
◆ NEWS

ステラフェアレポート
6月12日オフィス改善フェア

◆ ステラオリジナル商品

まかせて安心！総合保守サービス

オフィスセイヴァー

オリジナル業務システム開発

情報誌出版業向け販売管理システム

◆ 新製品・おすすめ商品情報

EPSON インタラクティブプロジェクタ
・機能① ホワイトボード機能
・機能② スマートデバイス接続

イナバ サイレントクーラーラック
・サーバーの騒音、まだ我慢しますか？
・静かに冷やすイナバの新提案

イナバ オフィスチェア ｙｅｒａ(イエラ)
・確かなものづくりと機能デザインの融合

理想科学工業 高速プリンタ ORPHIS EX
・圧倒的なプリントスピード
・優れた経済性で低コスト
・オルフィス体験キャンペーン

◆ 定期連載

第3回 ライブオフィス見どころ紹介
第8回 石田のお役立ち情報

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！



コミュニ
ケ—ション
いつものミーティングをもっ
と活発に
ステラの仕組みを
ご紹介いたします

移転
移転をきっかけに
理想のオフィスを実現
最新のオフィス事情を
お教えいたします

例えばオフィス家具
選択・配置・使い方で
環境は変わります
こだわりのオフィスを
ご見学ください

改善
業務効率、コスト削減など
お客さまのさまざまな
課題解決・改善のための
ソリューションを
ご提案いたします

オフィス
レイアウト

ステラフェア
レポート
6月12日(水)
オフィス改善フェア
in 本社ライブオフィス

セミナーの様子

ステラグループオフィス改善フェアinライブオフィスを
6月12日(水)に開催いたしました。
昨今、借⼿市場ともいえるオフィス事情もあり、戦略的に移転を検討される企業が増えて

います。フリーレントやレントホリデーといった仕組みも利⽤しやすくなってきており、ま
さに移転するなら「今でしょ！」というタイミングです。
今回は、そういった最新オフィス事情や実際の移転等でポイントとなる部分、弊社の取り

組み事例などをご紹介させていただき、お客様のオフィスづくり、オフィス改善のヒントに
していただければと思い企画いたしました。
おかげさまで当日はたくさんのお客さまにご来場いただき、大変な賑わいとなりました。

セミナー後には、弊社ライブオフィス内で「オフィス改善」をテーマにした商品をご覧いた
だき、より具体的な「理想のオフィス」をイメージしていただけたのではないでしょうか。
今後も様々な形でお客さまに情報をお届けいたします。誠にありがとうございました。

セミナーⅠ：理想のオフィスを実現する「攻めのオフィ
ス移転」とは？

オフィス最新情報と、フリーレントやレントホリデー活
用による移転メリットをわかりやすくご案内いたしました。

講師：株式会社フロンティアキューブ
代表取締役 平松 孝介 氏

セミナーⅡ：オフィスづくりの事例「ステラライブオフィ
スオープンに向けて」

弊社のライブオフィスオープンまでの取り組みと、オ
フィスこだわりポイントを before／after でご紹介いた
しました。 講師：ステラグループ ライブオフィス委員会

