
ステラグループ株式会社

2013年

３月号

◆ オフィスご移転・新規ご開業に関するご案内！

◆ 新製品「オフィスのデータをがっちりガード！」
のご案内！

◆ 新製品キヤノンimageRUNNER iR W940Ｎ
のご案内！

◆ キヤノン製ソフト「Desk Top」のご案内！

◆ 新製品RISO製オルフィスのご案内！

◆ 新製品エプソン製プロジェクターのご案内！

◆ TEC製タワー型無線LANシステムのご案内！

◆ 新製品イナバ製オフィス家具のご案内！

◆ 新製品イナバ製BCPキャビネットのご案内！

◆ NEC製デジタルサイネージのご案内！

◆ コピー活用術 その四 ！

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！

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！
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●不動産仲介サービス

・４，５年前と比べると２～３割オフィス賃料が下落。

今、オフィス移転のチャンスです！！

■賃貸オフィスのマーケット状況

例えば・・・このような物件をご紹介いたします。
※物件情報は一例です。

豊富な物件情報の中からお客様にあった物件をご紹介していきます。

・フリーレント（賃料無料期間）が６～１２ヶ月の物件も有。

・数年振りにオフィスの空室率が下がる。
今後賃料推移があがってくることも予想される。

お問い合わせ先

オフィス賃料は固定費です。

経営者様であれば固定費を下げたい

と誰しもが考えたことがあるのではない

でしょうか。

今の御社の家賃、周辺と一度比較して
みませんか。物件資料は無料でご提供
致しますので、ぜひ一度お問合せ下さ
い。

必要設備を網羅した物件を紹介！
広さや間取り、立地条件はもちろん、防災設備・空調設
備・電気容量などの、新オフィスに必要な設備を網羅し
た物件を紹介いたします。

迅速な対応！
情報量が豊富の中からすばやく、お客様にあった物件を
紹介いたします。

将来人員増加を見据えた対応！
オフィス移転を年間数百件受注している弊社だからこそ
できる、豊富な知識を活かしたレイアウトを想定した物
件選定を行います。

●Ａビル

東京都新宿区・・・・・

ＪＲ各線 新宿駅 4分

東京メトロ・都営 新宿三丁目駅

4分

２０１２．０１

１５２．１９坪

ご相談

ご相談

６ヶ月以上

所在地：

最寄駅：

竣工：

坪数：

賃料：

共益費：

ﾌﾘｰﾚﾝﾄ：

●Ｂビル

東京都中央区・・・

銀座線 京橋駅 直結

有楽町線 銀座一丁目駅4分

２０１３．０４予定

１０４８坪

ご相談

ご相談

６ヶ月以上

所在地：

最寄駅：

竣工：

坪数：

賃料：

共益費：

ﾌﾘｰﾚﾝﾄ：

●Ｃビル

東京都千代田区・・・・・

東西線 半蔵門線

三田線 各大手町駅 徒歩2分

２０００．１０

６５．７８坪

ご相談

ご相談

６ヶ月

所在地：

最寄駅：

竣工：

坪数：

賃料：

共益費：

ﾌﾘｰﾚﾝﾄ：

人員増加を見越したレイアウトをもとに適正な案件を選定していきます。

例えば

２年後

18人増

■弊社の提案は、、、

●実績紹介

ステラグループ株式会社 担当：
112-0004 文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル11階 TEL：03-5804-8787

弊社オリジナル！
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●実績紹介●不動産仲介サービス

■Ａ社様／東京都新宿区／旧オフィス２００坪 新オフィス２５０坪

実績紹介
新しいオフィスへのご要望をどのように具現化したか、実例を交えてご紹介いたします。

人員増に伴いオフィスが手狭になった為、物件探しのご要望を頂いた

お客様の事例です。

相場が下がっているのを知っているのと知らないのでは
大きな違いがあることを痛感させられました。

人員が増えるにあたり、以前のオフィスが手狭になり、移転を決断し
ました。オフィスも大きくなるので当然家賃も上がることも覚悟して
いたのですが・・・

ご相談を頂いた時、以前の事務所に５年入居されており、また今後
は採用にも力をいれていきたいとご要望をお聞きしました。
以前より相場も下がっていることから、５０坪増であれば、現状と家賃
が変わらずにビルグレードを上げられることをお話しました。

