
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！

目黒のさんままつり （東京都目黒区・品川区）

◆ 特集① 話題の3Dプリンタを解説！

「３Ｄプリンタで変わるモノづくり」
◆ 特集② オフィス移転は今年がラストチャンス（後編）

「フリーレントとレントホリデー」

◆ Canon imageRUNNER ADVANCE 活用ソリューション

ファクス受信の電子化をカンタンに！

「せいとんファクス for MEAP AＤVANCE」

◆ ステラオリジナル商品

ホームページ開設のすべてをお得に！

ホームページ丸々パック

ＸＰを７にリフレッシュしませんか？

パソコンリフレッシュサービス

◆ おすすめ商品

ＩＳＭ CloudOne 「ＩＴ資産棚卸キャンペーン」

販売・在庫管理システムアラジンオフィス

◆ 定期連載

第５回 ライブオフィス見どころ紹介
第10回 石田のお役立ち情報
第２回 パソコンお役立ち情報



ステラリンク9月号特集①

アイデアの具現化を促進 デザインの段階から試作品をコミュニケーションに活用

コスト削減に貢献 設計ミスの早期発見や、金型作成コストの大幅削減に貢献

開発創造力向上 『考えてから造る』から『造りながら考える』への変革

製品化のサイクル改善 試作時間の大幅短縮、企画から製品の市場投入時間を改善

◇3Dプリンタを活用するメリット

様々な3次元データ
３Ｄプリンタは
「試作」で利用

イラスト作成

データ管理

試作 生産

拡張現実

販売促進

解析/検証

二次活用

◇3Dプリンタの造形例

建築・土木・インテリア系 研究・教育・医療系

デザイン・アート・玩具系 工業デザイン・製造系

◇3Dプリンタとは

話題の３Ｄプリンタ解説・入門編

３Ｄプリンタで変わるモノづくり



◇日本国内の業種別導入シェア

■担当者より

テレビや新聞でも頻繁に取り上げられていますが、最近3Dプリンタへの注
目度がまた急激に上がってきております。家電量販店などでもデモンストレー
ションが行われるなど、ますます身近なものになってきていると思います。
気になる価格は、といっても、本体は数十万から数千万円まで幅広く、3D

データの制作環境の整備なども必要です。まずはお気軽にご相談いただけれ
ばお客様にあったご提案をさせていただきますので、ぜひお声掛けください。 システム・ソリューション推進課 森川

•拡張子.stlファイルにて保存をお願い致します。ﾃﾞｰﾀ形式

•DVDもしくはCDでのお申込みをお願い致します。入稿形式

•「石膏」もしくは「樹脂」をご選択ください。方式の選択

サンプル出力キャンペーン実施中！
3Dプリンタの精度をぜひご体感ください。
納期は約2週間程度でお届けとなります。詳しくは担当営業まで。



■担当者より

弊社も移転を決める際、「コスト削減」は大きなテーマでした。

コストの削減は、単に家賃を安くすることよりも移転にかかる費用（新し
いオフィスにかかる設備、引っ越し代、旧事務所の原状回復、その他もろも
ろ）をどのくらいの期間で回収できるかに視点を置きました。それらを踏ま
え、家賃、フリーレントの期間などを交渉し、最終的に数年でコストを回収
できる条件を決めることができました。

移転にかかる費用負担が小さくなったため、社員のPCの⼊れ替えなど設備投資に資⾦を回すこともで
き、移転した本社だけでなく、全社的な業務改善も実現することができました。
実体験からのご提案をさせていただきますので、ぜひ物件探しの段階から弊社にご相談をいただけれ

ばと思います。

● ダブり賃料の回避 (入居前の内装工事期間、退去ビルの原状回復工事期間 等）

移転スケジュールの計画が柔軟に

● 新ビルの内装工事、移転費用への充当

内装や什器のグレードアップ こだわりオフィスの実現を促進

● 賃料減額の為 (均し賃料単価、複数年契約の賃料の標準化)

