
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！

花園神社の大酉祭（新宿区）
※関東3大酉の市の一つ

◆複合機をもっと便利に
Macでも使えるスキャン環境を構築

「おてがるマイスキャン」

◆Windows XPサポート終了関連
ウイルス対策も見直しを

ESET Endpoint Protection 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
データ消去サービス

◆NEWS

UCOMデータセンターフリーレントキャンペーン
秋のステラ多摩フェア開催のお知らせ(11/19)

◆定期連載

第12回 石田のお役立て情報
第7回 ライブオフィスここが見どころ
第4回 パソコンお役立ち情報



・MacOS10.7/10.8ではスキャンできない

・その都度スキャン設定をするのが面倒

・後で分かり易いファイル名への変更が必要

キヤノン複合機
iR-ADVシリーズ

MacOS10.7以降、SMBやFTPなどのプロトコルが未対応となり複合機からMac上の
共有フォルダに直接ファイル送信ができなくなりました。
「10.6までは対応していたのに…!?」、こんな声に新提案です!!

●スキャンのお困りごとを解決します!!

●複合機スキャン活用のススメ（A4フラットベットスキャナとの違い）

●⾒開き雑誌
●赤入れ校正

●社内文書
(伝票/通達etc)

●高圧縮技術
●OCR付与

●そして更に、今まで無かったこんな特典が…
before After

・MacOS10.7/10.8環境でもスキャン対応

・ファイル名/スキャン設定をお気に入り登録

・自分専用のスキャンボタンを簡単自動生成

●仕組みはこんなに簡単(たった3ステップで完了)!!

iR-ADVシリーズ

1.スキャンボタン選択 2.お気に入りから選択
3.ブラウザから

ダウンロード

詳しくは ⇒  



カラー iR-ADV C9280PRO/C9270PRO
iR-ADV C7270/C7260
iR-ADV C5250/C5250F/C5255/C5255F
iR-ADV C5235/C5235F/C5240/C5240F
iR-ADV C2220/C2220F/C2230F/C2218F-V

モノクロ iR-ADV 8295PRO/8285PRO/8205PRO
iR-ADV 6275/6265/6255

■宛先登録が⼀切不要

複合機の印刷履歴から⾃
分用の宛先（ロッカー）
ボタンを、自動的に作成
するため、煩わしい宛先
設定が⼀切不要です。

■商品構成例
おてがるマイスキャン for MEAP ADVANCE

標準価格（税別）
¥40,000

■ユースウェア
MEAPインストールサービス(2,500円/台) ¥2,500

※iR-ADV C2020/2030 は、本体オプション(2.5inch/80GB) が別途必要となります。
※OCR/Reader Extentionsをご利⽤になる場合は、複合機オプション「スキャンソリュ

ーション拡張キット」が必要となります。
また、ご使用の機種によっては暗号化機能がオプションの場合もございます。

※モノクロ複合機で400dpiの解像度でスキャンする場合は、増設メモリが必要となります。

■保守
MEAP保守サービス ¥500 /月

http://cweb.canon.jp/meap/lineup/ocr/myscan/

※訪問料は、別途必要となります。詳細は担当営業にご確認ください。

■更におてがる操作！お気に⼊り機能

宛先ごとによく使うファ
イル名やスキャン設定を
お気に入りとして保存す
ることができます。
これにより2タッチでスキャ
ンが完了します。

■ブラウザから簡単ダウンロード

複合機に蓄積した文書を
ブラウザからアクセスして
ダウンロードします。
自分のスキャン文書のみが
表示され、スピーディーに
PCに保管されます。

■パスワードでセキュリティ強化

ウェブブラウザーからダウ
ンロードする際に、ユー
ザーごとのマイロッカーボ
タンにはパスワードが設定
できるので、他の誰かにス
キャン文書を閲覧・削除さ
れる心配はありません。

●対応機種一覧

ADF積載枚数
ADF原稿読取速度
ウォームアップ
ファーストコピー
連続複写スピード
本体標準価格

：150枚（80g/㎡）
：A4ヨコ スキャン時（300dpi）75ページ/分(片面)、120ページ/分(両面)
：31秒以下
：モノクロ3.9秒、フルカラー6.0秒
：A4 カラー：51枚/分、モノクロ：55枚/分
：2,700,000円（税別）