最初はオフィスを広くするのに、家賃が変わらずビルグレードが上が
ると聞いた時は半信半疑でした。
しかし、実際数棟ご提案を頂くうちにそのような物件が何件もありま
した。相場が下がっているということを目の当たりにしたのと同時に、
知っているのと知らないのでは大きな違いがあること痛感させられま
した。内見は５棟程しかしておりませんが、すぐに気に入ったものが
見つかり、現在も快適に使わせて頂いております。

資料で数十棟ご提案をさせて頂き、実際に５棟ご内見頂きました。
すぐに物件を気に入って頂きました。ご入居されてからも快適に
お使い頂けているようなでご満足頂けて本当によかったです。

お客様

弊社

お客様

弊社

■Ｄ社様／東京都中央区／旧オフィス３００坪 新オフィス２６０坪
業務効率＆コミュニケーションＵＰの為に物件探しのご要望を頂いたお客様の

事例です。

お客様

弊社

フリーレントをうまく活用することで実質移転コストゼロで
移転できました。

以前は３フロアを使っており、業務効率が悪い上、社内のコミュニ
ケーションも不足していると感じておりました。そこで物件探しから移
転先の内装、什器備品の調達、インフラの構築、引越しまで全てお
願いをできる御社にお声掛けしました。

複数フロアを１フロアにする際は適正な坪数がわかりにくいので、ま
ず移転先のレイアウトのご要望を頂き、レイアウトが収まる坪数を逆
算していきました。これにより最適な坪数がご提案できました。

お客様

弊社

物件を探し始めた際、移転のトータルコストを把握できておらず、予
算取りが出来ておりませんでした・・・しかし、物件選定時に移転の
トータルコストの概算を頂きました。ワンストップの強みですね。

予算取りが出来ていないとのことでしたので、物件探しと同時に移
転のトータルコストの積算をしました。
最もお金がかかるのが、移転先の内装やインフラの構築などです。
過去の事例の中からご要望に近いものをピックアップし、ご要望に
合わせてトータルコストの概算を積算致しました。

お客様

弊社

フリーレントをうまく活用することで実質移転コストゼロで移転できました。
元々払う予定だった家賃が６ヶ月以上浮いたので移転コストに回すこと
ができました。結果、予算を数百万残して移転完了しました。

交渉の結果、フリーレントを６ヶ月以上頂戴しました。また、旧オフィ
スに解約予告を出すタイミングも非常に重要ですので、そちらもあ
わせご提案させて頂いた結果、移転コストが抑えられ、大変ご満足
頂くご移転となりました。

弊社オリジナル！
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STELLAR GROUP

急な停電時に機器を守る!!
IODATA製 HDL-XR4.0
RAID6,ﾎｯﾄｽﾜｯﾌﾟ対応!

IODATA製 RHD-UX2.0L
バックアップ先に使用

保守パック(３年)

※本構成は機器の正常稼働および障害時の対応を保守するものであり、お客様のデータを保証するものではありません。

※機器の故障やお客様の過失などによるデータ喪失等につきまして、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

商品内容

アイ・オー・データ社製の高性能NASとステラグループオンサイト保守の
パッケージ商品です。

＠作業内容
・設置時

開梱から設置・初期設定を行います。(詳しくは裏面をご覧ください。)
・運用時(オプション)