もちろん経費削減にも効果大

先月号に引き続き、「攻めの移転」のノウハウをご紹介いたします！

ステラリンク9月号特集②

オフィス移転は今年がラストチャンス！？【後編】

★ 「フリーレント」と「レントホリデー」のサービスによる賃料免除

●フリーレント ＝ 賃料を⽀払わない月を連続して使用する
契約開始日 2013年4月1日 (3年契約 フリーレント6ヶ月の場合)
賃料起算日 2013年10月1日 から賃料発⽣
（フリーレント6ヶ月 4、５、６、７、８、９⽉分が無料）

●レントホリデー ＝ 賃料を⽀払わない月を複数年に分けて使⽤する
契約開始日 2013年4月1日 (3年契約 レントホリデー6ヶ月の場合)
賃料 2013年 4、5⽉分が無料 (レントホリデー2ヶ月)

2014年 4、5⽉分が無料 (レントホリデー2ヶ月)
2015年 4、5⽉分が無料 (レントホリデー2ヶ月)

だから

★ 「フリーレント」と「レントホリデー」のメリット

だから

だから

営業支援部 総務課 近藤
※弊社移転の際には契約等実務を担当



★ このようなことはございませんか？
 ファクス転送ができるのは知っているが、やり方がわからない。
 ファクス書類が他の書類と紛れて、対応が遅れてしまう。
 すべての書類が同じフォルダーに転送されてしまう。
 ファイル名がすべて数字のため、⽬的の書類が⾒つからない。
 転送された書類のファイル名をその都度、⼿作業で⼊⼒している。

① 複雑な事前設定やファイル名⼊⼒の手間なく、ファクスの電子化環境を構築
することができます！

② 登録名・ファクス番号・受信年⽉⽇のフォルダを自動生成して振り分けます。
しかもファイル名も自動付与でき、簡単にファクス受信文書を整理できます！

製品概要
デジタル複合機「 imageRUNNER ADVANCE 」で受信したファクス文書のファイル名

付与、転送先での振り分け作業を自動化し、受信ファクスの電子化環境を簡単に構築する
ことが可能です。ファクス業務の『せいとん』が「かんたん」に始められるため、業務効
率向上、コスト削減を「⼿間いらず」で実現 できます。
※「せいとんファクス」は、imegeRUNNER ADVANCEにインストールして使用するアプリケーションです

製品・サービス価格
製品名 標準価格（税別） 備考

■ソフトウェア

せいとんファクス for MEAP ADVANCE 40,000円 MEAPアプリケーション
※複合機にインストールして使用します

■導入サービス

せいとんファクスインストールサービス 2,500円/台 別途訪問料

■保守サービス

せいとんファクス for MEAP ADVANCE
月額保守料金

500円/月

★ 「せいとんファクス」が解決します！







パソコンリフレッシュサービス

パソコンリフレッシュサービスとは
お客様の使い慣れたパソコンの

再セットアップ（リカバリー）を⾏い
購入当時の快適さを取り戻していただくサービスです。

※簡易清掃作業を含みます

■再セットアップ作業料⾦ (引上げ・搬送・設置料⾦を含みます)

※

Windowsパソコン※自作PCなどリカバリー媒体の無いパソコン・Macは非対応です

●パソコン購入時に付属していた「リカバリーディスク」またはHDD内のリカバリー領域（使
⽤可能な場合）を使⽤して再セットアップ作業を⾏います。事前にご⽤意ください。
●再セットアップを⾏うことでデータが全て失われますので、あらかじめデータのバックアップ
をお取りください。