の特⻑

※旧機種の対応状況については営業にお問い合わせください

●ご推奨機種 〜⼤量の紙⽂書をらくらく電⼦化！〜
カラー複合機のフラグシップモデル iR-ADV  C5255F

両面同時読取で
すばやくスキャン！

●もちろんWindowsにもおすすめです！
ファイヤーウォールなどセキュリティ設定の変更も不要なので安⼼！
よく使うファイル名をお気に⼊り登録し、スキャン〜ファイル名付与までがワンタッチでOK！
誰でも「かんたん」に「始める」「使える」ので面倒だった電子化を促進！

詳しくは営業担当までご相談ください。



  

  

  

   

   



2000




ESETのウイルス対策ソフトは「軽快な動作」のほか、幅広いOS対応とシンプルな購入
形態も魅⼒です。ラインナップは2種類、PCやサーバーのOSを気にせず、利⽤する台数
分だけライセンスを買えばOKで、しかも非常にリーズナブルな価格設定です。他社ソフ
トをご利⽤中のお客様には乗り換え優待もございますので、コスト削減、IT資産管理⾯
の負担軽減のどちらにも有効です。
もちろんシマンテック、トレンドマイクロ、マカフィー等、他の各メーカーも取り揃え

ております。お客様の環境・ご事情に合わせて最適な製品をご提案させていただきますの
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

ステラグループはESETの認定パートナーです。
お客様の環境・ご事情に合わせて最適な製品をご提案させていただきます。







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。

■作業内容詳細

１

２

専用ソフトウェアによるデータ消去
●専用ソフトウェアにより、ディスク全体にランダムデータ、固定データを組み合
わせ3回のデータを上書きし消去を⾏います。

物理的な破壊によるデータ消去
●専⽤の機器を使⽤し物理的に破壊致します。

（ハードディスクに穴を開けるので、読み込むことができなくなります。）

ステラグループではお客様の重要なデータを
復元出来ないように消去いたします。

３ スマートフォン、タブレットのデータ消去

●株式会社ブランコ・ジャパンの「Blancco Mobile」を使用し
主要5OSのモバイル端末のデータを上書きによって確実に消去します。
※データ消去時、上書きによる確実な消去後に端末を⼯場出荷状態に戻すことができるため、端末を消去後にすぐに再利⽤することができます。

●スマートフォンは初期化しただけではデータが
残ってしまいますので、簡単に復元されてしまいます！



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
Q:データは[ゴミ箱]に捨てて空にしたから大丈夫!?
A:復元ソフトを使⽤すれば復元可能です。
Q:ハードディスクをフォーマットしたから大丈夫!?
A:特殊技術があれば復元可能です。

