
ステラグループ株式会社

2013年

２月号

◆ エプソンお得祭り！

◆ RISOオルフィス 新製品のご紹介！

◆ キヤノン新製品のご案内！

◆ FUJI XEROX 封筒印刷におすすめ！

◆ キヤノンセキュリティ診断のご案内！

◆ 営業の業務効率UPにおすすめ！

◆ データ消去はおまかせください！

◆ LEDパネルのレンタルを承ります！

◆ ７０インチモニターにも対応のスタンド！

◆ プラズマクラスターでインフルエンザ対策を！

◆ コピー活用術 その三 ！

関東エリアにおいては、不動産の市場動向が活況を呈しております。
（ 昨年、私たち自身が本社事務所の移転で経験させていただきました。 ）

ご移転・新規ご開業をお考えのお客さま！

ぜひ弊社にお声がけください。最新情報をお届けいたします！

～ ご移転・新規ご開業に関するご相談は、ステラグループまで ～
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今年のお得祭り　第一弾！　　お得です！

ご用命はステラグループにお申し付けください。
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ビジネスインクジェット複合機・プリンター

A4インクジェット複合機・プリンター A3インクジェット複合機・プリンター

※1：フロントカセット：最大500枚(オプションの増設カセットユニット使用時)、リアASF：最大80枚。フロントカセットとリアASF間での連続自動給紙
はできません。※2：用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用紙種などによって変わります。※3：PPM最速値は、カラー約24枚
/分、モノクロ約26枚/分となります。※4：自動両面印刷可能な用紙は、両面上質普通紙〈再生紙〉の場合、A4サイズのみ。コピー用紙、事務用
普通紙の場合、A4、B5、レターサイズとなります。※5：PPM最速値は、モノクロ約26枚/分となります。※6：PPM最速値は、カラー、モノクロともに
約34枚/分となります。※7：自動両面印刷可能な用紙は、両面上質普通紙〈再生紙〉の場合、A4サイズのみ。コピー用紙、事務用普通紙の
場合、A4、B5、レター、ハガキサイズのみとなります。
＊印刷スピード測定については、エプソンのビジネスインクジェットプリンターは、ISO（国際標準化機構）が策定したプリンティング生産性測定方法
規格（ISO/IEC24734)のオフィスカテゴリに基づいた、普通紙でのプリントの測定方法および表記を採用しております。測定データおよび測定
条件につきましてはエプソンのカタログまたはホームページをご覧ください。＊ipm（image per minute）：１分あたりに印刷可能な面の数。

※：同等クラスの当社モノクロページプリンター
「LP-S120」との比較。

A4モノクロ
1枚あたり

約 円1.8
※2

A4モノクロ
1枚あたり

約 円モノクロモノクロページプリンター

A4モノクロ
1枚あたり

約 円

※

※：同等クラスの当社モノクロページ複合機
「LP-M120F」との比較。

A4モノクロ
1枚あたり

約 円1.8
※2

A4モノクロ
1枚あたり

約 円モノクロモノクロページ複合機

A4モノクロ
1枚あたり

約 円

※

モノクロ

モノクロ

マルチで高性能、そしてコンパクト。
2段フロントカセットのA3ノビ対応ファクス複合機。

ビジネスが求める性能をコンパクトに集約した、
A3ノビ対応ファクス複合機。

大容量給紙で、高い生産性を実現する、
A3ノビ対応プリンター。

最大580枚※1の大容量給紙。10万ページの高耐久性。
ハードユースにも応えるインクジェット複合機。

A4モノクロ1枚当たり約1.8円※2。
高生産性、高耐久性を兼ね備えた
高速モノクロプリンター。

A4カラー1枚当たり、約6.4円※2。
高生産性、高耐久性を兼ね備えた
高速カラープリンター。

自動両面印刷を標準装備。
低ランニングコストとスピード、
耐久性にこだわったモノクロ複合機。

オープンプライス
¥44,980参考価格※(税込)

PX-1700FC3

A3ビジネスインクジェット複合機 
PX-1700FPX-1700Fキャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