パソコンの再セットアップを⾏うことで、
「動かない」「重い」「遅い」が改善する可能性があります。
しかし再セットアップ作業は非常に時間がかかります。

お客様の⼿を煩わせるとこなく、弊社が再セットアップ作業を代⾏いたします。

これからも使い慣れたパソコンをご使用になりたいお客様には、ぜひお勧めいたします。

こんな症状でお困り
ではありませんか？

動作が重い、フリーズしてばかり・・

⻘い画⾯が出る、Windowsが起動しない

Windows7や8では動かないソフトがあるので、XPをそのまま使用したい

Windows7のPCをXPにダウングレードしていたので、Windows7に戻したい

※保証期間内であっても当サービスは有償となります。



作業の流れ
「パソコンリフレッシュサービス」はお客様先に訪問の上、パソコンの取り外し、
引き取りを⾏い、再セットアップ作業の完了後に再度訪問し設置までを⾏います。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※お預かり時と同じ「コンピュータ名」「ユーザー名」でセットアップを⾏い、Windowsアップデートまでを⾏います。
※メモリ・ハードディスク等のハードウェア交換、アプリケーションのインストール、プリンタドライバインストール、デー
タの移⾏、メールの設定等はサービス対象外（別料⾦）になりますので、ご要望の場合は担当営業にご相談ください。
※簡易的な清掃（ホコリの除去等）はサービスに含みます。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.ご注文
担当営業にご用命いただくか、弊社ホームページ（https://www.stargp.jp/contact/）からお
申込みください。

2.パソコンのお預かり
作業員（ステラグループ社員）が訪問いたしますので、次のものをご準備ください。

◆パソコン本体 ※マウス・キーボード等は必要ございません。
◆パソコン購入時に付属していたリカバリーディスク（パソコンに付属のリカバリー
ディスク作成ツール等で作成したリカバリーディスクでも結構です。）

3.再セットアップ（リカバリー）作業
パソコン等が弊社に到着後、通常は5営業日以内に作業の実施、お届けまでを⾏います。しかし
ながら、作業の混み具合やお客様がお使いのパソコンの機種による作業の難易度によっては7営
業日以上を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

4.パソコンのお届け
お客様のご要望⽇時に訪問し、設置・動作確認までを⾏います。

ご確認ください（重要）
データのバックアップ
再セットアップを⾏うことでお客様の⼤切なデータ、メール、パソコンの設定が全て失われます。
本サービスをご利⽤の前にお客様ご⾃⾝にて⼤切なデータやパソコンの設定などはあらかじめバック
アップをおとりください。

再セットアップ媒体について
本サービスは、パソコン本体を工場出荷時の状態にお戻しするサービスです。
「リカバリーディスク」またはHDD内のリカバリー領域（使用可能な場合）を使用して再セット
アップ作業を⾏いますので、あらかじめご⽤意ください。
※再セットアップ媒体をご⽤意いただけない場合は、本サービスを受け付けることができません。あらかじめご了承ください。

パスワードの解除
再セットアップ（リカバリー）作業を⾏う際に、BIOSのパスワードが掛かっていますと作業を進め
ることができません。あらかじめパスワードを解除願います。

修理が必要な場合
お預かり後、弊社にて診断の結果、修理が必要な場合（例えばハードウェア故障のため再セットアッ
プができない）には、お客様のご要望により、メーカー修理⼿配を⾏います。（有償になる場合がご
ざいます）

弊社担当者よりひとこと
本サービスはご愛用中のパソコンをリフレッシュするサービスになります。

STELLAR LINK 6月号にも掲載させていただきましたが、
2014年4月にWindowsXPのサポートが終了いたします。ダウングレードモデル
でご使用のパソコンをアップグレードし快適な環境構築をお手伝いします。
ご検討よろしくお願いいたします。 システム・サポート課 小幡



