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新製品情報：

テレビ会議システム

OBC 奉行21シリーズ
消費税対応のご案内

◆定期連載

第10回 ライブオフィスここが見どころ

第7回 パソコンお役立ち情報

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！
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フェア開催情報：

RISO Thanks Fair 東京
2月 20日(木)、 21日(金)
東京国際フォーラム



平成26年4月施行
奉行21消費税8%
対応特別版 販売期間：平成26年6月末まで

上記をご確認の上、裏面をご覧ください。

平成26年4月からの消費税8％の引き上げが決定いたしました。　　　　　　　　　　　　　　　　

しかしながら、現在ご利用いただいております奉行シリーズでは、サポートを終了済もしくは、サポートを終了予定のため、

消費税8％対応のプログラムがご提供できません。

このような背景のなか、消費税改正の影響を受ける奉行21シリーズをご利用のお客様から、「奉行21シリーズの消費税

改正対応のご要望」が非常に多くなってきております。

これらのご要望にお応えするため、奉行21シリーズのお客様向けに、現在ご利用の奉行シリーズの操作性をそのままに

消費税８％対応が可能な「平成26年4月施行 奉行21消費税8％対応特別版」をご提供することとなりました。

「消費税8％にはもちろん対応したいが、奉行21の操作性で運用をしたい」といったお客様は、
ぜひ、ご検討をお願いいたします。

平成26年4月施行 奉行21消費税8％対応特別版の特長

平成26年4月施行消費税8％に対応します。

奉行21をベースに開発したプログラムですので、
操作性は今までと同じです。

プログラムをセットアップするだけで、
消費税8％対応ができます。

今ご利用のデータを簡単にコンバートするだけです。

期間限定の提供により、低コストの導入を実現する
特別価格をご用意しました。

消費税8％対応

奉行21の操作性そのままに

短期間で導入可能

簡易的なデータコンバート

特別価格をご用意　

1
2
3
4
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特長
5つの

奉行21シリーズで
消費税対応が可能です！



平成26年4月施行 奉行21消費税8％対応特別版

　■特別版に移行可能な奉行シリーズ
　　奉行21Ver.IV OMSS未加入
　　奉行21Ver.Ⅲ 奉行21Ver.Ⅱ 奉行21 奉行2000 奉行98 奉行95

　■サポート期間
　　特別版のため、サポート期間は【平成26年1月1日～平成27年9月末まで】です。
　■基本サポートサービス
　　セットアップ・データコンバート専用コールセンターを【平成26年6月末まで】設置します。

奉行21の操作性をそのままに、
【平成26年4月施行 奉行21消費税8%対応特別版】は、

2つのプランをご用意しました！

（※1）スタンドアロン製品に関しては、全奉行製品統一価格となりますが、「商蔵奉行セット商品」「分散入力キット」
　  　「ネットワーク製品」「オプション製品」の価格につきましては、別途お問い合わせください。
（※2）下記、サポート期間内の消費税8％改正に関わる変更の場合についてのプログラム更新サービスになります。

     
 

プログラム本体
プログラム本体

プログラム更新サービス

消費税8％に関わる変更が行われた場合、
何回でもご提供いたします。

○○

○
消費税8％に関わる変更が行われた場合、
別途有償での購入が必要です。

×

×

×

98,000 円 78,000 円

1312-A1

プログラム更新サービス
（※2）

基本サポートサービス

OMSS（保守サービス）

Aプラン Bプラン

　■特別版のラインナップ
　　・勘定奉行　  　・勘定奉行［個別原価管理編］      ・建設奉行
　　・商奉行　　　  ・蔵奉行　　　　　　　　　　  ・償却奉行　　　　　　　　　  

※データコンバート（移行）について、製品によっては、一部コンバートできないデータや、事前準備が必要なものがあります。

※製品の操作に関するお問い合わせのサポートセンターはご用意しておりません。予めご了承ください。

＋

価　格
スタンドアロン製品例(税抜）

（※1）

奉行製品やソリューション製品を連動してご利用のお客様や、上記ラインナップ製品に該当がない
お客様は、本特別版が適用できない場合がございます。
お手数をおかけいたしますが、下記までお問い合わせください。!