8.0
カラー
約
ipm

※7

15約
モノクロ

ipm

有線/無線
LAN
標準

両面
印刷

※6 ※6

標準

A4カラー
1枚あたり

約 円7.3
※2

※：同等クラスの当社カラーページ複合機
「LP-M5300」との比較。

※6 ※6

A4カラー
1枚あたり

約 円

「LP-M5300」との比較。
※：同等クラスの当社カラーページ複合機
「LP-M5300」との比較。

※6 ※6

A4カラー
1枚あたり

約 円

※：同等クラスの当社カラーページ複合機
「LP-M5300」との比較。

※

オープンプライス
¥34,980参考価格※(税込)

PX-B750FC3

A4ビジネスインクジェット複合機 
PX-B750F キャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

※：同等クラスの当社カラーページ複合機
「LP-M620F」との比較。

A4カラー
1枚あたり

約 円6.4
※2

「LP-M620F」との比較。

A4カラー
1枚あたり

約 円

ハードユースにも応えるインクジェット複合機。

※：同等クラスの当社カラーページ複合機
「LP-M620F」との比較。

ハードユースにも応えるインクジェット複合機。

※：同等クラスの当社カラーページ複合機
「LP-M620F」との比較。

A4カラー
1枚あたり

約 円

※

オープンプライス
¥36,980参考価格※(税込)

PX-1600FC3

A3ビジネスインクジェット複合機 
PX-1600FPX-1600Fキャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

8.0
カラー
約
ipm

15約
モノクロ

ipm

有線/無線
LAN

※6 ※6

標準

A4カラー
1枚あたり

約 円7.3
※2

※：同等クラスの当社カラーページ複合機
「LP-M5300」との比較。

A4カラー
1枚あたり

約 円
※：同等クラスの当社カラーページ複合機
「LP-M5300」との比較。

A4カラー
1枚あたり

約 円
※：同等クラスの当社カラーページ複合機
「LP-M5300」との比較。

※

A4カラー
1枚あたり

約
円7.3
※2

※：同等クラスの当社カラーページプリンター
「LP-S5300」との比較。

A4カラー
1枚あたり

約
※：同等クラスの当社カラーページプリンター

A4カラー
1枚あたり

約
※：同等クラスの当社カラーページプリンター

※

オープンプライス
¥29,980参考価格※(税込)

PX-1200C3

A3ビジネスインクジェットプリンター
PX-1200PX-1200 キャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

8.0
カラー
約
ipm

※2

15約
モノクロ

ipm

有線/無線
LAN

両面
印刷

※6 ※6

※7

標準 標準

オープンプライス
¥19,980参考価格※(税込)

PX-B700C3

A4ビジネスインクジェットプリンター　
PX-B700 キャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

11
カラー
約
ipm

※4

16約
モノクロ

ipm

有線
LAN

両面
印刷

※3 ※3

標準 標準

A4カラー
1枚あたり

約 円6.4
※2

※：同等クラスの当社カラーページプリンター
「LP-S620」との比較。 ※3 ※3

A4カラー
1枚あたり

約 円
※：同等クラスの当社カラーページプリンター

※3 ※3

A4カラー
1枚あたり

約 円
※：同等クラスの当社カラーページプリンター

※

オープンプライス
¥17,980参考価格※(税込)

PX-K701C3

A4ビジネスインクジェットプリンター
PX-K701キャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

※4

16約
モノクロ

ipm

有線
LAN

両面
印刷

※5

標準 標準

オープンプライス
¥29,980参考価格※(税込)

PX-K751FC3

A4ビジネスインクジェット複合機 
PX-K751F キャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

※2

16約
モノクロ

ipm

有線
LAN

両面
印刷

※5

※4

標準 標準

NEW

インクジェットプリンター NEW

11
カラー
約
ipm

※4

16約
モノクロ

ipm

有線
LAN

両面
印刷

※3 ※3

標準 標準

豊富な定額保守サービスをご用意。もしもの時も安心！
製品本体と同時にご購入いただける、便利な保守サービスパックをご用意しています。
詳しくはエプソンのホームページ（http://www.epson.jp/support/hoshu/pack/）
でご確認ください。
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インパクトプリンター
優れた実力でビジネスの効率アップに。信頼と実績を誇るエプソンのインパクトプリンターシリーズ。　