WindowsXPを探せ！
IT資産棚卸無料キャンペーン

キャンペーン期間 ： 2013年10月末まで

Step1 トライアル申し込み

Step2 届いたURLを入力、棚卸モジュールをダウンロード

Step3 棚卸対象のPCでダブルクリック！

「ISMCloudOne」が自動で情報の取りまとめ

紙で
・PC端末のレポート
・セキュリティ未対策のレポート
・ウイルス対策ソフト未更新状況
※別紙トライアル申込用紙を御覧ください。

・ブラウザで他の自社情報を確認
・IT資産管理やMDMを体験
・遠隔でのセキュリティの自動化

を体験

ブラウザで

WindowsXP発見！

Windows
セキュリティ

アップデートの状況

危険なソフトウェア
利用端末の
ピックアップ

ウイルスソフトの
未稼働端末の
ピックアップ など…

Windows XPのサポートが2014年4月に終了になり、パソコンの
入替などの検討が必要です
これを機会に社内のIT資産の棚卸をしませんか



ISM CloudOneの概要

・OS起動前の個人認証
・HDD丸ごと暗号化
「CompuSec Basic Edition」

マルチプラットフォーム対応を強化し更なる進化を遂げた
「ESET Endpoint Protection Advanced」
「ESET Endpoint Protection Standard」

更に、キャンペーンをご利用いただいたお客様には！

国内本社

B社

A社

自社

iOS

インターネット

管理者
不在

海外A社

Android

MacOS プリンタ・
MFP 自動レポート

現状 あるべき姿
OSのサービス
パック

SP3

セキュリティ
パッチ

2011年
11月分

ウイルス
データベース

2011年
12月10日分

OSのサービス
パック

SP4

セキュリティ
パッチ

2011年
12月分

ウイルス
データベース

2011年
12月13日分

突合

管理側

特別価格で
ご提供

ESET、ESET Endpoint Protectionは、ESET, spol. s r.o.の商標です。 Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。 Mac、Mac OSは、米国およびその
他の国で登録されているApple Inc.の商標です。 仕様は予告なく変更する場合があります。

■担当者より

来年4月のWindows XPのサポート終了を前に、PCの入れ替えを検討されている
お客様も多いかと存じます。スムースな入替のためには、現状をしっかりと把握す
ることが重要です。正確に現状把握をすることで設備投資の際の余計なコストを抑
える効果もございます。ぜひ今回のキャンペーンをご活用いただき、「IT資産棚卸」
を体験していただければと思います。

また、中長期的な、PCやプリンタ、ソフトウェアなどIT資産の把握、管理、運用手
法についてもノウハウございますので、ぜひご相談ください。 システム・ソリューション推進課 森川



導入実績
4,500社以上
1

経済産業省主催による
中小企業IT経営力大賞にて受賞

2

様々な業種・業態、他システムとの連携などにも柔軟に対応3

下記の項目に１つでも当てはまる
企業様は一度ご相談ください！

現在利用している販売管理システムは
Windows XPで動いている
Windows XPは2014年4月9日でMicrosoftのサポートが終了します。サポート終了後は、セキュリティ
対策上非常に重要となる「セキュリティ更新プログラム」が提供されなくなるため、そのままの状態でPC
を使い続けていると、セキュリティ上のリスクが高い無防備な状態になり、ウイルス感染や情報流出など
の危険性が高まることになります。そして万が一、ウイルスに感染した場合も、復旧できない可能性が
高くなります。

現在利用している販売管理システムは
導入してから5年以上が経過している
5年以上前に導入したシステムはWindows XPベースで動いているシステムが多く、
最新OS（Windows7 ,8など）に対応できていないケースがあります。

消費税改正時にシステムが対応できない
特にオフコンをお使いの企業様やオーダーでシステムを組んでいる企業様はプログラムの修正箇
所が多岐にわたる可能性があり、その結果多大なプログラム改修費が発生するケースがあります。

XPサポート終了や消費税改正対応について
現状のサポート会社から連絡がない
プログラムの改修が必要な場合は、改修に時間が掛かります。
Windows XPサポート保守切れまで1年を切っているので、早急に確認が必要です。



