業の照明 etc.
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※詳細は東京都中小企業振興公社HPをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1107/0017.html

【助成金対象企業 中小企業】
・製造業・建設業・運輸業・その他 資本 3億円以下、従業員300人以下
・卸売業 資本 1億円以下、従業員100人以下
・サービス業 資本 5000万円以下、従業員100人以下
・小売業 資本 5000万円以下、従業員50人以下

【助成率及び限度額】

・中小企業：対象経費の2/3以内（限度2000万円）
・中小企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ：対象経費の3/4以内（限度5.6億円）
【助成対象地域】
東京都内に登記簿上の本店があれば、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、
栃木県、茨城県、山梨県、静岡県（富士川以東）、福島県、宮城県、岩手県、
山形県、秋田県、青森県、新潟県の会社敷地内設置も対象になります。

１.東芝リチウムイオン電池SCiBTMは、高い安全性

と長寿命（4000回の充放電が可能）が特徴です。

2.最大700Wの機器を約1.8時間連続して使用可能。

3.充電時間は ８時間でOK。

ポイント

※注意点

・ 人の生命に関わる装置には使用しないでください。（人工透析器など）

・ 日本国外の使用は禁止になります。

・ 本機器は業務・オフィス用になります。家庭での使用はご遠慮ください。

助成金概要

※申請受付期間は
平成24年12月28日(金)

までです。
お早めにお申込み

下さい

700mm

230mm

640mm

・万一の災害対策（ゲリラ豪雨等）時のバックアップ電源として。

東芝ポータブル電源 SBE1P-U1001SC

無瞬断パワーユニット 蓄電池
・電力使用のピークシフトのために、冬の節電対策のために。

フェア出展！

お問合せは・・・ ご用命は、ステラグループまで
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【商品ご案内】

■ ＦＡＸ誤送信防止装置 「fax･Mis Guard」

Point1．ＦＡＸ送付先制限が可能！
送付先のＦＡＸ番号をmicroSDｶｰﾄﾞに最大2,000件登録可能。

未登録のＦＡＸ番号は全ての送信を規制します。

Point2．ＦＡＸ送付先番号を見て確認！
ＦＡＸ番号・送信先情報を液晶モニタに表示。

Point3．ＦＡＸ送付先番号を聞いて確認！
ＦＡＸ番号を本製品スピーカーよりお知らせ致します。

Point4．ＦＡＸ送信緊急停止ボタン装備！
ＦＡＸ送信ダイヤル中に緊急停止ボタンを操作する事で回線

を切断しＦＡＸ送信を停止致します。

日常的に使用するFAXですが、そこには常に誤送信による情報
漏洩というリスクが潜んでいます・・・万一のリスク対策に本製品

を！ＦＡＸ誤送信防止対策は万全ですか？
社内でこんなお悩みは・・？？

1． FAX送信の際、上司や同僚がFAX機器前で
FAX番号の正誤を確認し送信する。

2． 試験FAXを送信・確認後、リダイヤル操作で再送。

代理店販売業等のお客様情報漏洩防止に・・・

03-3764-4313 
㈱ｿﾌﾄｱﾝﾄﾞﾊｰﾄﾞ

ＦＡＸ専用単独回線

ビジネスホン内線対応

ご利用のＦＡＸ・複合機はそのまま！

コストを抑え・安心装置

ＦＡＸ番号

相手先名登録

（※利用者様選択）

認証番号：A11-0140001

ご用命は、ステラグループまで

フェア出展！
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ご用命は、ステラグループまで

フェア出展！
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Copyright (C) 2009 Instruction Corporation. All Rights Reserved.

