
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！

東京名物 神田古本まつり（東京都千代田区神田神保町）
※写真提供／千代田区観光協会

◆ステラオリジナルキャンペーン

UCOMデータセンターフリーレント2ヶ月無料！（UCOM）

◆オリジナル業務ソフト 手軽に見積作成！

簡単見積システム （AGUSAS Appシリーズ）

◆ステラグループオリジナル商品

ホームページ丸々パック
ステラNASリニューアル 新たな4モデル

◆NEWS

Canon ソリューションフェア2013秋 開催
Canon LBP特価キャンペーン
３Dプリンター特集 （9月号から継続掲載）
Lenovo自営保守パートナー認定
Adobe Creative Cloud 単体版販売開始！

◆定期連載

第11回 石田のお役立て情報
第3回 パソコンお役立ち情報
第6回 ライブオフィスここが見どころ



ＵＣＯＭ東京第一データセンター

周辺地図

サービスメリット

24Ｈ365Ｄの日英バイリンガルサポート

バイリンガル対応が可能なエンジニア
が24時間365日体制で常駐しており、
サーバ運用に最適な環境でお客様シ
ステムの安定稼動をサポートします。

 データセンター移設に伴う、併用期間の費用負担を軽減できます。

 キャンペーン期間： 2013年9月～2013年12月

提供開始月から 提供!!

エリア最安価格でのご提供！！を目指します。詳細費用についてはお問合せ下さい。

19インチ ½ラック 100V/20A 1系統

初期費用：150,000円 月額費用：100,000円
※1/2ラックについては回線との同時申込みが必要になります。(1ラック以上は単独でのご提供可)
※最低利用期間20ヵ月となります。(ラックサイズ等により異なります)※上記の金額は全て税抜表記となります。

重要エリアに立地

行政官庁や大使館なども多く、
災害時にも優先的に復旧させなければ
ならないエリアに立地しています。

 アクセスの良い虎ノ門に立地
 通信キャリアのデータセンター



データセンターを活用するメリット

1 データセンターならば電力の安定供給が可能

2 高いセキュリティ環境

3 空調システムなど専用設備の充実

災害時や停電に対しても24時間365日安定した電源供給が可能
な為、システムを止めることなく運用できます。

24時間365日の有人監視とICカードや生体認証のセキュリティ装
置の組み合わせにより、強固なセキュリティ環境下にて、自社オ
フィスで保管するよりもデータの安全性が高められます。

サーバ運用において十分な空調システムが整っていない環境で
はオーバーヒートのリスクを伴いますが、データセンターでは専用
の設備が整っている為、社内で運用するよりも手間の軽減とコス
トの削減ができ、サーバの寿命の延命にもつながります。

受電設備（B2Fに設置） UPS（2Fに設置）

空調設備（各フロアに設置）

自家発電機（建物外に設置）

共連れ防止システム 非接触型ICカード 静脈認証システム オペレーションルーム

消火設備 超高感度煙感知器



App シリーズ
- 新 製 品 -

 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画面で
確認してできあがり！

 えっ？
マスタにしばられることなく⼊⼒も可能です  もうできあがり?!
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

製品群： 簡単⾒積　Standard[スタンドアローン版], WorkGroup[少数人ネットワーク版] ,Network for SQL[複数人ネットワーク版]

お客様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！

絶賛販売中

ホントに？
簡単に⾒積書が

⾒積書って意外と
タイヘン。すぐにパパッと



検索機能

機能一覧
<処理メニュー> <運用メニュー> <登録メニュー> <一覧表メニュー>
 ⾒積書･請求書 作成発⾏  データバックアップ  各種マスタ登録  各種一覧表

 データ復元

製品群

動作環境

 1台のパソコンを親機として
 3台までのパソコンででデータの共有が可能です

 多くのパソコンでデータ共有が可能です
 サーバーハードウェア及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。

ラインナップ インストール台数 備考

 Standard

 WorkGroup

 3台〜

 1〜3台

 1台  パソコン1台の中でデータ管理します

 対応OS  Windows XP(SP3),Windows Vista(SP2),Windows 7,Windows 8
 〔要 .net FrameWork 4.0 以上〕