昨今様々な企業で情報漏えい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。

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。

弊社担当者よりひとこと

ブランコ・ジャパン社のデータ消去ソフトを
選定したことで、iPadやAndoroidといったモバ
イル端末の消去も出来ようになりました。

業務でお使いのモバイル端末を廃棄する際は
弊社へご用命いただけますようお願いいたします。

「データ消去作業報告書」
を発⾏いたします。

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）

■スマートフォン、タブレット ※「BlanccoMobile」での消去の場合は「消去レポート」を添付いたします。

データ消去作業 ¥3,000／台 「消去レポート」の発行費用を含みます

※対応OS：iOS、Android、BlackBerry、Symbian、Windows Mobile

※ソフトウェア消去の場合の例

ステラグループにお任せください。
安全・確実にお客様の

⼤切なデータを消去致します！

システム・サポート課 小幡



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



のお客様へ

日時：11月19日（火）10：00～18：00
場所：国立旭通り商店会 コミュニティスペース旭通り

〒186-0002 東京都国立市東1-14 
国立駅より徒歩5分

秋のSTELLAR 
多摩フェア

2014年4月9日、Windows XPのサポートが終了いたします。

サポートが終了してしまうと、マイクロソフトからの更新プログラムの提供がなくなり、さまざまな

セキュリティリスクが考えられます。

今回のステラ多摩フェアでは最新OSのご紹介からセキュリティ対策、データ移行、バックアップ、

古いパソコンの廃棄に伴うハードディスク破壊の実演、並びに3Dプリンターや各メーカーの最新

トレンドをご紹介いたします。ぜひ、この機会に体感してみてください。

恒例の抽選会もあります！

当たれば豪華ギフトカタログ
はずれてもお菓子つかみ取り

来場記念品プレゼント

事 前 申 込

事前に申込書記入の上、来場いただきま
したお客様にチョコ詰め合わせをプレゼン
トいたします。



第十三回へつづく

今回はコピー機本体のアドレス帳の登録方法をご紹介します。

「宛先表」への登録と「ワンタッチ」の登録の２つの操作方法を

ご紹介したいと思います！

宛先表 ワンタッチ
①（設定／登録） を押します。

②宛先設定→宛先の登録を押します。

I

①（設定／登録）を押します。

②宛先設定→ワンタッチの登録を押します。

③新規宛先の登録
を押します。

④登録したい項目
を選択します。

※Eメール、ファクス
ファイルなど

③登録したい番号
を選択し、登録/編
集を押します。

④登録したい項目
を選択します。

※Eメール、ファクス
ファイルなど

⑤必要項目を入力し
[OK]を押します。
例：ファクス画面

⑤必要項目を入力し
[OK]を押します。
例：ファクス画面

アドレス帳は宛先表1～10とワンタッチにグループ分けされております。

グループ分けなどをしたい宛先を宛先表に、

よく使う宛先をワンタッチに登録など使い分けると便利です。

また、宛先表は最大1,600件・ワンタッチは最大200件まで登録できます。

宛先表 ⇒ 通常の宛先は宛先表に登録します。
ワンタッチ ⇒ ショートカットのようなもので、

ボタンを押す回数が少なくて済みます。
※右図がワンタッチのイメージです。



“お客様へのご挨拶”デジタルサイネージを
ウェルカムボードとして活用しています！

利用シーンに応じて画面の差し替えが自由なウェルカムボードに！

・ご来社のお客様のお名前を入口に掲示してお迎えできるようになりました。

・掲示内容はパソコンのデータでいくらでも変更が可能なので
フェアなどの色々な場面でも活用が可能となりました。

【課題】

・ご来社頂くお客様向けにお名前の掲示をしたかった。
・社内を会場として開催するフェアなど

色々な場面で使用できる案内板が欲しかった。

【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.7

画⾯の切り替えがリモコンで簡単にできるので
複数のお客様のご来社がある日も慌てることもなく助かっています。

総務課 上野

お客様のご来社予定がない時はクールビズやAED設置のご案内を
掲示しています。
紙での掲⽰よりも⾒栄えが良いです。

オフィス営業2課 大場

ご来社いただくお客様名を表示したり、クールビズのご案内、AED設置のご案内など
場面に応じた多様な掲示が可能となりました。
「紙の掲示をしない」コンセプトにデジタルサイネージはピッタリでした。

■展示会・セミナー

■学生向け会社説明会

■通常

■ウェルカムボード



パソコンは内部で発生する熱をファンなどを用いて外部へ排出し、動作の安定を
図っています。

その為、窓際などの直射日光が当たり高温になりがちな場所や、ファン、ヒートシ
ンク(放熱を⽬的とした⾦属製の⽻の様な物)、通気孔などが埃で詰まってしまうと、
うまく排熱出来ず故障の原因となってしまいます。

そのため、以下の点に注意して設置場所を検討してみてください。

窓際など直射日光が当たる場所を避ける

カーテンやブラインドを利⽤する

ほこりに気を付ける

定期的に排気口を掃除する

床面に設置する場合は、直置きせずラック等を利⽤する

通気の為パソコン筐体の前後左右に5cm程空間を設ける

排気⼝を塞がない

廃棄

管理 運用

第4回（導入編）

ライフサイクルに合わせた
情報をお伝えいたします！

パソコンの『設置環境』について

パソコンお役立ち情報

パソコン購入後、置く場所を決める際に気に
されていることはありませんか？

下記にパソコンの動作条件やおすすめの置き
場所についてまとめてみましたので、今後の
参考にしてみてはいかがでしょうか。

設置場所の注意点

高温を避ける

熱を溜めない

ほこりの詰まりは除去！



コンセント・タップについて

種類 電流(最大値) 電⼒(最大値)
モニター 0.7A〜1.1A 70W〜110W
デスクトップパソコン 3.5A〜6.0A 350W〜600W
ノートパソコン(ACアダプタ) 0.65A〜1.50A 65W〜150W