※エプソンダイレクトショップ販売価格

PCレスで、カンタン操作のフルカラー拡大コピー機モデル。 耐候性に優れた顔料インクを全色に採用。
カセット給紙＆ロール紙で様々な用途にも対応。

専用スタンド＆ロール紙付でお得！CAD/POP用途にオススメのモデル。 高速・高精度印刷と使いやすさで、CAD/POP/ポスター用途で活躍。

大判インクジェットプリンター

※エプソンダイレクトショップ販売価格

※エプソンダイレクトショップ販売価格

実務担当者と経営者の視点で開発された会計ソフトウェア「応援Lite」シリーズ。
会計ソフトウェア

年間
サポート

年付1
年間
サポート

年付1
OEN18LC3

会計ソフトウェア 財務応援Lite
OEN18Lキャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

オープンプライス
¥29,980参考価格※(税込)

Windows® 8
Windows® 7 
Windows Vista®
Windows® XP 対応 OEN13LC3

Windows® 8
Windows® 7 
Windows Vista®
Windows® XP 対応

給与計算ソフトウェア 給与応援Lite
OEN13Lキャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

オープンプライス
¥49,980参考価格※(税込)

VP-4300C3

136桁インパクトプリンター（水平型）
VP-4300キャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

標準装備
USB I/F 13.6

インチ

桁136
※1

複写枚数

8枚
漢字

字/秒
220

オープンプライス
¥149,980参考価格※(税込)

VP-F2000C3

106桁インパクトプリンター（水平型）
VP-F2000キャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

標準装備
USB I/F 10.6

インチ

桁106
※1

複写枚数

7枚
漢字

字/秒
146

オープンプライス
¥79,980参考価格※(税込)

VP-1200UC3

136桁インパクトプリンター（ラウンド型）
VP-1200U キャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

標準装備
USB I/F 13.6

インチ

桁136
※1

複写枚数

4枚

漢字

字/秒
111

オープンプライス
¥39,980参考価格※(税込)

※1：USB I/Fは、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。

VP-4300NC3

136桁インパクトプリンター（水平型）
VP-4300Nキャンペーンモデル

キャンペーン
特別型番

標準装備
USB I/F 13.6

インチ

桁136
※1

複写枚数

8枚
漢字

字/秒
220

オープンプライス
¥160,980参考価格※(税込)

ネットワーク標準モデル

専用スタンド&
MC厚手マット紙
ロール1本
付!!

専用スタンド&
普通紙ロール
<薄手>1本
付!!

4色顔料

A2plus
ポスター/POP/CAD

PX-625SC3 キャンペーン
特別型番

PX-6250Sキャンペーンモデル

オープンプライス
¥149,980参考価格※(税込)

4色顔料

A1plus
フルカラー拡大コピー

PX-F80MSC3 キャンペーン
特別型番

PX-F8000MSキャンペーンモデル

オープンプライス
¥269,980参考価格※(税込)

オープンプライス
¥189,980参考価格※(税込)

4色顔料

A1plusSC-T3POPC3 キャンペーン
特別型番

SC-T3050キャンペーンモデル
POP向けセットモデル NEW

オープンプライス
¥299,980参考価格※(税込)

4色顔料

A0plusSC-T50C3 キャンペーン
特別型番

SC-T5050キャンペーンモデル
CAD/POP/ポスター NEW

オープンプライス
¥399,980参考価格※(税込)

4色顔料

B0plusSC-T70C3 キャンペーン
特別型番

SC-T7050キャンペーンモデル
CAD/POP/ポスター NEW

オープンプライス
¥189,980参考価格※(税込)

4色顔料

A1plusSC-T3CADC3 キャンペーン
特別型番

SC-T3050キャンペーンモデル
CAD向けセットモデル NEW

4色顔料

A0plus
フルカラー拡大コピー

SC-T50MSC3 キャンペーン
特別型番

SC-T5050MSキャンペーンモデル

オープンプライス
¥379,980参考価格※(税込)