 搭載メモリ  1GB以上

 for SQL Server
 (ネットワーク対応)

■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「簡単⾒積」は⾒積作成に特化しつつも必要機能を絞ることによ
り⼊⼒を簡素化し、誰でも簡単に⾒積を作成できるよう開発したシステムです。
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。

システム・ソリューション営業部 システム・サポート課 ⼩林

 画⾯解像度  XGA(1,024x768)以上 ワイド画面対応

 空きハードディスク容量  600MB程度

Excelだけで管理していては
できなかったことは、スバリ【検索】です！

いつ作った⾒積書？⾒積番号は？得意先コードや名称は？

業務のスピードを改善させるコツは"検索上⼿"な使い勝手。
どんなキーワードで検索するかは使い⽅次第です。







WD社の高信頼NAS用ハードディスク「WD Red」を採用

１ ハードウェア一式

「WD Red」を採
用し信頼性を向上
させた新製品

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。

ステラオンサイト保守4年、5年モデルを追加

ウイルス対策機能搭載モデルを追加

ステラNASリニューアル！

RHDカートリッジ
を採用した3.5
インチ外付ハード
ディスク

停電発生時にNAS
にシャットダウン
信号を送り安全に
停止

２ オンサイト保守

＋
Trend Micro
NAS Security 3年パック

ステラ
3年オンサイト保守

※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。

ステラ
4年オンサイト保守

ステラ
5年オンサイト保守

ステラ
3年オンサイト保守

+

+

３ パッケージ価格

●NAS本体
I/O DATA製
HDL-XR4.0W

●バックアップ
用外付けHDD
I/O DATA製
RHD-UX2.0L

●無停電電源装置
(UPS)
OMRON製
BY35S



※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。）

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
ユーザー作成 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）
梱包材などの片付け

オプション
ユーザー作成 5名追加
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
基本 メーカー保守パックステラオンサイト保守 平日9-17時対応

ステラオンサイト保守 平日9時00分-17時30分対応

オプション クラウド監視サービス
オンサイト定期点検サービス（1回）

ステラグループ保守パックの主な内容

Trend Micro NAS Securityの特徴

弊社担当者よりひとこと
ご好評いただいておりますステラNASですが、今回高信頼のHDDにモデルチェンジさせて頂
きました。また、従来のモデルと共にお問い合わせの多かった「4年モデル」、「5年モデル」
および、「ウイルス対策モデル」を追加いたしました。ご検討よろしくお願いいたします。

システム・ソリューション営業部 システム・サポート課 ⼩林



日 程

開 催 時 間 ２０１３年 １０月１７日（木） １０：００ ～ １７：３０ （9;30受付開始）

開 催 概 要

セ
ミ
ナ
ー

【ご紹介内容】

 『 「影響言語」で人を動かす』セミナー

 企業経営と事業継続に必要な情報セキュリティ ～見えない外敵から会社を守る～

 高画質ネットワークカメラがもたらす新しいモニタリング

 プロカメラマンが教える！フォトテクニックを学び、訴求力抜群のポスターを作ろう！

※詳細は右面をご参照ください

【開催時間】

※右面のタイムテーブルをご確認ください

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

（
展
示
ス
ペ
ー
ス
）

【開催時間】 １０：００ ～ １７：３０

【会場】 ３Fショールーム・４Fプレゼンルーム・６Fプロダクションシステムサポートセンター

※さまざまな商品を取りそろえております。詳細は、担当営業までお問い合わせください。

会 場

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
品川本社 （ ＣＡＮＯＮ Ｓ ＴＯＷＥＲ ）

※１階 受付にお越しください

※ＪＲ品川駅（港南口） 徒歩１０分

住所：東京都港区港南 ２－１６－６ CANON STOWER

主 催 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お 問 い

合 わ せ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

セミナー事務局：東京マーケティング推進部 TEL.03-6719-9220



「影響言語」で人を動かす
１３：３０ ～ １５：００

欧米の大統領や政治家の話し方には、説得力があると感じたことはありませんか?
なぜ、説得力があり、人々の行動を促すのでしょうか?