クラウド監視やオンサイト定期点検を行います。
・障害時

交換用HDD・筐体を貴社にお持ちしてその場で修理致します。

重要なデータを各個人のPCで保管していたり、個人PCで簡易的な共有をしていませんか？

データのバックアップや急な停電時の対応は出来ていますか？

外付HDDへ
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

急な停電でも
ﾊﾞｯﾁﾘ！

ﾊｰﾄﾞも設定も
当社がｻﾎﾟｰﾄ！

弊社オリジナル！
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ユースウェア 基本 ログインパスワード
RAID設定
NASの名前
ワークグループ名
IPアドレス／サブネット
デフォルトゲートウェイ
DNS
WINS
ユーザ作成 ５件
共有フォルダ作成 ３件

（アクセス権含む）
バックアップスケジュール １件
UPS設定
訪問設置（NAS本体およびUPS）
梱包箱などの片付け

ユーザ作成 ５名追加オプション

共有フォルダ作成 １フォルダ
（アクセス権含む）

データ移行 ／1単位５０GB

保守（年間） 基本 メーカ保守パック
ステラオンサイト保守 平日9-17対応

クラウド監視サービスオプション

オンサイト定期点検サービス（1回）

お客様のご要望によりオプションを追加できます

上記ユースウェアと保守の基本項目をセットにして

※オプション価格に関しましては、担当営業までお問い合わせください。

ステラグループ株式会社

東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル11階 TEL 03-5804-8787 担当：

STELLAR GROUP

※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。）

弊社オリジナル！
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新製品登場！

ステラグループ株式会社
6



7



電子データの作成・配布で 
こんなことありませんか？ 

電子化したデータの 
最終成果物は 
どんな形式ですか？ 

Ｑ1 

異なるデータを 
束ねて資料作成を 
していませんか？ 

Ｑ2 

A1 

最終成果物は 

「PDF」です！！ 

PDFデータを編集 
したり、ページの 
追加・削除はでき 

ないんですよね！ 

PDFを別のデータに 
変換し編集してから 
またPDFに戻して 

いるんですよね！ 

しかし・・・ 

手作業だから大変だし、 
印刷ミスのコストも 

気になりますよね！ 

修正・変更があると 
１からやり直し 

なんですよね！ 

様々なデータを 
一度、紙に出力してから 

「手作業で 
  束ねて」います！ 

A2 

しかし・・・ 

こんな時どうしてますか？ 

PDFのページを並べ替えたり、書き 
込んだりできる便利なツールがあります！ 

詳しくは裏面を 

ご覧下さい。 
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●お求めは信用のある当社で 製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。 

受付時間〈平日〉9：00～12：00/13：00～17：00（土日祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。） 
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1262をご利用ください。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 

2012年1月現在 

異なるデータの結合・並べ替えができて、 
しかもPDF変換もでき、すべての作業が 
PC上で完了します！ 

STEP1 

STEP2 

結 合 

PDF生成 

並び替え 

もちろんPDF文書内の 
ページの並べ替えや削除も出来る！ 

PDFには閲覧制限やパスワードも 
付与でき、低コストによる 
セキュリティ対策ができます！ 

事前に印刷結果を確認出来るので 
「両面」や「集約」をうまく活用すれば 
紙や印刷代を削減できます！ 

集約印刷 

両面印刷 
閲覧制限 パスワード付与 

５つ以上 

チェック項目が 

ありましたら 

導入効果絶大です！ 

お客様のオフィス診断シート 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ファクス受信など紙文書が多い 

複数の文書を束ねて資料を作成 

印刷に掛かるコストが気になる 

情報漏洩対策が求められている 

紙文書の電子化を推進している 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

PC内のデータを整理整頓したい 

AdobeStandardの購入を検討している 

DocuWorksを既に導入している 

RidocDeskを既に導入している 

社外とのやり取りはPDFで行う 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

imageWARE Desktop V2 製品パッケージ 

1ライセンス（1年無償サポート付） 

3ライセンス（1年無償サポート付） 

5ライセンス（1年無償サポート付） 

10ライセンス（1年無償サポート付） 

4279B025 

4279B026 

4279B027 

4279B028 

28,000円 

58,000円 

80,000円 

150,000円 

● imageWARE スペシャルサイト 

http://cweb.canon.jp/software/document/special/desktop/ 

● imageWARE サポートサイト 

https://mp01.canon.jp/iw/app/user/ 

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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ご体験 いただける環境をととのえました！
是非、その性能と活用用途のひろがる可能性を“ご体感”ください。