特 徴

接続はインターネット

全国どこからでも、
奉行システムにアクセス
ができます。

システムセットアップから
日々の運用もお任せ

セットアップやリビジョンアップ
の作業はすべて弊社が行い
ます。

インターネット環境さえあれば、
全国どこからでもデータセンターの
奉行システムに接続できるため、
インフラ整備などを気にせずに
導入ができます。

初期導入の際の奉行システムセット
アップから定期的に必要なリビジョン
アップはもちろんサーバＯＳへの
メンテナンスもすべて弊社で行います。

奉行ソフトさえ購入頂ければ
システムは利用型

データセンター契約や、
サーバ環境などを気にせず、
業務に集中できる環境を
ご提供します。

クラウド環境にお客さま固有の勘定系
システムを御用意。所有から利用への
奉行システムを安全にお預かりします。

クラウド環境にお客様の奉行システムをお預かりします。

※対応可能な勘定系システムについてはお問合せ下さい。

クラウド型ホスティングサービス

クラウド型ホスティングサービス
フェア出展！

Copyright (C) 2009 Instruction Corporation. All Rights Reserved.

7
Copyright (C) 2009 Instruction Corporation. All Rights Reserved.

インターネット

画像内容はイメージです。

！ご注意
奉行シリーズのソフト

はお客様にて
ご購入下さい。

パソコン

パソコン

パソコン

データセンター

クラウド型ホスティングサービス

ご用命は、ステラグループまで
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DM100™S Mailing System

最新機能を搭載した小型郵便料金計器

処理スピード ：最高４５通／分

電子スケール ：本体一体型電子スケール（標準秤量1kg、最大5kg）

拡張性 ：外付け電子スケールで最大秤量30kg（オプション）

LAN接続オプションで快適な通信性を実現

通信機能 ：IntelliLink™サービス対応

部門集計機能 ：標準25部門、最大100部門（オプション）

計量機能 ：ディファレンシャルウェイング機能搭載

メーリングマシン

フェア出展！

OfficeRight™Mailer
コンパクト・簡単操作・低価格

DM作成、請求書発送等の紙折り、封入、封緘作業を自動化

処理スピード ：最高900通／時

マシンサイズ ：440×530×400（mm）

電源仕様 ：100VAC、50/60Hz、2.4A

折り形状 ：内三つ折り（C折り）

用紙サイズ ：A4サイズ（210mm×297mm）

機能 ：二重送り防止機能

：手差しフィーダー付き

：第2シートフィーダーからの2枚ずつの名寄せ

デスクトップインサーター

ご用命は、ステラグループまで10



クオリティ Webで検索 

導入企業20,000社突破！ 
情報システム部門を支える 
クラウド対応IT資産管理ツール 

理想のセキュリティ状態と、現状を比較。 
常に最新のセキュリティ状態に！ 

な ら、コ コ が わ か る ！ 

詳細は
裏面へ 

セキュリティパッチの
適用状況・・・ 

どの状態ならPCは
「安全」？ 

適切な状態 

OSのサービス
パック ？ 
セキュリティ 
パッチ ？ 
ウイルス 
データベース ? 

ウイルス対策ソフトの
インストール状況は？ 

現在の状態 適切な状態 

OSのサービス
パック 

SP2 

セキュリティ 
パッチ 

2012年 
06月分 

ウイルス 
データベース 

2012年 
06月10日分 

OSのサービス
パック 

SP3 

セキュリティ 
パッチ 

2012年 
０９月分 

ウイルス 
データベース 

2012年 
０９月01日分 

突合 

MSセキュリティパッチ、 
ウイルス対策ソフトのVer

情報など、日々更新。 

自動で、「安全な状態」が
分かる！ 

ご用命は、ステラグループまで

フェア出展！
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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。

ご用命は、ステラグループまで

フェア出展！
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データのバックアップは、同じPCや LAN上の別ディスクへのバックアップ、記録メディアへのバックアップが、
一般的に安価、または手軽な方法として知られています 

しかし、火災や地震等の災害時には役に立たないものとなってしまう可能性が非常に高く、メディアにおいて
は、盗難・紛失のリスクをも発生します 
大切なデータのバックアップは万全ですか？ バックアップをしている“つもり”になってはいませんか？ 
当サービスでは、お客様の大切なデータを強固にお守りする、データ保存領域を提供いたします 