NEW

＊「平成24年度青色申告決算書」および「Windows® 8」対応
のプログラムはダウンロードにてご提供します。　

年間サポートの３つの特典

初心者でも安心！ プログラムダウンロードサービス32 税制改正無償対応※1

対象製品をご購入後、ユーザー登録していただくと3つの特典がご利用になれます。初心者の方でも導入時から安心してお使いいただけます。
ユーザー専用電話サポート1

2013年1月7日現在
4



新製品！
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新 発 売

imageRUNNER ADVANCE
C2218F-V

思いのままに、使えるように。

カウンター保守にご満足頂けないお客様へ
新しい保守体系の複合機を

ご提案いたします。

本体と「KG スターターセット-V」を同時にご購入いただき、キット・ギャランティをご契約いただく

ことにより感光体（ドラムユニット）を貸与し保守サービスを提供します 万一の故障の際には

新保守体系＝ＫＧ方式（キット・ギャランティ）
契約後は

トナーを購入
するだけです

ことにより感光体（ドラムユニット）を貸与し保守サービスを提供します。万一の故障の際には、

キヤノン認定サービスが訪問し修理作業を実施します。その際の技術者の訪問・技術料金、部品
代金はキット・ギャランティに含まれます。なお、キット・ギャランティは「KG スターターセット-V」同

梱のトナー、「NPG-60 トナー」が使用されている本体にのみ保守サービスを提供します。

また、ご契約の際にはオンラインサポートシステム「NETEYE」への加入が必要です。
※基本契約期間以降のご使用についてはお客様の契約継続のお申し込みが必要です。

※ご契約終了時にはドラムユニットをご返却いただきます。

〈契約期間について〉

基本契約期間は5年間です。以降は保守終了まで2年ごとの更新となります。更新の際には、お客様に契約継続について確認させていただきます。

＊A4サイズ、5％原稿における目安です。印字可能枚数を保証するものではありません。印字可能枚数は、印字内容・用紙サイズなどの印刷条件、または、電源オン/
オフのタイミングや回数などの使用環境によって大きく異なることがあります。

≪SG方式（スポット・サービスギャランティ）≫も用意しております。
お客様の要請により、本体の修理・調整を行う方式です。本体の修理・調整ならびにトナー、ドラムユニット及び部品の交換に必要な費用は
その都度お支払いいただきます。ご契約締結時には、トナー、ドラムユニットのお買い上げが必要です。

※補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）。
※万が一、記憶媒体（HDDなど）に不具合が生じた場合、受信データ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータなどが消失することがあります。

大切なデータはPC及びメディアなどでの保存運用をお願いいたします。また、重要な書面の原本は必ず別途保管運用してください。

その他、保守の詳細等は担当営業迄ご確認ください。

iR-ADVC2218F-V A4 各色5%原稿時 単価/枚
(保守料金込み)

Bk出力時 @6.0円/枚

Color出力時 @26.4円/枚
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スリープからの復帰に
光るボタンを採用しこまめに節電！

C5051/C5045と比較して、
DADFを大幅に軽量化！

小さい！

文字/写真モードで、写真部分は
「スクリーンコピー」でなめらかによ
り美しく、文字部分は「誤差拡散」

でくっきりと再現します

業界最小業界最小
クラスクラス

設置の自由度を高める
コンパクトな製品サイズ
を実現しました。

オフィスオフィス
標準性能を搭載標準性能を搭載

キット機でも安心です。
カウンター機と同等レベ
ルの性能を搭載しました。
オフィスに必要なスキャン
機能も充実しています。

高性能！

省エネ！

幅565mm×奥行き680mmの
コンパクト設計で、オフィス
スペースを有効に使えます。

排気プロセスの改善で稼働
音も低減。デスクの近くにも
設置しやすい複合機です。

・スキャン文書をPDFや

PowerPoint※形式 に

保存可能！文書の再

利用も可能です。
※オプションが必要で す 。

・「高速起動ON」によりウォーム

アップ時 7秒で画面操作が可能。
※使用条件によって7秒以上かかる場合もあり

ます。）

・大きく見やすく操作しやすい

チルト機構搭載 7インチフル

カラー液晶タッチパネル。

優れた環境優れた環境
性能性能

各 境基準 応

データの盗聴、改ざん、なりすまし、機器の不正利用などの
脅威からデータを守る、セキュリティー機能を標準装備！

imageRUNNER ADVANCE C2218F-V

HDD
データ
消去

IPSec
暗号化
セキュア
プリント

暗号化
PDF

機器署名
PDF/XPS

地紋
印刷

Access
Management

System

安全！

に

業界トップクラスのTEC
値を実現。
環境面にも配慮してい
ます。

セキュリティ機能もセキュリティ機能も
標準搭載標準搭載

●お求めは信用ある当店で

iR-ADV
C2218F-V

TEC値 0.89kWh

スリープモード時の
消費電力

1W

スリープからの
復帰時間

10秒

性能性能
各種環境基準対応
エコマークや国際エネ
ルギースタープログラ
ム、グリーン購入法に
適合。さらに、6種類の
特定化 学物質の使
用を禁じる 「RoHS指
令」に対応しています。