圧倒的なプリントスピード

世界最速１５０枚/分

優れた経済性

フルカラー １．５６円

モノクロ ０．５３円
※使用環境により変動がございます。

進化した
機能拡張性

◆ご体験ゾーン その１

本社 飯田橋オフィス
デモコーナー

※中綴じ製本印刷までご覧いただけます！

是非、データをお持ちください。
その場でサンプルを出⼒いたします。

ライブオフィスとしてオフィス全体を公開
させていただいております。
合わせてご覧ください。

◆ご体験ゾーン その２

デモカー

特徴１ 特徴２

※お客さまのご指定場所にうかがいます！

是非、データをお持込ください。
その場でサンプルを出⼒いたします。

キヤノン製コピー複合機も搭載しておりますので、
合わせてご体感ください。

特徴３

弊社オリジナル！
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壁掛け対応

オープンプライス オープンプライス

※写真はIWS-72VEC用プリンター置き台の
イメージです。

・IWS-82VEC用プリンター置き台

・IWS-72VEC用プリンター置き台

IWS-PRT82 オープンプライス

IWS-PRT72 オープンプライス

(注)設置可能プリンターは
裏面をご確認ください。

オープンプライス

参考価格￥299,980※（税込）
※エプソンダイレクトショップ販売価格

オープンプライス

参考価格￥279,980（税込）
※エプソンダイレクトショップ販売価格

オープンプライス

参考価格￥229,980※（税込）
※エプソンダイレクトショップ販売価格

ステラグループ株式会社
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（2013年1月18日現在）

◆お問合わせ先

＊製品の詳しい仕様については、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。

●EB-1410WT 複合機・対応プリンター 一覧 (赤文字・・・プリンター置き台 IWS-PRT72/82設置可能プリンター)

PX-675F PX-605F PX-504A PX-505F PX-K751F

EP-905F EP-905A EP-805A/AW/AR EP-775A/AW EP-705A PX-435A PX-405A

ワイド82型ボードスタンド(IWS-82VEC)設置料金

項 目 料金（税別） 内 容

プロジェクター設置 20,000 ボードスタンドへのプロジェクター取り付け､画像調整,キャリブレーション作業

プロジェクター設置＋ネットワーク設定 30,000 上記内容にネットワーク設定・メール設定を追加(※事前に設定情報が必要です)

プリンター追加設置 14,000 プリンターのセットアップ・接続及び動作確認(※プロジェクターと同時設置の場合)

ワイド72型ボードスタンド(IWS-72VEC)設置料金

項 目 料金(税別) 内 容

ボードスタンド組立 オープンプライス ボードスタンドの組立費用

プロジェクター設置 20,000 ボードスタンドへのプロジェクター取り付け､画像調整,キャリブレーション作業

プロジェクター設置＋ネットワーク設定 30,000 上記内容にネットワーク設定・メール設定を追加(※事前に設定情報が必要です)

プリンター追加設置 14,000 プリンターのセットアップ・接続及び動作確認(※プロジェクターと同時設置の場合)

＊壁掛け・天吊設置などにつきましては別途ご相談ください。

壁掛け金具 テーブル投写金具

ELPMB28 ELPMB29

標準価格 ¥30,000(税別) 標準価格 ¥30,000(税別)オープンプライス オープンプライス

机などに置いて使うときは、
本体同梱のフットを取り付けて
ご使用ください。

※

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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工業デザイナー、奥山清行氏プロデュース。
KEN  OKUYAMA  DESIGN が人間工学に基づきデザイン。
さらに人間工学専門家の青木教授がその実験・検証を行い、