方法 特徴 対災害性 

同一PC内の別ディスクへの 
バックアップ 

手軽 
PCが破損すると、バックアップデータも失われ
る 

LAN接続された他のPC・ 
ハードディスクへのバックアップ 

手軽 
LAN上のPCもしくはHDが破損すると、バック
アップデータも失われる 

記録メディアへのバックアップ 持ち運びが可能 
紛失・盗難の危険がある 
メディアによっては互換性がない場合も 

データセンターへのバックアップ 
遠隔データセンターへの保管で安全性
が高い 

データ・機器の破損、紛失、盗難の可能性は
極めて低い 

お客様拠点 データセンター 

バックアップ手法の比較 

災害・リスクへの備え 

お客様拠点のサーバから弊社データセンターのストレージへ、SSL-VPNを利用して接続します 

iSCSIストレージ 

DataCenter Backup Service 
データセンターバックアップサービス 

ご用命は、ステラグループまで

フェア出展！
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※オンサイト保守パックに含まれるサービスはハードウェア故障時の翌日オンサイト交換となります。「設置」「設定」「データ復旧」等の作業は含まれません。

オムロン社 BY35S
定価： 23,800 円

急な停電時に機器を守る!!

IODATA製 HDL-XR4.0
定価： 117,000 円

RAID6,ﾎｯﾄｽﾜｯﾌﾟ対応!

IODATA製 RHD-UX2.0L
定価： 50,900円

バックアップ先に使用

NED FILDG社 LDT-I-SP-3F
定価： 68,000 円

HDL-XRとRHD-UX両方保守(３年)

ファイルを共有！ 自動バックアップ 故障時には交換 停電時の備えも

資料
資料

資料

ご用命は、ステラグループまで

フェア出展！
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２０１１年９月作成 

お問い合わせは 

会議室向け電子黒板のご案内 
シャープ 70ｖ型タッチディスプレイ 

※1 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。 

●キャスター付きフロアスタンドは、 
 オプション対応です。 
●動作用パソコンが別途必要です。 
●画面はハメコミ合成です。 

●設置調整費用が別途必要です。 ●会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。                 

■アドバンストコントローラー（動作用パソコン） ※オプション商品（オープン価格） 

会議室やオフィススペースなどで電子黒板として活用できる 
タッチディスプレイ 

付属のペンソフトと専用ペンで画面に書き込んだり、操作することが可能！ 
通常のマーカーのようにインク切れの心配はありません。 

①複合機 
 で原稿を 
 スキャン 

② スキャン 
した画像を 
画面に表示 

③画面上か 
ら書き込み 
 

④結果を 
  印刷 

ディスプレイ背面にすっきりと取り付け可能 

PN-ZP20 CPU ： インテル® Ｃｏｒｅ™２ Ｄｕｏ  Ｐ8400（2.26ＧＨｚ） 

  OS ： Windows®7 Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ 

ソフト： e-Signage ビューア版 

      SHARP ペンソフト/タッチパネルドライバ- 

     （インストーラーをバンドル） 

アドバンストコントローラースペック 

■タッチディスプレイ 

会議の途中でも画面の
内容を保存して、次の
会議時に再度使用する
ことができます。 

DVDやTVの視聴用大画面
ディスプレイとしてご利
用できます。 
 
※DVDプレーヤーやTV表示のた
めの地デジチューナー等を別途
ご用意頂く必要があります。 
 

画面の背景として、付
属テンプレートがご利
用できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
会議にも使える議事録、 
行動予定表のテンプ
レートもあります。 

複合機と連携すれば更に便利に！ 

紙の原稿しかない
会議資料も大画面
で共有できます。 

画面上に書き込みし
た結果を印刷できま
す。 

  商品特徴 
 
タッチパネル一体型設計による自然な書き味の実現 
デュアルタッチ（Windows®7のみ対応）による 

  ジェスチャー対応でさらに使いやすく 
 LEDバックライト採用による省エネ設計 

PN-L702B

画面サイズ 70v型ワイド

解像度 1920×1080

最大輝度(標準値)※1 300cd/m2

バックライト LED直下

検出方法 赤外線遮断検出方式

保護ガラス 強化ガラス ３mm（両面ARコート含む）

タッチペン 通信方法 超音波通信方式

AC100V 50/60Hz

240W消費電力

型　　　　　名

電　　　源

液晶パネル

タッチパネル

背面取付 

ご用命は、ステラグループまで

フェア出展！
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ＬＥＤライトパネルの特徴ＬＥＤライトパネルの特徴