循環梱包
梱包材を最大10回程度循環して使用する
ことで、廃棄物・CO2の使用量を削減します。

COLOR ・・・・・・・・・・・・ 18ppm

BLACK & WHITE ・・・・・18ppm

■ 連続複写速度

カラー：8.9秒 モノクロ：5.9秒

■ ファーストコピータイム

※「2段カセットペディスタル・AF1」、「インナー2
ウェイトレイ・F1」を装着したものです。

思いのままに、使えるように。

バイオマスプラスチック使用。
LED照明の採用。

ステラグループ株式会社
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◆高速
・カラー50枚/分 モノクロ55枚/分
・ファーストプリント カラー5.0秒以下
・ウォームアップタイム 17秒以下

◆高性能
・リアル1200×2400dpiの高品質印刷
・印刷モードは3モード「標準」「高画質」「高精細」
・EA-Ecoトナー採用で使用用紙に応じた光沢再現性向上

◆封筒印刷 厚紙印刷 不定形サイズ印刷

EA-Ecoトナーの採用により低温でトナーを定着することが可能になり、角形2号封筒が
カセットトレイから連続で給紙可能です。多段トレイをご使用いただければ自動トレイ切り替えも
可能です。
封筒印刷をカセットから行う場合は指定のカセットトレイを封筒印刷設定にします。
それにより角形2号封筒の印刷時のしわの発生を軽減します。

オプションの小サイズトレイを装着することで
ハガキ、洋形0号封筒、洋形2号封筒など
カセット給紙ができます。
対応サイズ 幅148mm～241mm 長さ98mm～
297mm
注意）長形3号封筒は小サイズトレイで使用できません。

任意のカセットトレイを封筒設定に変更します。
全てのカセットトレイを同じサイズに
設定すれば用紙の自動切替設定で
不定形サイズの連続給紙ができます。

設定した用紙サイズはプリンタ側でいつでも変更可能です。

製品の機器構成、トレイの設定はご相談の上決定致します。

上記は本体標準仕様に3トレイモジュールを装着しています。

標準定価 ¥428,000円（税別）

FUJIXEROX DocuPrintC5000d

オフィスの印刷に
新しい可能性をもたらす

カラーページプリンタ

ご用命はステラグループにお申し付けください。
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■ DocuPrint C5000d 商品 標準価格は税別になります

商品名 商品コード 標準価格 備考

DocuPrintC5000d NC100377 428,000 本体 標準メモリ512MB

主なオプション品 ＜青字は推奨オプション＞

3トレイモジュール EC102088 150,000 560枚（64g/㎡）×3段 キャスター付

小サイズ給紙トレイ EC101781 19,000 A4～ハガキサイズ対応
本体標準トレイと差し替え使用

PostScript3キット平成2書体 EC101782 95,000 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5
512MB以上の増設メモリ必須

PostScript3キットモリサワ2書体 EC101783 200,000 リュウミンL-KL、中ゴシックBBB
512MB以上の増設メモリ必須

増設システムメモリ512MB EC101475 80,000 512MB増設用メモリー

増設システムメモリ1GB EC101476 100000 1GB増設用メモリー

内蔵増設HDD EC101547 80,000 約30GB 512ＭＢ以上増設メモリ必須

長尺用紙セットガイド EL300783 25,000 手差しトレイ用セットガイド

サイドトレイ EC101477 10,000 フェイスアップ用 100枚排紙

形態 C5000d

タイプB 82,000

タイプC 57,000

タイプD 79,000

形態 定期点検 通常交換部品 定期交換部品

タイプB 1回/年 含む 含む

タイプC 無 含む 含まない

タイプD 無 含む 含む

形態 3年保守サービス 4年保守サービス 5年保守サービス

タイプC 80,000 104,000 124,000

タイプD 172,000 227,000 270,000

※ 定期交換部品
・定着器ユニット(¥59,800.) 交換目安 約360,000ページ
・16万枚定期交換キット(¥9,300.) 交換目安 約160,000ページ