柔軟性・高機能・コストパフォーマンスに優れた
「イージーオーダーパッケージシステム」

紳士服卸
婦人服卸
子供服卸
雑貨卸
装粧品卸
宝石卸
貴⾦属卸
かばん卸
靴卸
スポーツ用品卸
⾃動⾞部品卸

繊維製品卸
ポリエチレン製品卸
ステンレス製品卸
ガラス製品卸
⾦物卸
木材・竹材卸
防犯用設備用品卸
消防用機器卸
化粧品卸
おもちゃ卸
文具・事務用品卸

文房具卸
記章・バッジ卸
塗料卸
配管冷暖房装置等卸
建材卸
医療器具卸
介護・福祉用品卸
精密機器輸入卸
穀物卸
家具卸
寝具卸

自動販売機卸
食品卸
⾷料飲料卸
乾物卸
菓子卸
⾦属加⼯機械卸
産業用電気機器卸
一般機械器具卸
電気機械器具卸
保冷機材卸
ねじ部品卸

生花輸入卸・生花仲卸
⻘果物卸
⻘果市場組合
鮮魚卸
食肉卸
油脂製造卸
建設資材窯業製品卸
プラント化学薬品卸
建設器具卸
⾮鉄⾦属卸
酒類卸

宝石アクセサリー製造
雑貨製造
記章製造
スポーツ用品製造
⾃動⾞部品製造
オートバイ部品製造
電気照明器具製造
工作機械製造
機械同部品製造修理
機械部分品製造
⾦属スプリング製造
電線・ケーブル製造
配線器具等製造
貴⾦属加⼯
精密板⾦加⼯
⾦型製造
⾦属加工

電気機械器具製造
輸送用機械器具製造
包装・荷造機械製造
ボイラー・原動機製造
医療⽤機械器具製造
精密機械器具製造
介護・福祉用品製造
医療⽤品製造
化学機械装置製造
特殊産用機械製造
測定器機製造
分析機器製造
試験機製造
測量機械器具製造
理化学機械器具製造
荷役運搬設備製造
ねじ製品・ねじ部品製造

製⽸板⾦
⾦属表⾯処理
建設資材製造
梱包資材製造
食品製造
清涼飲料製造
製麺業
菓子製造
米菓製造
プリント回路製造
化学薬品製造
事務用機械器具製造
革製品製造
玩具製造
児童乗物製造
ネームプレート製造
工用パッキング材製造

産業用ロボット製造
発動機製造
変圧器類製造
電⼒制御装置製造
建設機械・鉱山機械製造
消防用設備用品製造
防犯用設備用品製造
油圧・空圧機器製造
動⼒伝導装置製造
皮革製品製造
靴製造
婦人服・紳士服製造
子供服製造
かばん製造
帽子製造
プラスチック容器製造
プラスチック加工機械製造

冷凍機・温湿調整装置製造
一般産業用機械・装置製造
光学機械レンズ製造
パルプ等製造
機械工具製造
看板製造
家具製造
楽器製造
ガラス製品製造
スチール製品製造
ポリエチレン製品製造
繊維製品製造
塗料製造
寝具製造
化粧品製造
文具・事務用品製造
包装機械・資材製造

流通卸業

製造業

▼「イージーオーダー型パッケージ」のため、「柔軟」かつ「高機能」なパッ
ケージとなっております。
▼各業種に特化したパッケージシステムをご紹介いたします。

■業種特化パッケージ

■豊富な導入実績



Celeron

Core i3

Core i5
Core i7

廃棄

管理 運用
第２回
『性能』について
CPU、メモリ、
HDD/SSDってなに？

パソコンお役立ち情報

CPU(Central Processing Unit:中央演算処理装置)は、パソコン全体の処理や計算を⾏う
『頭脳』とも言うべきパーツです。今回は現在一般的となっている Core ｉ（コア アイ）
シリーズについて簡単な図でまとめてみました。