ビジネス場面でも、「部下や社員のやる気と行動を引き出す話し方！」 ・ 「顧客との信頼関係を高め購買行動
を促す話し方！」には、ちょっとした心理学的なコツがあります。
それは、 「言葉と行動」の関係性であり、『[影響言語で人を動かす』分野になります。

あなたもこの機会に最先端の「影響言語」の基本パターンを実際に目で見て、具体的な言葉を聴いて、その効果
を体で感じてみませんか?
目から鱗。な～んだ、そうだったのかと視界が開けるかもしれません。

【講師】 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
教育支援センター 山本 芳明

■中小企業診断士 ■PHP研究所認定 ビジネスコーチ

■JIAL認定 シニアALコーチ ■ＩＴコーディネータ 他

セミナーＡ．

企業経営と事業継続に必要な情報セキュリティ
～見えない外敵から会社を守る～ １５：３０ ～ １６：３０

インターネットとクラウドサービスの普及した現在、企業経営においても機密を保護するための情報セキュリティ
の策定は欠かせないものとなっております。
ここでは「情報漏洩」「外部からの攻撃」「脆弱性対策」などのキーワードを用い、比較的容易に運用を開始する
ための方法と製品群を紹介いたします。

セミナーB．

高画質ネットワークカメラがもたらす新しいモニタリング
～ここまで来た『顔認証』！～ １０：３０ ～ １１：１５

ネットワークカメラの高画質化に伴い、『モニタリング』や『マーケティング』など様々な用途で導入されるようになり
ました。
連れて様々な認証ソリューションとの連携事例も増えてまいりましたが、今回は認証ソリューションの極め付け、
『顔認証ソリューション』を日本電気株式会社様にご紹介いただきます。
日本電気株式会社様の顔認証技術は世界一とも言われており、国家レベルのセキュリティからエンターテイメン
ト事業にまで様々な用途で採用をされております。
併せまして、キヤノンマーケティングジャパンから、ネットワークカメラの市場動向や弊社製品のご紹介をさせてい
ただきます。

セミナーC．

【講師】 キヤノンITソリューションズ株式会社
セキュリティソリューション事業部 課長 平野 正

【講師】 日本電気株式会社（NEC)
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 NVS企画部

ホールS

ホールS

ホールS

１０：３０ ～ １２：３０

プロカメラマンから写真撮影のコツを学び、撮影した写真とポスター作成ソフト（PosterArtist）を使ってポスター作
成を体験頂くワークショップ形式セミナーです。午前中は飲食写真編、午後は製品写真編で予定しております。
じっくりご体感いただく為に、午前（10:30～12:30）、午後（14:00～16:00）共に定員を10社限定としております。

※当日はご自分のカメラをお持ち下さい。
※大判プリンタでプリントアウトしたいデータがございましたらお持ち込みいただいて結構です。

ミニセミナーD．
４F会場

【講師】 日下 潤一先生（プロカメラマン EOS学園講師）

１４：００ ～ １６：００

プロカメラマンが教える！
フォトテクニックを学び、訴求力抜群のポスターを作ろう！

飲食
写真編

製品
写真編



キヤノンモノクロレーザービームプリンター
お買い得モデルのご案内

LBP8610SP
■商品コード：1212B035
■本体標準価格：オープン
■JANコード：4960999686363

※PFは本体1台お買い上げにつき、1個
までとさせて頂きます。
※本体を併せてご発注いただく必要が
あります。

■商品コード：1213B015
■本体標準価格：オープン
■JANコード：4960999674742

1. Ａ３モノクロ本体 ＋ PFモデル

PF-67RSP

2. Ａ３モノクロ本体

850枚の大容量給紙モデル！

お得なキャンペーン専用モデル！

※本体にはスタータートナーが同梱され
ています。スタータートナーの印刷可能
枚数は5,500ページとなります。

⾼速・⾼性能で、業務の効率化・省エネをサポートするサテラ・モノクロレーザービームプリンターが、今なら
お得な価格でお買い求めいただけます。ハイスペックでお得なモデルでお客様のビジネスを応援します。