17社22名のお客さまにお越しいただきました。
雨天の中、ご来場誠にありがとうございました。



PCサポート（Windows・Mac）

総合保守サービス
Office Saver

（オフィスセイヴァー）のご案内

パソコンやOA機器の不調は突然やってきます。
そうなる前にステラグループのOffice Saverにおまかせください！

ＦＡＸやプリンターのほかに、WindowsPC・Mac・サーバー・NAS、
ネットワーク機器・LANなどをトータルにサポートします。

当社通常パソコン
修理料⾦（例） 【例１】 -簡易作業にて復帰した場合 –

訪問基本料 簡易技術料

￥10,000 ＋ ￥5,000 ＝ ￥15,000

【例２】 - OSリカバリーにて復帰した場合 -

訪問基本料 技術料金

￥10,000 ＋ ￥15,000～ ＝ ￥25,000～

年額
1台 ¥20,000~（税別）

※オフィスセイヴァーに加入していない場合は、
その都度以下の料金を頂戴いたします。

に加入いただくと

1ヶ月あたり ¥1,670~（税別）

ネットワークサポート

ＮＡＳサポート

サーバーサポート（Windows2003・2008）

※１：分割お支払いをご希望される場合、3台以上のご契約から可能となります。
（1〜2台までの保守料⾦は⼀括のお⽀払となります。）
※受付時間は9：00〜17：30です（⼟⽇・祝祭⽇・年末年始休暇は除きます）
※上記保守サービスは、不具合時の切り分けおよびシステム（OS)修復を⾏う契約となり、ハード的不具合により部品
交換が発生した際には、メーカの保証規定に準じた部品代⾦等が必要となります。（ハードウェア保守締結時は除く）
※上記保守サービスはデータを保証するものではありません。また、トラブルによって万一データの破損等が発生した
場合に関しましても、当社では⼀切保証致しかねますことを予めご了承ください。

Office Saver

パソコン単体の不具合に関して、障害切り分けから復旧作業を
オンサイト（訪問）で実施いたします。また、メーカー修理が
必要な場合は、代⾏して修理⼿配も致します。

※１

サーバ単体の不具合に関して、障害切り分けから復旧作業を
オンサイトにて実施いたします。

ＮＡＳ単体の不具合に関して、障害切り分けから復旧作業を
オンサイトにて実施いたします。

インターネット接続不良に伴うメール送受信エラー、印刷がで
きない、などのネットワークトラブルの復旧作業をオンサイト
にて実施致します。

¥180,000（税別）

¥30,000～（税別）

別途御⾒積



オリジナル業務システムのご紹介 ～第3回 情報誌出版業さま向け販売管理システム～

情報誌出版業さま向け販売管理システム

業務内容にマッチした販売管理システムですか？

・販売管理システムが古いため、リプレースを行いたい。

・投稿いただく得意先の売上・入金を電子化して管理したい。

・入力した情報を集計し各種帳票を出力したい。

・今よりも使いやすくしたい。 ・・・・・等々

こんなご要望も、当社販売管理システムで実現！

簡単入
力！

◆ 情報誌出版業向けにマッチした販売管理ソフトを実現。

◆ 担当者別に地区、業種別売上実績等の各種帳票を出力。

◆ 出力帳票集は、Excel形式で保存可能（電子化）

◆ 操作性、機能追加等のカスタマイズ対応が可能。

各種帳票作成！



弊社担当者より

弊社では、お客様の業務に合わせ、オリジナル業務システムの開発を⾏っております。今回ご
紹介いたしました「情報誌出版業販売管理システム」は、情報誌を発⾏されているお客様から、
市販の販売管理ソフトでは、業務に合わず困っているという声をいただき、開発したシステムで
す。また、情報誌出版業務以外にも物販のお客様⽤の販売管理システムもご⽤意しております。
その他、お客様の事業に合わせカスタマイズ可能ですので、ぜひご相談ください。
【こんなお客さまにおススメします】

・市販パッケージソフトをお使いの方で
⇒ 細かい部分まで業務によりマッチしたシステムを使いたい

・カスタマイズされたシステムをご利⽤の⽅で
⇒ 開発会社のサポートが受けられなくなって困っている

・これまで業務システムを導入してこなかった方で
⇒ 今後は⾃社業務にあったシステムで効率化を図りたい

その他、お客さまの業種、業務のご事情、ご要望をお聞かせいただき、使いやすく、低コスト
なシステムで業務改善のお手伝いをさせていただきます。

システムサポート課 小林

カスタマイズ対応可

入力した情報をもとに、売上一覧、
入金一覧、請求書、回収状況など、
週別、月別、担当者別に各種帳票
出力が行えます。

帳票・データ連携以外でも、機能の追加・変更等、
お客様のご要望に応じたカスタマイズにて
対応することができます。
ご要望、ご質問等は弊社にお問い合わせください。

古いシステムで使用しているハードウェア機器や
ソフトウェアはサポートが終了しているため、
トラブル発生時の不安がありました。

お客さま独自で作成された資料（手書き、ＭＳ－
ＥＸＣＥＬ）や、用途に合わせた画面／帳票の
追加／変更は、ご相談いただければカスタマイズ
により対応することが可能です。