（IBTクリーナー、セカンドBTR、用紙搬送ロール、
手差し用紙搬送ロール）

・48万枚定期交換キット(¥69,400.) 交換目安 約480,000.ページ
（IBTクリーナー、現像器キット）

・用紙搬送ロールキット(¥900) 交換目安 約300,000ぺ－ジ

※ 保守契約形態

◆複数年保守サービス料金 サービスプラン (税別） ◆単年保守サービス料金 (税別）

■ オプション（メモリー）増設

印刷モード A3両面 長尺両面 PosyScript3 搭載

標準 標準512MBメモリ

標準+512MB増設メモリ
（推奨）

標準+512MB増設メモリ
（必須）

高画質 標準512MBメモリ

高精細 標準+512MB増設メモリ
（推奨）

■ 年間保守サービス契約

■ ランニングコスト（参考）

約@11.2

封筒角形2号
カラー

名刺10面付 ハガキ
※ランニングコストは概算です。

実際のコストとは異なります。

ご用命はステラグループにお申し付けください。
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診断期間は1週間

操作不要

ネットワークに置くだけ

悩み①

「取引先の大事な
データが盗まれるの
ではないか」と非常に

不安。

迷惑メール サイト制御

スパイウェアやウイ
ルスメールを受信者
に届く前に、防御し
たい。

悩み② 悩み③

業務に不要なアクセス
（アダルト・暴力サイト
など）を制限したい。

検査後、「セキュリティ診断書 」を無料で作成します。

不正アクセス
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終了後「セキュリティ診断書を作成します。

インターネット上には危険なサイトが多く存在し
ています。
無意識に危険なサイトに誘導されていることも
あります。

レポートでは、アクセスをしようとした
危険なWebサイトの視覚化が可能です。

外部からの攻撃、内部からの漏洩リス
クを視覚化します。

様々な攻撃を分析することも可能です。

項目 診断内容

ｺﾝﾃﾝﾂﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ
危険なWEBサイトや仕事に不適切なWEBサイトへの接続を試みた際、
URLと使用したPCのIPアドレスを特定。

ｽﾊﾟﾑ検知 社内のどのPCがｽﾊﾟﾑﾒｰﾙを受信しているのかをIPアドレスレベルで特定。

ｳｨﾙｽ検知 外部との通信データに潜んでいるｳｨﾙｽの種類を特定。

不正侵入検知 外部からの悪意ある攻撃の種類を特定。

お客様のオフィスに迫る危険をご確認して頂き、
安心・安全なオフィスについて資料を基にご説明いたします。

ご用命はステラグループにお申し付けください。
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 ①簡単な操作のメニュー ②分かりやすいマスタ類

メニューは⾃由に置き換え可能 各種マスタ(基本項⽬)も余計な項⽬はありません
使いやすい配置で仕事もはかどります！ 無駄を省いたシンプル設計！

 ③直感的なインターフェイス ④印刷するイメージを確認してできあがり！

マスタにしばられることなく⼊⼒も可能です
必要な項⽬を⼊⼒するだけで…

動作環境： Microsoft™ Windows XP SP3以降 (.net Framework 4.0以上)  / Windows 7 対応(推奨)
メモリ １GB程度　画⾯解像度 XGA(1024x768)以上 空きハードディスク ６００MB程度

簡 単
⾒ 積

今なら！特別価格にてご提供させていただきます。今なら！特別価格にてご提供させていただきます。
詳細に関しましては、弊社担当者までお問い合わせください。

今なら！特別価格にてご提供させていただきます。
詳細に関しましては、弊社担当者までお問い合わせください。

簡 単
⾒ 積

お客さまのこんな声にお応えして、当社オリジナルのソフトウェアが誕生しました！お客さまのこんな声にお応えして、当社オリジナルのソフトウェアが誕生しました！お客さまのこんな声にお応えして、当社オリジナルのソフトウェアが誕生しました！

・とにかくシンプルに、簡単に、手軽に見積書を作れる・とにかくシンプルに、簡単に、手軽に見積書を作れる
・発行した見積書が、いつでも参照できる、確認できる・発行した見積書が、いつでも参照できる、確認できる
・担当の人が不在でも、他の人が確認できる（データ共有）・担当の人が不在でも、他の人が確認できる（データ共有）
・将来的には、業務パッケージと組み合わせて使いたい・将来的には、業務パッケージと組み合わせて使いたい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・等々　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・等々