特徴① 省エネである
Ａ１サイズ：１２.３ｗ(蛍光灯の１／５以下)

電気代⇒２円／８時間点灯
特徴② 長寿命である※LED球自体の寿命
平均寿命５万時間(２４時間点灯で５年以上)

特徴③ 明るい
輝度：１５００ルクス(文字が読みやすい)

特徴④ 高級感がある
ガラスの様な高級な雰囲気

特徴⑤ 薄い
パネル面：厚み３０ｍｍ． ⇒ 厚み１０ｍｍ

特徴⑥ エッジが光る
アクリル後板４辺 特殊カット(エッジが光る)

◆飲食店◆飲食店◆飲食店◆飲食店 屋外看板屋外看板屋外看板屋外看板(防水防水防水防水)タイプタイプタイプタイプ◆食品販売店舗◆食品販売店舗◆食品販売店舗◆食品販売店舗 看板看板看板看板 ◆金融機関◆金融機関◆金融機関◆金融機関 商品ポスター商品ポスター商品ポスター商品ポスター

◆社名看板◆社名看板◆社名看板◆社名看板◆会社受付◆会社受付◆会社受付◆会社受付(内線表内線表内線表内線表) ◆ショールーム◆ショールーム◆ショールーム◆ショールーム パネル展示パネル展示パネル展示パネル展示

製品宣伝向製品宣伝向製品宣伝向製品宣伝向けけけけ来客対応来客対応来客対応来客対応ををををLEDLEDLEDLEDライトパネルライトパネルライトパネルライトパネル自体自体自体自体がががが誘導誘導誘導誘導・・・・来場促進来場促進来場促進来場促進するためするためするためするため、、、、集客集客集客集客効果効果効果効果抜群抜群抜群抜群！！！！

LEDLEDLEDLEDライトパネルはライトパネルはライトパネルはライトパネルは、、、、イベントイベントイベントイベント会場会場会場会場などでなどでなどでなどで独特独特独特独特のパネルのパネルのパネルのパネル演出演出演出演出がががが可能可能可能可能。。。。多様多様多様多様なシーンになシーンになシーンになシーンに調和調和調和調和するするするする優優優優れものですれものですれものですれものです！！！！

さらに明るさを増した
高輝度タイプの
ＬＥＤライトパネル
も新登場いたしました！

明るさアップでさらなる
集客力のアップを可能に！

高輝度パネル
新登場！

ご用命は、ステラグループまで

フェア出展！
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ご用命は、ステラグループまで

フェア出展！

在庫
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◆お問合わせ先

ノートPCや資料と一緒にバッ
グに入れて持ち運びできる
スリムサイズを実現。外出先
での会議やプレゼンに力を
発揮します。

3LCD世界最薄※44mm、約1.7kg、A4サイズモバイルモデル

電源を入れてプロジェクターをセットすれ
ば、本体が自動でタテヨコの台形補正と
フォーカスを調整。さらに、スクリーンがあ
れば枠にぴったり合わせる「フレーム
フィット機能」を搭載しました。
使用場所を選ばない使いやすさです。

「自動タテヨコ補正」「オートフォーカス」
「フレームフィット」機能搭載。

さらに進化した、新「Epson iProjection」

新製品ニュース

軽量コンパクトで持ち運びに便利・すぐに使えるおまかせ機能搭載

スマートデバイスからスムーズに投映 多彩な利用シーンに対応

モバイルに適したA4サイズ、薄型44mm、
重さ約1.7kg。

EB-1776W
リアル解像度：WXGA
明るさ（全白/カラー）：

3000lm
重さ：約1.7kg

EB-1771W
リアル解像度：WXGA
明るさ（全白/カラー）：

3000lm
重さ：約1.7kg

EB-1761W
リアル解像度：WXGA
明るさ（全白/カラー）：

2600lm
重さ：約1.7kg

EB-1751
リアル解像度：XGA
明るさ（全白/カラー）：

2600lm
重さ：約1.7kgさらに使いやすくモバイル性を向上!