投稿いただく得意先ごとに消費税区分（税込／税抜）を設定し、
得意先に合わせた売上入力・入金入力が行えます。

要望1 システムリプレース 要望２ 売上・入金入力

要望4 カスタマイズ要望３ 各種帳票

また電子化することにより、業務上の処理漏れを防ぎます。

リプレースにより、トラブル発生時も安心して使用
することができ、また機器が新しくなることで快適
に作業を行うことができます。

またＭＳ－ＥＸＣＥＬで
レイアウトを作成し、
プレビュー（画面表示）
および印刷しているため、
印刷した帳票は自動的に
ＭＳ－ＥＸＣＥＬ形式で
保存されます。





実機でのデモンストレーションも可能
です！詳しくは担当の営業、サービス
マンにご相談ください。











ブラック ライトグレー

工業デザイナーの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。
そして、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。

「デザイン」と「ものづくり」の融合

日本の確かな「ものづくり」と「機能・デザイン」の融合

[ メッシュ ] [ クロスカバー ] [ クッション ]
◆メッシュカラー◆バックスタイル

◆肘タイプ

T型肘 リング肘 アジャスタブル肘

Lineup

新製品の
ご紹介

座面 背面クロスカバー

◆カラーバリエーション

ブラック ブラック ブルー イエローグリーン レッド マスタードイエロー グレー アイボリー

Design Craft

日本（ＪＩＳ）、アメリカ（ＡＮＳＩ）、ヨーロッパ（ＥＮ）
の各国規格の一番厳しいところを社内基準に設け、
この基準の社内試験をクリアできたものだけを
お客様のもとにお届けします。

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



日頃よりキヤノン製品をご利用いただき、
誠にありがとうございます。
より良いサービスをご提供させていただくために、
皆様へアンケートをお配りしております。

Wi-Fi 対応 広角24ｍｍ 光学10倍ズーム！

コンパクトデジタルカメラ→ 

← 新・プレミアムデザインのテンキー電卓

ワイヤレス接続ミニ卓上タイプ

お客様に代わり「東日本大震災の
復興支援」および「自然再生活動」
へ、寄付をさせて頂きます。

http://top.nikkei-r.co.jp/mfp/

お手元にハガキが届きましたら記載のURLへ
アクセスください。
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読取りガラスにごみや汚れがあると

スキャン時に一緒に読み取ってしまい
画像に黒線がでることがあります。

清掃で解決するケースもあるので

是非お試しください。

原稿送り装置で原稿の印刷を行った際に

印刷物に線が入ってしまうことってありますよね。

実は読取りガラス上のごみや汚れなどが原因の場合もあるんです。

読取りガラスの清掃をすることで解決できるケースもあるので

今回は読取りガラスの清掃方法をご紹介します！

第九回へつづく

まとめ

読
取
り
ガ
ラ
ス



複合機で異なる向きの複数の原稿を重ねて
自動原稿送り装置で読み込むと・・・

Canon imageRUNNER ADVANCE の

スキャンソリューション拡張キット で 解決！
原稿の⽂字を認識し縦横を⾃動的に
回転して保存します！

こんなこと ございませんか？

PDFファイルになったとき向きがバラバラになってしまいます。

● 文書データを閲覧時に回転させる
手間がございません。

● 受信FAX文書の転送時も活躍します。

⽂字を認識するので⽂書の検索が
可能になります。

読みにくくて
困るわ

メールで送っ
た相手も喜ぶ

かも！



様々なオフィス機能を集約した
マグネットスペース！

オフィス機能をマグネットスペースに集約
・打ち合わせスペースの有効活用。
・社員が引き寄せられるスペースでのコミュニケーション向上。

【課題】

・打ち合わせスペースが点在しており、
簡単なミーティングなど行うこと自体が億劫になっていた。

・オフィス機能が分散しており、社員同士のちょっとした
コミュニケーションをとる機会が少なかった。

【社員の声】 実際に使ってみて・・・

ステラグループでは、業務改善、オフィス環境改善の実例としてオフィスを公
開しております。ご見学希望のお客様は弊社担当営業・サービスマンにお申し
付けください。社員一同心よりお待ち申し上げております！

Vol.3

オフィスの真ん中にあるマグネットスペースの存在により、
コピーを取りに⾏ったときやゴミを捨てに⾏ったときに、
他部署の社員やお取引業者の担当者の方々と
気軽にコミュニケーションが取れるようになりました。