A3
〜はがき

連続印刷
モノクロ 27

ppm

モノクロ
2.6円

最⼩消費電⼒
4Ｗ

ＴＥＣ値※
1.74kWh

最大給紙枚数
1,850枚

※TEC値：概念的1週間にプリンターを使⽤した場合の消費電⼒量を想定した環境基準値。

■オンデマンド定着方式

■ペーパーフィーダー&2way排紙

キヤノン独自のオンデマンド定着方式を採用
し、スリープ状態からでも瞬時にプリントが
スタート。ファーストプリント速度は9.3秒※。
出⼒業務をスピーディにサポートします。
※プリンターの状況やデータサイズによって、ファーストプリント時
間は異なります。

オプションの500枚ペーパーフィーダーは
100mm〜297mmまで用紙幅を1mm単位で
設定可能。非定型サイズの用紙でも連続給紙
が⾏えます。また、2way排紙に対応し、厚紙
やラベル⽤紙などでもカールを抑えて、綺麗
にプリント。

■コンパクト設計
プリンターの設置場所が広がる、わずか
294mmのローフォルム設計。カートリッジ
交換が前⾯で⾏えるためデスク下やラックに
置いて身近で使用できます。

業界最高水準の低TEC値で、消費電⼒を可能
な限り低減。また、圧倒的な低ランニングコ
ストを実現し、プリントワークにおけるトー
タルコストの削減に大きく貢献します。

■低TEC値&低ランニングコスト

※TEC値：概念的1週間にプリンターを使⽤した場合の消費電⼒量を
想定した環境基準値。

【LBP8610SP】 2つのお得なキャンペーン！

LBP8610SP
■商品コード：1212B035
■標準価格：オープン

【LBP6700】 お得なキャンペーン！

LBP6700
■商品コード：4096B001
■標準価格：98,000円（税別）

Ａ4
〜はがき

連続印刷
モノクロ
40枚/分

LIPSV

ファーストプリント

7.5秒
最⼩消費電⼒

1.3W

最初の1枚も⼤量出⼒もスピーディー 高速パフォーマンス
業務用途に最適化した ⽤紙対応⼒

御社向け
スペシャルプライスは

担当営業まで！

御社向け
スペシャルプライスは

担当営業まで！

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン サテラ ホームページ

canon.jp/satera-lbp
キヤノンお客様相談センター

050-555-90061
受付時間<平 日>９：００～２０：００

<土・日・祝>１０：００～１７：００（１/１～３は休ませていただきます）
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●ご購入・お問い合わせは、弊社担当営業まで

© Canon Marketing Japan  Inc. 2013

御社向け
スペシャルプライスは

担当営業まで！

※シェアNo.1は1992-2012年国内ページプリンタ市場（出荷台数）において。 カラーシェアNo.1は2006-2012年国内カラーページプリンタ市場（出荷台数）において。出典：ガートナー「Quar terly Statistics: Printers, 
Copiers and MFPs, Japan, 4Q12 Update」 2013年2月19日

13年10月末まで

LBP8610SP ■商品コード：1212B035
■本体標準価格：オープン
■JANコード：4960999686363

※本体にはスタータートナーが同梱されています。スタータート
ナーの印刷可能枚数は5,500ページとなります。

《主な特徴》

はがきも厚紙もOK！
ストレート排紙

業務用途に最適！
⼤容量給紙

小サイズ紙もカセット給紙が可能
不定型サイズ対応

両面
標準

クイック
ウェイク
アップ

最大給紙枚数
1,600枚

ステラグループ株式会社

Canon レーザープリンタキャンペーンのご案内



A3モノクロ
スペシャルモデルLBP9100CS

※1

低ＴＥＣ値を実現し、省電力で環境に配慮
ローコストで導入できるＡ３カラーモデル

消費電力を抑えながら、ビジネスの効率アップを実現させるサテラLBPが今なら
お得な価格でお買い求めいただけます。

※シェアNo.1は1992-2012年国内ページプリンタ市場（出荷台数）において。 カラーシェアNo.1は2006-2012年国内カラーページプリンタ市場（出荷台数）において。
出典：ガートナー「Quar terly Statistics: Printers, Copiers and MFPs, Japan, 4Q12 Update」 2013年2月19日