世界最薄

44mm

※

※：3LCD方式プロジェクターとして。2012年6月現在、エプソン調べ。

※：3LCD方式プロジェクターとして。2012年6月現在、エプソン調べ。

スマートデバイスと無線LAN経由で転送可能な「Epson iProjection」※

を利用して、スマートなプレゼンテーションをサポート。
新たに、「マーカー機能」「Web表示」に対応しました。

＊iPhone、iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadはApple Inc.の商標です。iOSは、米国およびその他の国における Cisco社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき
使用されています。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されて います。＊App Storeへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。＊Android ™およびAndroidマーケット™は
Google Inc.の商標または登録商標です。＊技術改善などにより予告なく変更する場合がありますがご了承ください。

スライドショー PDF・MotionJPEG対応。
USBメモリーをダイレクトにプロジェクターに
接続、PCレスで画面表示が可能です。
＊PDF、JPEG、BMP、PNG、GIF、AVI形式に対応。
＊EB-1751はPDF、AVI形式には対応しません。

2画面表示機能。
データを比較投写したり、プレゼン資料と議事録を同
時に表示するなど様々な利用シーンで活用できます。

※：対応機種：EB-1776W標準、
EB-1771W・EB-1761Wはオプション

※：App Storeからダウンロードしてお使いください。
※：Android版もリリース予定。

※：対応機種：EB-1776W

※：対応機種：EB-1776W・EB-1771W・EB-1761W

「HDMI」接続で高品質映像を投写可能。

＊画像はEB-1776Wです。

※：対応機種：EB-1776W・EB-1771W・EB-1761W

（2012年6月18日現在）

ご用命は、ステラグループまで

フェア出展！
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強固なフレーム構造と抜群の収納力を実現。

あらゆるシチュエーションに応える高機能デスク。

DEALING DESK ディーリングデスク

オフィス空間に合わせ自由にカスタマイズでき、

片面から両面へのレイアウト変更もスムーズに行えます。

また、天板上に大型モニターを置くことを想定し、

高荷重モニター用ボール及び、強固なフレーム構造を実現。

大量の端末や配線を収納できるスペースも設けています。

>>片面タイプ >>両面タイプ

機能と特徴

お客様に最適な環境をご提案いたします！
標準製品のカスタマイズはもちろん、
オリジナルデザイン製品の製作もお任せください！

ご用命は、ステラグループまで
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ステラグループ株式会社まで

ご用命は
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ステラグループ株式会社まで

ご用命は
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お問い合わせ先

大きな警報音に加え、警報情報を受信すると高輝度LED
フラッシュライトでもお知らせします。室内で反射し、緊急
速報や警報放送の受信を知らせます。耳の不自由な方に
も「警報機」としてお使いいただけます。

NHK・FMで放送された「緊急地震速報」や「緊急警報放送」を常時監視するために独立した
チューナー（FM）を搭載しました。他局聴取中もすぐに切り替わります。
また、受信感度を良好にするためにロングアンテナを装備。お住まいの地域や環境を選ば
ず、安定した電波受信を実現するための設計にこだわりました。
普段はラジオとしてご利用いただけます。

電池のみでの使用の場合、ラジオのスイッチがOFFの状態でも地震警報の地震
待機状態となります。
単二乾電池4本で、約130時間（※）の警報待機状態を持続することができます。
また、LEDライトはランタンや懐中電灯としても利用することができます。
※稼働可能時間は使用する電池によって異なります。

型番 本体価格

LRT-ER100 OPEN

まさかの瞬間を事前にキャッチ！！
地震警報機能付きラジオ

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まで

ご用命は
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第二回へつづく 

 