性能

価格

CPU

各CPUは動作速度や機能の有無で差別化されており、主な用途によりお選び頂けます。
快適に使用するには『1つ上』のCPUをおすすめ致します。

パソコンを購入するとき、必要な性能で迷ったことはありませんか？
以下におすすめのパーツを図にまとめてみましたので、今後の購入時の参考にしてみてはい
かがでしょうか。

主な用途
○ メール
○ インターネット

主な用途
○ Adobe系アプリ
○ 動画編集
○ ３Dゲーム

主な用途
○ Office(Excel、Word等)
○ 動画再生

主な用途
○ 画像編集



メモリ

HDD/SSD

メモリ(memory:主記憶装置)は、一時的に情報を記憶したり、CPUとデータの受け渡しを⾏
う『机の広さ』に例えられる部品です。今回はMicrosoft Windowsを例に以下の表にま
とめました。

HDD/SSD(Hard disk drive/Solid State Drive:補助記憶装置)は、OSやアプリケーション、データ
などを格納する『机の引き出しの大きさ』に例えられる部品です。今回は一般的なHDDに
ついて以下の表にまとめました。

OS＋
Office＋ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ＋ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ＋ﾒｰﾙ

必要 ステラ推奨

Windows XP SP3 256MB 1GB

Windows Vista SP1 512MB 2GB

Windows 7 SP1 1GB 4GB

Windows 8 1GB 4GB

Microsoftなどのホームページでは上記のように必要なメモリー量をうたっていますが、
Officeや会計ソフトなどアプリケーションを使用するためには『ステラ推奨』を目安に搭載
すると快適に使用できると思います。
また、64ビット版の場合は『推奨の倍』を目安に搭載する事をおすすめ致します。

OS/アプリ 必要空き容量 推奨
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit

16GB以上
20GB以上

Windows 8 32bit
Windows 8 64bit

16GB以上
20GB以上

Office 2013 3GB以上
筆まめ Ver.23 340MB以上 810MB以上
弥生会計13 250MB以上 1GB以上
Creative Suite 6 24.5GB以上

このほかにも各種アップデートやデータを格納する容量が必要となりますし、Windowsの安定稼働の
ためにも空きが必要となります。
一般的な事務用途であれば『250〜500GB 』を目安に搭載すると快適に使用できると思います。
SSDはHDDと同様にデータを格納する部品となりますが、『HDDと比べて高価ですが高速』
にデータをやりとりする事が出来るため、全体的な高速化を図ることが出来ます。

◎上記が一般的なOSやアプリケーションで必要とされるデータ容量となります。



I

自動階調補正とは出力物の階調や濃度、

色味が原稿と異なる場合に

正しい画像が得られるように調整することができます。

今までと比べて印刷物の色味が変わったなどの経験はございませんか？

今回はお客様にもできる簡易的な色味調整

「自動階調補正」をご紹介します！

第十一回へつづく

テストページを出力して原稿台ガラスにセット
するだけで、画像の階調、濃度および色味を
自動的に補正します。
クイック補正よりも精密に補正されます。

画像の階調、濃度および色味を簡易に補正し
ます。内部的に補正するため、テストページを
出力しません。

※補正を実施しても改善されない場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。



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。



プリント命令後でも混雑状況に応じて
出力先を選択できるAny Place Print！

出力時間も出力内容も多様なプリントを行う業務スタイルに対応
・当社では朝と夕方にプリントが集中しますが、ムリなく空いている

プリンタからの出力が可能でプリント待ちが軽減できました。
・プリンタの前まで行ってから出力するプリンタを選択できる為

自席からのプリント命令は出力状況を気にせず行えるようになりました。

【課題】

・大量印刷中のプリンタにプリント命令をしてしまうと、
すぐに出てこないので、別のプリンタに
もう一度プリント命令をする為に非効率な事があった。

・プリンタを中央に集約する事で印刷状況が見えにくい。

【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.5

プリンタまでの距離が遠く、パソコンの画⾯を⾒ているとプリントの混雑状況が
まったく確認できないのですが、
プリント命令のあとプリンタの前まで⾏ってから出⼒先を選べるので
効率的に作業が⾏えます。