■商品コード：0106T500
■本体標準価格：オープン価格
■JANコード：4960999988696

キャンペーン専用モデル

※1 本体にはスタータートナーが初期同梱されています。印刷可能枚数C/M/Y 4,000ページ、K 3,100ページになります（ISO/IEC 19798に基づく平均値（YMCは合成平均値））。

※2 概念的1週間にプリンターを使用した場合の消費電力量を想定した環境基準値。

A3カラー
スペシャルモデル 特別価格でご提供！

「環境力」と「仕事力」のハイバランスを実現

修理の際の訪問料・技術料・部品代 等がパッケージ化された保守サービスです。
※1

※1 キヤノンマーケティングジャパンが定める特定の部品料金はこの限りではありません。対象製品の消耗品（用紙、トナーカートリッジ等）は別途費用が必要です。

※2 上記の期間（3年間/4年間/5年間）は無償保証期間を含んでいます。

ステラグループ株式会社

キャンペーン期間

2013年9月2日（月）から



★ 9月号特集 継続掲載

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。



Lenovo認定自営保守パートナー

■メーカーと同等のサービスとサポートを提供いたします

ステラグループ株式会社は、Lenovo認定の
自営保守パートナーを取得しました！

お客様のご要望に合わせて、最適な製品をご提案、ご提供すること
が可能です。

弊社にLenovo製品及び部品を在庫することにより、障害時により
迅速にサービスと提供することが可能です。

●

●

販売から修理・メンテナンスまで、
迅速に幅広く対応いたします

Lenovo製品は
おまかせ下さい！

ThinkCentre Edge 72 Small （3493JJJ）
Core i3-3220 3.30GHz/2GB/500GB/スーパーマルチ/
MS Windows 7 Professional 32bit
（MS Windows 8 Professional 64bitダウングレード）/
MS Office Personal 2013

ThinkPad Edge E530c Small （33666HJ）
Core i3-3120M 3.30GHz/2GB/320GB/スーパーマルチ/
15.6インチワイド/IEEE802.11b/g/n/
MS Windows 7 Professional 32bit
（MS Windows 8 Professional 64bitダウングレード）/
MS Office Personal 2013

下記2モデルを特価にてご提供致します。
＜＜各モデル20台限定 2013年10月15日まで＞＞

希望小売価格 88,000円（税別）

希望小売価格 96,000円（税別）
3年保証にアップグレードも可能！詳しくは担当営業まで

■⾃営保守パートナー取得記念キャンペーン！！



1

Creative Cloudグループ版単体サブスクリプション登場！

※Acrobat / Photoshop Lightroom は従来のライセンス販売でご購入いただけます

Creative Cloudグループ版をお使いになるにはVIP登録等の手続きが必要です。
まずはお早目に弊社担当までご相談ください。

単体サブスクリプション 通常版（フル版）

クラウドストレージ 20GB 100GB

新製品や新機能をいち早く入手可能 ● ●

一元化された請求と管理 ● ●

Creative Cloud Packagerを利用したカスタム展開 ● ●

Behance / Behance Prosite ● ●

Digital Publishing Suite, Single Edition － ●

Business Catalystの5サイトを提供 － ●

Adobe Typekit library へのアクセス － ●

アドビエキスパートサービスの提供 － ●

12月末までのご購入で

年額 26,400*円（月額 2,200円）～
* CS3以降の製品を保有または有効なCreative Cloudグループ版のメンバーシップをお持ちの方向けの

<期間限定12月末まで>の特別価格です。

■通常は年額 36,000円（月額3,000 円）となります。
※教育機関向け・官公庁向けは単体版の提供がありません。

グループ版単体サブスクリプション対象製品一覧

Photoshop や Illustrator など特定アプリケーションのみの購入が可能になりました！
キャンペーン対象のお客様は12月末までのご購入で月額2,200円でご購入いただけます！
※教育機関向け・官公庁向けでは単体版の提供はございません。