 

Inabaの技術力のもと、これまでにない次世代チェアが完成しま

 

した。
時代を意味する“era”

 

から名付けられた“Yera

 

（イエラ）”

 

は、

 

Inabaの技術力の結晶です。

フェラーリ、マセラティ、ポルシェといったカーデ

 

ザインを中心に世界的に活動している工業デ

 

ザイナー、奥山清行氏デザイン。

 

人体を支える点と点を線でつないだ流麗な

 

“ Y ” のライン。

美しい螺旋をイメージさせる脚部のフォルム。
グラデーションのかかった樹脂メッシュは、負

 

荷のかかる部分ほど柔らかくしなり、優しく背

 

中を包み込む。
奥山氏は、チェアを構成する曲線と曲面にこだ

 

わり、パーツの全てに一切の妥協を許さず
これまでにない、新しいデザインのチェアを完

 

成させました。

KEN OKUYAMA DKEN OKUYAMA DESIGNESIGN

「デザイン」と「人間工学」の融合「デザイン」と「人間工学」の融合

工業デザイナー

 

奥山清行
1959 年

 

山形県生まれ。ゼネラルモータース社チーフデザイナー、

ポルシェ社デザイナー、ピニンファリーナ社デザインディレクターを歴

 

任。
2007年に株式会社KEN OKUYAMA DESIGN を設立、代表に就任。

 

山形工房代表。アートセンターカレッジオブデザイン工業デザイン学

 

部客員教授（米）、多摩美術大学客員教授、金沢美術工芸大学客員

 

教授、名古屋芸術大学特別客員教授も兼任する。
www.kenokuyamadesign.com

ステラグループ株式会社
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自然災害などの緊急時にも、事業の継続・早期復旧をすることが重要です。

 

BCPキャビネットを用意しておけば、企業の大切な基幹情報や、水・食料・救命用品などを一元管理することができます。

東京都帰宅困難者対策を総合的に推進するための

「東京都帰宅困難者対策条例」が制定されました。ご存知

 

ですか？ そのため、「事業者は、従業者の施設内での待機を維持するために、知事が定めるところにより、従業者の

 

三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない」とされてい

 

ます。

 

（平成25年4月施行）

防災用品を効率的に収納できるので、スペースセーブになります。1
十分な転倒防止がほどこせるキャビネットでなければなりません。2
停電時の暗闇でも視認性が必要となります。3
普段は施錠が必要。しかしいざという時には誰にでも解錠できなければなりません。4

■蓄光サイン

 

サイン計画でいざという

 

時も安心。停電時でも蓄

 

光素材により認識できる

 

工夫がなされています。

■非常ロック解除扉

 

消化栓のようにアクリル

 

板を強く押して破壊する

 

ことで、扉を開けることが

 

できます。

■ポリカーボネート窓

 

収納されているモノの

 

「見える化」。

 

割れにくいポリカーボ

 

ネート板を採用。

何故、専用のキャビネットが必要なのでしょう？何故、専用のキャビネットが必要なのでしょう？

さまざまな転倒防止対策用品をご用意しております。

■BCP壁固定金具

 

■BCPベースプレート

 

（左右セット）

オプション

帰宅困難者対策は万全ですか？

ステラグループ株式会社
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ディスプレイ メディアプレーヤ スタンド

手軽に電子ポスターが表示可能なデジタルサイネージキット

「美映エル Cool」
オールインワン

2ステップ操作で簡単掲示

多彩なレイアウトとスケジュール設定

番組（コンテンツ）制作から画面表示まで2ステップの簡単操作で行えます。

STEP 1 手軽にデザイン

STEP 2 番組を配信

標準添付のオーサリングソフトウェアを使って、
お手持ちのPCで番組（コンテンツ）を作成

LAN経由で作成した番組（コンテンツ）を配信することができます。
USBメモリからも手軽にデータ更新ができます。
※USBメモリとコンテンツ作成用のPCは付属していませんので、別途ご用意ください。