・とにかくシンプルに、簡単に、手軽に見積書を作れる
・発行した見積書が、いつでも参照できる、確認できる
・担当の人が不在でも、他の人が確認できる（データ共有）
・将来的には、業務パッケージと組み合わせて使いたい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・等々

見積書って
意外と大変。

すぐにパパッとできる
ソフトはないの？

ホントに？
簡単に
見積書が

できちゃう！？
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動作環境

対応OS Winodws XP( SP3),WinodwsVista (SP2),Winodws 7 
(.net FrameWork 4.0以上）

搭載メモリ 1GB以上

画面解像度 XGA( 1,024×768)以上

空きハードディスク容量 600MB以上

ラインナップ インストール台数 備考

Standard 1台 パソコン1台の中でデータを管理します

WorkGroup 1～3台 1台のパソコンを親として
3台でデータの共有が可能です

for SQLServer（ネットワーク対応） 3台～ 多くのパソコンでのデータ共有が可能です。

サーバハードウェアおよびパソコン台数分の
データベースライセンスが別途必要となります

愛媛県松山市六軒家町2番30号
TEL 089‐923‐6666 FAX 089‐923‐6900
http://www.agusas.com
info@agusas.com

機能一覧

＜処理メニュー＞ ＜運用＞
見積書・請求書作成・発行 データバックアップ

データ復元

＜登録メニュー＞ ＜一覧表＞
単位登録 単位一覧
商品登録 商品一覧
得意先登録 得意先一覧
事業所登録 事業所一覧
担当者登録 担当者一覧
名称登録 名称一覧

開発元・販売

ご用命はステラグループにお申し付けください。
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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。）

STELLAR 
GROUP

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。

ご用命はステラグループにお申し付けください。
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レンタルのご案内レンタルのご案内

ご用命はステラグループにお申し付けください。
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電動昇降装置付スタンド
電子黒板用 60inch

70inch

MH-6070 for BP

画面中心の高さ

無段階調整可能

155cm

115cm
〜

リモコンで 

高さ調節

ご用命はステラグループにお申し付けください。
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オプション

 組立完成品でお届けいたします。  保証はご購入後1年間、不具合部品の 
代品発送にて対応させて頂きます。  型式/仕様その他の記載内容は予告なく 
変更する場合があります。予めご了承下さい。  電子黒板は付属しておりません。

正面
側面

電動昇降装置付スタンド
電子黒板用

カメラスタンド
型式：MS-BP01
寸法：W370×D250mm
耐荷重：5kg 
価格：10,000円（税別）

リモコンでお手軽高さ調節
電子黒板を搭載したまま、400mmの昇降が
可能です。 
一番高い位置は、市販のホワイトボードより
200mm高く、後ろの席の人にもシッカリと 
見てもらえます。 一番低い位置は、小学校
３年生にもタッチできる高さとなります。

足元スッキリ
画面からスタンド脚先まで250mm以下。 
画面タッチの時にも足元が気になりません。

移動はストレスフリー
電子黒板を下げると、高さ 
1600mm、横幅700mmの 
サイズになります。 
戸口やエレベーター口を容易 
に通過できるのはもちろん、 
重心が低くなるため安全に 
移動・保管ができます。

防振パット付き
電子黒板をタッチ操作する際の揺れを抑える 
防振パットを標準装備してあります。

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-11-15 
　　　　　    アーバンネット岩本町ビル3F
Tel : 03-5820-1003 Fax : 03-5820-1004

東京営業所

〒924-0011 石川県白山市横江町1003番地
Tel : 076-274-1003  Fax : 076-274-0399

 本社

http://www.world-sds.co.jp

メーカー 型式 インチ

シャープ PN-L702B 70

シャープ PN-L602B 60

搭載可能電子黒板

商品名 電子黒板用電動昇降装置付スタンド

型式 MH-6070 for BP

寸法 W1010×H1271〜1671×D700mm

質量 72kg

昇降ストローク 400mm

チルト機構 なし

カラー ブラック

搭載耐荷重 80kgまで

PC棚板（背面） W424×D150mm 10kgまで 高さ2段階

キャスター φ100mm×4 後輪Wストッパー付き

添付品 OAタップ（AC100V 50/60Hz、4口4m）

価格 220,000円（税別）

仕様・詳細 電気用品安全法：PSEマーク取得

ステラグループ

ご用命は

にお申し付けください。
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オフィス、店舗、公共機関など様々な施設にお