北米で数々の賞を受賞

新世代LED電球が日本に。

独自技術の液体冷却式LED電球！

SWITCH LED電球は、独自の「液体冷却シ

ステム」技術を採用することにより、従来

のLED電球よりも高性能・長寿命を実現し

ました。電球内部に入っている無害な液体

シリコンが、点灯によって生じる熱を効率

よく放熱して、LEDを冷却・保護します。

「液体冷却式」SWITCH LED電球の特徴

点灯直後に白熱電球60W/80W/100W形相当の明るさ

白熱電球のような、あたたかく広がる光

安心して長くお使いいただける3年間保証付き

LED専用及び白熱電球用の調光器に対応
※調光器によってはちらつきが発生する場合があります

密閉形器具での使用が可能

様々な向き・照明器具に対応

SWITCHのLED電球は水銀や有害物質を含みません。
使用しているシリコンは無害です。

イノベーションに関する
数々の賞を受賞

2013 コンシューマー・エレクトロニクス・ショー
Innovations Award受賞

2012 インテリアデザイン誌
Best of Year Award受賞

2012 米国マーケティング協会
Edison Award受賞

■ 担当者より

今回ご紹介いたしましたSwitch社のLED電球は、白熱電球60ワット相当以上の
製品では珍しい調光対応を実現しています。4万時間という⻑寿命で、標準的なハ
ロゲン電球よりも軽量なため多くの照明器具で使⽤可能です。しかも3年間の保証
付きで安心してご使用いただけます。
様々な商品を取りそろえておりますので、消耗品ひとつからぜひ弊社にご相談

ください。 システム・ソリューション推進課 森川



複合機から直接データ文書の

やりとりができるので、気軽に

持ち出したい時や

ネットワーク環境がなくても

利用できるので便利です！

第十二回へつづく

・事前設定が必要となります。担当サービスマンへお問い合わせください。
・IR-ADV以外の機種は非対応です。
・標準のファイル形式はJPEG・TIFFが使用可能です。
（オプションを追加することでPDFも使用可能になります。）
・メモリーメディアを取り外すときは、
必ず「メモリーメディアの挿入／取り外し」の手順に従って行ってください。

データ文書を気軽に持ち歩きたい、そう感じたことはありませんか!?

今回はデータ文書を気軽にやりとりできる

メモリーメディア(USB)の活用方法をご紹介します！

ケース① プリントアウト ケース② スキャン・保存

① お持ちのＵＳＢを複合機の

ＵＳＢ差込口に挿入

② メインメニュー→保存ファイルの利用

③ メモリーメディア

④ 出力したいデータを選択

I

注意点

① お持ちのＵＳＢを複合機の

ＵＳＢ差込口に挿入

② メインメニュー→スキャンして保存

③ メモリーメディア

④ 保存したいファイル先を選択



廃棄

管理 運用

Windows７ Windows８

入手方法が限定されている
→ ○ ダウングレードモデルでの購入

○ オープンライセンスでの購入
× 量販店等での取扱いはほぼ終了

※詳細は担当までご相談ください

アプリケーションが未対応のものがある
→Office2003などが未対応

画面構成が刷新され操作がわかりづらい

スタートボタンがない
→Windows8.1で対応予定

IE10がデフォルトブラウザ
→銀⾏などのWebサービスが非対応

現在のところ、
会社用のパソコンはお客さまの環境にマッチしやすい安定したOS：『Windows7』を
ご選択いただくケースが主流となっております。
『Windows８』も最新OSとして魅⼒的ですが、次のマイナーバージョンアップでど
こまで変わるかが肝となりますので、今後の動向にご注目いただければと思います。

第3回（導入編）

安定したOS！
普及率が50%超、障害対応が迅速に

対応アプリケーションが豊富！
販売から３年経過、ほとんどのソフトメーカ
にて対応済

XP Modeが使える！
WinXPでしか使えないソフトも使用可能

Windows7よりも起動が早い！
開発段階から高速起動を設計

最新のOS！
サポート期間がWin7よりも⻑い

タッチパネル対応！
タブレットに特化した仕様・構成

ライフサイクルに合わせた
情報をお伝えいたします！

『Windows７』と『Windows８』について

現在主流のOSについて、どちらを選ぶべきな
のか悩まれることはありませんか？
メリット・デメリットとして各OSを比較して
みましたので、ご検討時の判断材料にしていた
だければ幸いです。