機種やメーカーで多少異なりますし、常に上記最⼤値の電⼒を使うわけ
ではありませんが、たこ足配線で多くの機器を繋げていると
『上限を超えてしまう』事がありますので、注意が必要です。

また、消費電⼒の少ない『ノートパソコン』を活用するのも手です。

パソコンの動作条件

メーカー 温度 湿度 電圧
HP 10℃〜35℃ 10〜90% 90〜264V
Fujitsu 10℃〜35℃ 20〜80％ AC100V(正弦波のみ)
DELL 10℃〜35℃ 20〜80％ 100〜240V
NEC 10℃〜35℃ 20〜80％ AC100V±10%

メーカーや機種により多少の違いはありますが、気温や湿度に関しては、通常のオフィスで
あればエアコン等によりパソコンに快適な状態となっているため問題ありません。

しかし、通常100Vのコンセントでも複合機や電子レンジが動き出した
瞬間などは『電圧が低下』し、パソコンが勝手に再起動するなどの
『不具合』につながる場合もあります。

その様な場合は正弦波出⼒の『UPS(無停電電源装置)』などを利
用すると安心です。

一般的なコンセントや電源タップは定格で15A・1500Wとなっており、これを超え
る電⼒を使⽤すると⽕災や、機器故障の原因となる恐れがあります。
下記に⼀般的なパソコンやモニターなどの消費電⼒を纏めてみました。

パソコンを購⼊しようとカタログなどを⾒る場合、CPUの種類や速度、メモリ容量、
HDD容量などを気にする⽅は多いと思いますが、カタログにはパソコンの安定動作
に重要な『動作条件』とよばれる項目があります。



■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

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。

来年4月に消費税の税率が8％に上がることが正式に決定いたしました。
消費税は、ご注文のお品をお持ちした時点での税率を適用して計算いたします。
今後消費税率が上る前のご購入を検討されるお客さまが増えることが予想されます。
更に今年度はWindows XPのサポート終了という特殊事情もあり、
特にパソコン関連の商品が年度末にかけて、品薄になる可能性が極めて高くなっております。
お客さまにおかれましては、是非とも早目のご検討をお願い申しあげる次第です。

10月というのに、真夏日が続いております。
お客さま皆さま方におかれましては、
くれぐれもご自愛専一の程、祈念申しあげます。

編集長の武藤です。今月号はいかがでしたでしょうか。

弊社には、業務効率向上や交通安全、ISMS(セキュリティ）
などテーマごとに推進チーム（委員会）がございます。社員全
員が何らかの委員会に属していますが、所属委員以外の取
り組みなどはなかなか知る機会がなく、どこか「他人事」な雰
囲気がございました。システム・ソリューション営業2課 武藤

代表取締役社長 川井昇

ステラ・キーマンズ・インタビューの誌面

そこで「ステラ・キーマンズ・インタビュー」と題して、月に1回の社内メルマガを使っ
て各委員会のリーダーへのインタビュー記事を配信しました。私もインタビュアーとし
て参加いたしましたが、委員長たちの熱い気持ちや、悩み、取り組みの中で得た感
動などを聞くことでとても刺激になったことを覚えています。そういうものに触れると心
情的にも「もっと協力しなきゃ」って思いますよね。

お客様におかれましても、業務効率、セキュリティ、コストなどさまざまなテーマがあ
るかと思います。お悩み、お考えなどございましたら全力でお手伝いさせていただき
ますので、ぜひお気軽に担当までお話しください。ステラリンクへのご要望もお待ちし
ております！それでは次号のステラリンクもご期待ください。