 

いて、空気の質は健康面や快適さの両方にお

 

いて重要視されています。

 

トルネックスクリアブロックミニは、機器内部に

 

セットするカートリッジを用途に合わせてお選び

 

いただくことで、「除菌」と「消臭」といった、それ

 

ぞれの効果を発揮します。

 

また浮遊カビ菌、ダニのふん・死がいの浮遊ア

 

レル物質の作用を抑制する「プラズマクラス

 

ター」技術を標準装備し、ダブルの効果で空気

 

の質を高めます。

浮遊カビ菌表面の細胞膜のタンパク質を切断して

 

分解・除去し、除菌します。

●試験機関：（財）石川県予防医学協会
● 試験方法：8 畳相当の実験室にプラズマクラスターイオンを放出し、

浮遊カビ菌をエアーサンプラーにて測定。結果より、近似しグラフ化。
（プラズマクラスターイオン濃度：3,000 個/cm3）
■試験結果：約195 分で除去率99.9%。

ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質

 

を切断して、作用を低減します。

●試験機関：広島大学大学院

 

先端物質科学研究科
● 試験方法：掃除をしない実際の居住空間（約8 畳）での浮遊ダニ

 

のアレル物質の作用をELISA 法で測定。結果より、換算し、平均率

 

と残存率を算出。（プラズマクラスターイオン濃度：3,000 個/cm3）
■ 試験結果：4 週間後にダニのアレル物質の作用を抑制。

空気清浄機（クリアブロックミニMJ-01）

プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、

 

Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

大幸薬品株式会社のクレベリン

 

Gが搭載されています。R

MJ-01・・・・・・・・・・・・￥89,040（￥84,800）
B10152U3 
W460×D110×H240
本体／前面ステンレス

 

ヘアライン仕上／背面スチール
付属品／除菌消臭剤
クレベリンカートリッジの持続期間は1～2ヵ月です。

■ハウスダスト中の浮遊ダニのアレル物質

 

の作用抑制効果

■浮遊カビ菌の除菌効果

ご用命はステラグループにお申し付けください。
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＜ログイン画面＞ 

＜リモートＵＩトップ画面＞ 

 

第四回へつづく 

 

リモートＵＩは特別な設定が必要なく 

ＰＣから起動できるので、席を離れることなく 

状況確認や設定変更を行えます！！ 
Ｉ 

パソコンから 

① Webブラウザを起動する 

② アドレス入力欄にアクセスしたい 

機器のＩＰアドレスを入力する。 

③ リモートUIの画面が表示されたら、ログオンす

るモード（一般ユーザモード）を選択します。 

※画面はiR-ADVANCEシリーズの画面になります。 

その他ご不明な点は担当者までお願いします。 

ステラお役立ち情報！
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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
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■

厳しい寒さが続きますが、体調は崩されておられま
せんでしょうか？例年、この時期にインフルエンザが
攻勢を強めて参りますが、十分な対策をお取りくださ
い。
今月号では、エプソンお得祭りを前面に掲載させて
いただきました。
特にビジネスインクジェットは、従来のレーザープリ
ンターと比較した場合、用紙サイズがA3ノビ対応で
あること(一部機種)や、プリンタコストが割安になるこ
とが高い評価を得ています。
ぜひこの機会に、オフィスへの導入をご検討ください。

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。

東京・神奈川のオフィス賃料は、昨年を底に、今年から徐々に
上昇に転じると言われております。
そういった意味で、オフィス移転によるコスト削減は、近々では
今年が最後のチャンスかもしれません。

私どもステラグループは、昨年8月に本社の移転を経験し、
お客さまにご相談していただいた際に、十二分にお役に立てる
ノウハウを蓄積しております。
ご移転や新規ご開業をお考えのお客さまは、ぜひお気軽に
弊社担当者にご相談ください。
きっと「ステラグループに聴いてよかった」と思っていただけます。

今後とも何卒よろしくお願い申しあげます。
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