パソコンお役立ち情報



おすすめ商品インフォメーション

商品名 型番 定価
Air Back for PC ABPCP ¥6,800

上記は商品の定価となります。ご提供価格や取付作業料は担当営業までお問い合わせください。

価格

皆さまはパソコンのデータをバックアップしていますか？
パソコンが壊れてしまった場合、データ救出作業などをしない
とデータが無くなってしまう場合もあります。
しかし、⼤切だと分かっていても⼿作業だと⾯倒ですよね。
そこで、こんな商品はいかがでしょうか？

空気のように軽いバックアップソフト

無意識に使えるリアルタイムバックアップ

主要メールクライアントのバックアップに対応

商品名 形態 容量 定価
HD-LX1.0TU3C 外付けHDD 1.0TB ¥15,330

HD-PZ1.0U3-BC ポータブルHDD 1.0TB ¥16,485

※台数が多い場合は必要台数分のライセンスパッケージもございます。

確認

設定終了

バック
アップ元
の設定

バック
アップ先
の選択

簡単モードだとたったの3ステップで設定完了

これでバッチリ！



会社の顔となるエントランス部分
セキュリティの事も考えました

会社の顔であるエントランス。恰好だけでなくセキュリティも向上！
・社員であってもICカード社員証をもっていなければ入室できない為

開放したままの以前よりもセキュリティが向上しました。
・お客様にご来社いただいた際もコーポレートカラーのステラブルーと

スタイリッシュなエントランスがお迎えいたします。

【課題】

・昼間は開放したままだったので
物理的には勝手に侵入する事も可能でした。

・入り口にサインなども無く、ご来社のお客様へ
ステラグループをアピールできませんでした。

【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.6

いらっしゃったお客様に「綺麗なオフィスですね」と⾔われると
嬉しくなりますし、自信をもってお迎えできます。
“アロマディフューザー” で香りのおもてなしもしています。

経理課 ⻑⾕川

社員証がないと入れないので、夜でも安心して仕事ができますし
退出時の⼾締り確認場所も以前より減っており、効率的です。

システム・ソリューション営業1課 大島

BEFORE 内線を鳴らさなくても入ろうと思えば入っていけましたが・・・

AFTER ICカードの社員証がなければ入っていけません。

また、見た目も恰好よく素敵なエントランスになっています！



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。



■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

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
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。

まだまだ暑いとはいえ、朝夕に涼しい風を感じる今日この頃、
お客様みなさま方におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申しあげます。

2020年、東京オリンピック開催！
大変な吉報が飛び込んでまいりました。
とてつもないビジネスチャンスでございます。
私どもの経営理念に
「お客様とビジネスチャンスを創出します」
とございます。
東京オリンピックという夢に向けて、
お客様のよきパートナーとして
お客様のクリエイティブな活動に貢献し
お客様とビジネスチャンスを創出するべく努めて参ります。

今後とも何卒よろしくお願い申しあげます。

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。

今回で連載3回目となる「パソコンお役立ち情報」はもうご覧いただ
けましたでしょうか？1回目はデスクトップパソコンとノートパソコンの
違いについて、2回目は「メモリ」「CPU」といったパソコンの性能の解
説、そして今回はWindows8とWindows７の選択のポイントを取り上げ
ました。弊社のシステムサポートのメンバーが日々お客様からいただ
くご相談などを元に作成しています。ご購入検討の際など参考にして
いただけるかと思いますので、ぜひご注目ください。また、「こんなこと
知りたい！」などのご要望もお待ちしております。
お気軽に担当までお声掛けください。

それでは次号もご期待ください。

弊社では、毎朝の朝礼で本の朗読行っています。
社長の推薦本もあれば、社員からのおすすめ本もあり、こ
の取り組みを始めてからもう4冊目となりました。
ビジネスの基本や心構えなどを見直す目的もありますが、
読んだ感想を共有することで、その人の考えなどを知ること
もでき、コミュニケーションの向上にも役立っています。

システム・ソリューション営業2課 武藤