（設定／登録）→［ファンクション設定］→［送信］

→［ファクス設定］→［ファクス番号入力時の確認

入力］→［ON］→［OK］ 

※ADVシリーズの設定になります。 

 

 

ファクス番号入力時に番号を 

再度入力（2 度打ち）することで 

誤送信のリスクを軽減できます！！ 

誤送信が心配だわ… 
 

F 
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ステラグループの取扱製品はコピー機だけではありません。 

オフィスに関わる様々な製品を取り扱っております。 

この機会にぜひお立寄りください。ご来場お待ちしております。 

セミナー 

①13：30～14：30 地震に備えた安全な職場作り 

「社員の安全と財産を守るために」 

②15：30～16：30 インターネットセキュリティセミナー 

「ウイルス対策だけで大丈夫？」 
  中小オフィス向けセキュリティ入門 
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2012年度
キヤノン複写機保守サービス

顧客満足度調査

全国 NO1
2年連続

多くのお客様にアンケートをお答えいただき、誠に有難うございました。
おかげさまで、2年連続で全国NO1のご評価を頂戴いたしました。

皆さまから頂戴したご意見を、新たな改善につなげてまいります。
そして、

『より質の高いサービスのご提供』
『もっとステラグループを知っていただく』
ために、日々精進してまいります。

お客様満足度アンケートについて
～２年連続全国NO１の評価をいただきました！～

サポート推進部
責任者 斉藤です。

ご評価を賜り、誠にありがとうございます。

このご評価に甘んじることなく、気を引き
締めて、引き続きお客さま満足度の向上

に全力で取り組んでまいります。
詳細は、次月号でご報告申し上げます！

【DesktopV3 & サポートパック無償ご提供について】

Desktop新バージョン（V3)の発売にともない、Desktopの保守をご契約いただいているお客様に
V3を無償でご提供いたします。
保守登録をされていない、または、保守期限が切れていらっしゃるお客様には、アンケートにご回
答いただくことで、１年間の保守を無償でご提供いたします。

※保守期間中のお客様もアンケートにご回答いただくとプラス1年の保守を無償でご提供いたします。

◆ 対象バージョン： DesktopV1,V2
◆ 期間：2012年9月18日～2012年12月28日まで
◆ お客様のご購入後状況パターン
今回の保守無償提供は５パターンありますので、お客様の保守登録状況をご確認ください。
①購入後１年未満・・・・・・・保守未登録
②購入後１年未満・・・・・・・保守登録済
③購入後１年以上経過・・・有償保守契約期間中
④購入後１年以上経過・・・有償保守契約期限切れ
⑤購入後１年以上経過・・・有償保守未加入

詳しくは、弊社担当営業まで

お申し付けください。
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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。

10月16、17日の二日間にわたり、弊社のプライベー
トフェアを実施させていただきました。
ご来場いただき、誠にありがとうございました。
弊社をもっとよく知っていただきたい！その一念で
フェアを企画させていただきましたが、いかがでした
でしょうか？今後もお客さまにとって有意義なフェア
やセミナーを考えて参りますので、何卒、よろしくお願
い申し上げます。
さて、今年のキヤノン顧客満足度調査において、昨
年に引き続き、2年連続全国NO1のご評価を頂戴し
ました。詳細につきましては、次月号でご報告申し上
げます。

お客さま 各位

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。

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
このたび、私どもステラグループは、「2012年キヤノン保守サービス顧客満足度

調査」におきまして、お客様満足度（CS）No.1 （プラチナ・カテゴリ）のご評
価をいただきました。
昨年に引き続いての１位で、本当に名誉なことでございます。

また、複写機のメンテナンス・スキルを競う「キヤノンスキルコンテスト」にお
きまして、弊社社員の石田宗生が、見事準優勝の栄誉に輝きました。
全国のサービスマン約3,000名の中での2位！でございます。

こうした実績におごることなく今後もただひたすらに、お客さまのお役に立てる
よう更に精進して参ります。

年の瀬に向かいまして、何かと慌ただしくなって参りますが、お客さま皆様方の
ますますのご健勝を祈念申しあげます。
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