画面サイズ

42型ワイドメディアプレーヤ付属

42型ワイドメディアプレーヤ内臓モデル

32型ワイドメディアプレーヤ付属

お手軽設置のオールインワンデジタルサイネージにスタイリッシュな23型 登場！

ＮEＣのデジタルサイネージキット

美映エル
ミ ハ エ ル

その他、デジタルサイネージはお客様のニーズに
合わせたシステム構築が可能です。

・ リアルタイム更新
・ 既存システムとの連携 等

担当営業までご相談ください。

42

32

42型

32型

42型液晶ディスプレイ

MultiSync
LCD-V422

32型液晶ディスプレイ

MultiSync
LCD-V321

メディアプレーヤボード

SB-L008KU

メディアプレーヤ

MP-01

スタンド

CM-42LSN

スタンド

CM-32LSN

●株式会社ファースト製

●株式会社ファースト製

オーサリングソフトウェア標準添付
●ディスプレイ本体に内蔵
※MP-01でも対応可能

オーサリングソフトウェア
標準添付
●スタンドの背面に
取付け可能

スピーカ

ステレオスピーカ内蔵
（10W＋10W）

※オプション
背面設置型スピーカ

SP-RM2
（7W＋7W）

42型 / 32型も引き続き大好評です！

書店

飲食店
公共

アパレル

受付

ディスプレイ メディアプレーヤ スタンド

23型液晶ディスプレイ

MultiSync
LCD-EX231Wｐ

23型 メディアプレーヤ

MP-01
オーサリングソフトウェア
標準添付
●スタンドの背面に
取付け可能

スタンド

DS-23MC 23型デジタルサイネージキット
美映エル(ミハエル) Cool

ステラグループ株式会社
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第五回へつづく 

 

「宛先表編集ツール」を使うことにより 

宛先・ワンタッチ登録の簡易変更や 

バックアップを行うことができます！ 

 
I 

対応機種情報やダウンロード先はこちら 

「http://cweb.canon.jp/office-mfp/coop-solution/atesaki.html」 

または、「Canonトップページ（canon.co.jp）」→「製品情報」→ 

「複合機/ファクス/コピー」→「オフィス向け複合機」→ 

「連携ソリューション」→「宛先表編集ツール」 

※ご不明な点は担当者までお問い合わせください 

ステラお役立ち情報！
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■編集後記■ ■経営理念■

寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか？
春の訪れが少しづつ感じられる2月は、体が暖かさを求
め始めるためなのか、寒さをより強く感じます。
さて、今月号では、オフィスのご移転に関する情報を詳し
く掲載させていただきました。わたしどもの経験（昨年本
社移転）もお役にたてていただければ幸いです。
また、弊社のオリジナル製品として、あらたにアイ・オー・
データ様と保守に関する直接契約を締結し、独自の保守
パックの販売を開始いたします。

この機会に、是非、ご検討ください。

■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

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。

今月号も、先月号に引き続き、オフィスの移転を特集させていただきました。

私どもステラグループは、昨年8月に本社を移転いたしました。
その際、働きやすく、かつ、省スペースになるようなオフィスづくりを
中堅社員で構成されたプロジェクト・チームで企画いたしました。
その結果、30坪以上オフィス面積を削減したにもかかわらず、
以前より、ゆったりとした、また、働きやすいオフィスづくりに成功しました。
そのノウハウは、オフィスご移転をお考えのお客さまのお役に立てるものと
確信しております。
また、物件をお探しの段階からもお手伝いできますので、
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。
「オフィスのことなら何でもステラグループ」
そして
「オフィスのことなら移転のことまでステラグループ」
と覚えてくだされば幸いです。

今後とも何卒よろしくお願い申しあげます。
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