営業支援部 衛藤

⽇中外出をしている為、プリンタを利⽤するのが朝晩の混雑時なのですが
わざわざ空き状況を確認しなくても空いているほうで
プリントできるので、プリンタの空き待ちを気にせずに仕事ができます。

ドキュメントサポート部 ⼩林

BEFORE プリント命令前に印刷状況を確認しにいかなくても・・・

AFTER プリンタの前まで行ってから出力するプリンタを選べるので、

どちらかのプリンタが大量印刷中でも問題なし！



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。

■キヤノンマーケティングジャパングループのPR誌「C-magazine」に弊社が掲載されました。

「C-magazine」 は、キヤノンマーケティングジャパングループが発
行するPR誌です。
『くらし、しごと、社会』を半歩クリエーティブにするコミュニケーション
誌」をコンセプトに幅広い話題をお届けしています。
特集では、マーケティング活動やソリューション提案を行う私たちの
目から見た旬な話題を、ケーススタディーとともに紹介します
。また、最新のキヤノンのテクノロジーや製品・サービスについても、
他ではなかなかご紹介できないインサイドストーリーを交えてお伝
えします。
ビジネスの最前線に立つ皆さまに、少しでもお役に立てればと思い
ます。是非ご覧ください。

【C-magazine2013年夏号】

★ご希望のお客様には、冊子をお届けいたします。
担当営業までお気軽にお申し付けください。

※部数に限りがございますので品切れの場合はご容赦ください。

★ご希望のお客様には、冊子をお届けいたします。
担当営業までお気軽にお申し付けください。

※部数に限りがございますので品切れの場合はご容赦ください。

■セーフティライダー・コンテストに参加中です。

警視庁が主催する「セーフティライダー・コンテスト」に弊社のサービスマンが参
加しています。
３人１組になり5/1～10/31までの６か月間無事故・無違反を目指すものです。
仕事中は、もちろんプライベートでも違反があればアウトになります。

安全運転の意識を高め、取り組んでまいります。

【誌面】 社長の川井が弊社の理念や取組について語らせていただきました。



■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。
立秋とは名ばかりの厳しい暑さが続いております。
残暑お見舞い申しあげます。

オルフィスEXの話をさせていただきます。
オルフィスEX(ORPHIS EX)は、理想科学工業株式会社製の
高性能カラー印刷機でございます。
プリンタコストの削減に役立つのはもちろん、
軽量紙・厚紙・封筒など幅広い用紙に対応しているスグレモノです。
製品の出張デモンストレーションを行なっておりますので、
ぜひ、オルフィスEX(ORPHIS EX)をぜひご覧ください。

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。

今回はステラリンクの「裏事情」をお話しいたします。
このステラリンク、デザインでおわかりかもしれませんが、実はペー

ジごとに作成者が異なります。デザインだけではなく、PowerPointや
Word、Illustratorなど使用しているアプリケーションも違います。取り
まとめている者からすると「統一してくれ！」と思いますが、そんなと
き大活躍するのがimageWARE Desktopというソフトです。このソフト
では、異なる形式のデータもマウス操作で簡単に取り込んで、ペー
ジの並べ替えや製本体裁の設定など、驚くほど簡単に行えます。し
かもワンボタンでまとめてPDFにも変換ができます。imegeWARE
Desktopとてもおすすめですのでぜひご相談ください。
※全社員がこのソフトの説明ができます！

それでは次号もご期待ください！

7月27日に東京ドームシティで社員ボウリング大会を開催いたしま
した。41名が参加し、4チームに分かれて優勝を争いました。ハイ
タッチや声援が飛び交う中、白熱しながらも和気あいあいと盛り上
がりました。写真は優勝チームが豪華(？)賞品を手に記念撮影。

終了後はビアガーデンでさらに盛り上がりました！システム・ソリューション営業2課 武藤