サポート営業課 上野

リラックスした雰囲気で上司との打ち合わせでも
自然と本音での会話になり、有意義な打合せが⾏えています！

サポート営業課 伊東

BEFORE 活用しにくい点在した打合せスペース

AFTER 機能を集約したマグネットスペース。偶然の出会いも演出。



ステラグループの宣言
ステラグループは、お客さまがより安全に、より安心して機械をご使用いた

だくために、メンテナンスにおける「７つの約束」を宣言します。
 4月より、下記宣言書の配布を開始いたしました。機械点検時にご案内をさせていただきます。ご不明な点がございましたら、

お気軽に担当サービスマンにお尋ねください。

※裏面は、お客さまオフィスの安全対策の参考にしていた
だけるよう電源コード・プラグの点検報告になっています。

内容 金額 備考

■ソフトウェア消去 ※ソフトウェア消去の場合は「データ消去作業報告書」を添付いたします。

データ消去作業 ¥3,000／台 「データ消去作業報告書」の発行費用を含みます

ハードディスク取り外し ¥1,000／台 ※一部取り外しができない機種がございます。ご相談ください。

ハードディスク取り付け ¥500／台 リース・レンタル品で返却の必要がある場合などにご利用ください

■物理破壊 ※物理破壊の場合は「破壊作業報告書」と「破壊したハードディスクの写真」を添付いたします。

破壊作業 ¥2,000／台 「ハードディスク破壊作業報告書」の発行を含みます

ハードディスク取り外し ¥1,000／台 ※一部取り外しができない機種がございます。ご相談ください。

出張料金 ¥10,000／回 お客様先に出張の上、破壊作業を行う場合（1回につき）

データ消去サービス

データは狙われています！

出張物理破壊の場合は、破壊作業の様⼦をその場でご覧
いただけますので安⼼してご利⽤いただけます。

専⽤ソフトウェア・専⽤破壊機器を使⽤し
てハードディスクのデータを消去し、情報
漏えいを防ぎます。

データ消去後に、「データ消去作業報告
書」を発⾏致します。※

データ消去したハードディスクは
お客様にご返却、もしくは当社にて廃棄い
たします。



■編集後記■

■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>   <経営理念>
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11F
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2F

<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す。
いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。

既にみなさま、ご存じの通り、来年4月に8％、再来年10月に10％へ、
消費税率が引き上げられる予定です。
私たちの財布を直撃しますので、できれば、上げてほしくはないのが人情でございます。

それに加えて、みなさまが会社でお使いの業務システムにも影響がございます。
システムにもよりますが、システムの改修を施す必要がある場合もございます。
弊社にはそのあたりのことに詳しい専門スタッフがおりますので、ぜひご相談ください。
お気軽にお声がけくださいますようお願い申しあげます。

今年も暑い夏になりそうですが、お客さまみなさまがたには、
ますますのご健勝、ご活躍を祈念申しあげます。

ステラリンク編集担当の武藤です。今月号のステラリンクはいかがでし
たでしょうか。今号ではPCバックアップの特集を予定しておりましたが、
都合により内容を変更させていただきました。大変申し訳ございません。
バックアップについては改めて特集を組ませていただきますのでどうぞ
ご期待ください。

今回ご紹介いたしましたエプソンのインタラクティブプロジェクタは先日
開催いたしましたオフィス改善セミナーでも使用いたしました。プロジェク
タとホワイトボードが融合したような製品です。セミナー終了後にはご来
場のお客さまにも自由に触っていただき、素敵な絵を描いていただくな
ど、楽しんでいただくことができました。直観的に操作でき、画質もよく、
会議やプレゼンの向上は間違いなしだと思います。実物を見ると誰もが
「欲しい！」と思う商品ではないでしょうか。詳細はぜひお気軽に担当に
お尋ねください。

ステラリンクもおかげさまで30号を迎えることができました。今後とも
様々な情報をお届けしてまいります。それでは次号もご期待ください！

先日、クリーニング業者の方を招いて、「イス」のクリーニ
ング方法についてレクチャーいただきました。
いつもきれいなオフィスでお客さまをお迎えいたします。
オフィス家具のクリーニングについてもご相談お受けでき
ますのでぜひお声掛けください。