本リーフレットに関するご相談・ご質問は下記までお問い合わせください。

yuta.muto


yuta.muto

ステラグループ株式会社

yuta.muto

消費税改正対策セミナーなどの各種イベントも開催しております。まずは担当までご相談ください。







LifeSize新製品のご案内
1080p(60fps) ／720p(60fps)対応

ハイビジョン画質ビデオ会議システム

初期コストを抑え
段階的に拡張可能

1対１から
導入可能

業界最高画質の
1080p60fpsに対応

低帯域で
高画質

ITスキル不要
直感的な操作を実現

誰でも
簡単操作

LifeSize Iconシリーズの特徴

シンプルなリモコンで画面上のアイコンを選択するだけ

テレビ会議システムの新規導入や増設をご検討中のお客様はもちろん、

ご不明な点などお気軽に担当営業へご相談ください！

テレビ会議システムは、弊社ライブオフィスでもご体感いただけます。

※1080p対応モデルのみ



•ビデオ会議中に人物映像とPCデータや高画質動画コンテンツの送受信が可能。

•VGAケーブルをPCに接続するだけの簡単操作。

②フルHD1080pでPCデータ共有機能を装備

（PC側）
VGA接続

（LifeSize側）
DVI-I接続

人物映像とPC映像を
相手側に送受信

③シンプルなリモコンによる簡単操作

④低帯域でも高画質

•映像圧縮技術H.264ハイプロファイル対応により

従来よりも少ない帯域で業界最高画質フルHDを実現。

•決定ボタン、十字キー、ミュートボタンのみのリモコンで

画面上に表示されるアイコンを選択するだけの直感的な操作。

・2拠点から導入できるため初期コストを抑え、

用途に合わせて拡張可能。

①スモールスタートで導入可能

⑤LifeSize UVC製品との連携

•仮想化対応のソフトウェア製品UVCシリーズと強力に連携。お客様の用途に合わせて、柔軟な多地点接続、

録画・ストリーミング、PC/スマートフォンからの会議参加、スケジューリング・管理が可能。

IP
ネット
ワーク

H.323 iPhone
iPad

Android 
ﾀﾌﾞﾚｯﾄH.323

オリジナルプロトコル

3G/WiFi/LTE

IP

スマートフォンゲートウェイ
「LifeSize UVC ClearSea」

LifeSize製
HD対応ビデオ会議端末

録画・ストリーミングサーバ
「LifeSize UVC Video Center」

PC（HD)

IP

HD対応多地点接続装置
「LifeSize UVC Multipoint」

録画・ストリーミング

多地点接続装置

HDテレビ会議端末

※1080p対応モデルのみ

★UVC製品のバンドルパックがございます。お問い合わせください。
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「WD Red」を採
用し信頼性を向上
させた新製品

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

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。

+ +

●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

無償UPグレードキャンペーン！
通常3年のステラオンサイト保守付きパッケージを

へ

を

ステラ
４年オンサイト保守

お値段そのまま
通常価格¥308,000のところ



※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

ｵﾌﾟｼｮﾝ
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

ｵﾌﾟｼｮﾝ 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

こんな使い方も！

ＦＡＸ受信

ボックスに保存

PC

IO DATA
HDL-XR4.0W

自動転送

複合機のFAX受信転送機能を利⽤するとこんな使い⽅も！

受信したFAX文書をPDFファイルに変換

ステラNASへ転送

無駄なFAXを印刷し
ない事で印刷費用の
削減が出来ます。

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、新春企画と銘打ちましてワンランク上のご安心をご提
供させて頂きます。
数量限定になってしまいますが、⼤変お得なパッケージとなっております。
ご検討よろしくお願いいたします。

システムサポート課 小林







本体保護カバーには専用ソフトレザータイプのケースを

汎用対応で多用途利用 ベルト付きキャリングケース／取っ手付インナーケース

鉄道会社、介護施設でも
採用されています。

●横向きに立てて使えるスタンドタイプ

●ハンドホールドベルトおよび名札ケースを装備

■汎用タイプのソフトレザーカバー （スタンドタイプ）

■小物を一緒に収納できるタブレット用キャリングケース

● 両手を自由に使える画板タイプ

■JIS保護等級 IPX5に合格！
タブレットPCを水まわりで使える防水ケース

●3連チャックと巻きこみ式の蓋により、浸水をしっかりガード
●破れにくい丈夫な作り●ケースに入れたままで操作可能
●持ち運びに便利なストラップが付属
●背面にカメラ窓付

●ウエーブ形状の低反発ポリウレタンが効果的に衝撃を吸収
タブレットの液晶画面や基盤を衝撃や外圧から守ります。

●持ち運びやカバンからの取り出しに便利なハンドル付き

●ケース表面には撥水性に優れマット調生地を使用
●開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナー

■バックにしまえるインナーバック

型番 JAN 商品名 定価

TB-02BMBK 4953103636361 10ｲﾝﾁﾀﾌﾞﾚｯﾄｹｰｽ/ﾌﾞﾗｯｸ ¥4,800

TB-02BMBU 4953103636378 10ｲﾝﾁﾀﾌﾞﾚｯﾄｹｰｽ/ﾌﾞﾙｰ ¥4,800

TB-02BMPN 4953103636385 10ｲﾝﾁﾀﾌﾞﾚｯﾄｹｰｽ/ﾋﾟﾝｸ ¥4,800

型番 JAN 商品名 定価

TB-H10LCNBK 4953103895669 10ｲﾝﾁﾀﾌﾞﾚｯﾄﾚｻﾞｰｹｰｽ画板ﾀｲﾌﾟ ¥7,800

型番 JAN 商品名 定価

TB-02WPSBK 4953103918658 10ｲﾝﾁﾀﾌﾞﾚｯﾄ防水ｹｰｽ ¥4,900

型番 JAN 商品名 定価

TB-02ZSBIBHBK 4953103909397 ゼロショックケース/ブラック ¥2,800

TB-02ZSBIBHBU 4953103635456 ゼロショックケース/ブルー ¥2,800

TB-02ZSBIBHRD 4953103635463 ゼロショックケース/レッド ¥2,800

TB-02ZSBIBHSV 4953103635470 ゼロショックケース/シルバー ¥2,800

TB-02ZSBIBHWH 4953103909403 ゼロショックケース/ホワイト ¥2,800

型番 JAN 特徴 定価

TB-A13360BK 4953103511507 ﾌﾞﾗｯｸ OPEN

TB-A13360WH 4953103511521 ﾎﾜｲﾄ OPEN

型番 JAN 特徴 定価

TB-A13PLF1BK 4953103511217 ﾌﾞﾗｯｸ OPEN

TB-A13PLF1BU 4953103511224 ﾌﾞﾙｰ OPEN

TB-A13PLF1WH 4953103511248 ﾎﾜｲﾄ OPEN

型番 JAN 特徴 定価

TB-A13PLF2BK 4953103511255 ﾌﾞﾗｯｸ OPEN

TB-A13PLF2GY 4953103511279 ｸﾞﾚｰ OPEN

TB-A13PLF2WH 4953103511293 ﾎﾜｲﾄ OPEN



エレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp

本ドキュメントの作成にあたっては細心の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述の誤りや欠落があっても
エレコム株式会社、ロジテック株式会社はいかなる責任も負わないものとする。本ドキュメントおよび記述内容は
予告なしに変更されることがあります。
本ドキュメントは、作成日現在の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、仕様の変更、バージョン
アップ等により、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。

ロジテック株式会社
http://www.Logitec.co.jp

アクセサリ各種 （ケーブル/タッチペン/キーボード/スタンド/車載ホルダー）
■ Lightningコネクタ対応USBケーブル ■スマートフォン対応タッチペン[ロングタイプ]

■ダッシュボード用タブレットホルダー

外出先でのバッテリー対策

液晶画面を保護する／きれいにする

■ ブルーライトカットタイプ

●疲れ目の要因の一つとされる
ブルーライトを大幅にカットし目を
大切にする液晶保護フィルムです

■ のぞき見防止タイプ

●画面のちらつきを抑える特殊加工
により、光の映り込みを防ぎ、目に優
しく見やすい画面にします

■ 気泡ゼロタイプ

●失敗なくきれいに貼れる気
泡ゼロフィルム。なめらかな指
すべりで操作できるスムース
タッチが可能です

■USBポートを2ポート搭載｡

iPadは約60％ iPhone /スマートフォンは
約3回充電可能
JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計

型番 JAN 定価 備考

TB-A13FLBLG 4953103511545 OPEN

型番 JAN 定価 備考

TB-A13PF 4953103511538 OPEN

型番 JAN 定価 備考

TB-A13FLBS 4953103511552 OPEN

型番 JAN 長さ 定価

LHC-UAL01WH 4992072064256 0.1M OPEN

LHC-UAL10WH 4992072064270 1M OPEN

LHC-UAL20WH 4992072064478 2M OPEN

型番 JAN 商品名 定価

P-TPLBK 4953103267992 タッチペン／ロング／ブラック ¥2,000

P-TPLBU 4953103268029 タッチペン／ロング／ブルー ¥2,000

P-TPLPN 4953103268012 タッチペン／ロング／ピンク ¥2,000

P-TPLSV 4953103268005 タッチペン／ロング／シルバー ¥2,000

型番 JAN 定価 備考

CAR-DSTB4 4953103500082 ¥8,450

型番 JAN 定価 備考

TB-DS006BK 4953103961715 ¥1,400

型番 JAN 定価

DE-D12L-2230BK 4953103887879 OPEN

型番 JAN 定価 備考

TK-FBP052BK 4953103961715 ¥4,600

■タブレットスタンド（折りﾀﾀﾐ）■BIuetoothキーボード（ｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞ）

型番 JAN 定価 備考

TB-A13FLA 4953103511613 OPEN

型番 JAN 定価 備考

TB-A13FLFA 4953103511644 OPEN

型番 JAN 定価 備考

TB-A13FLPA 4953103511606 OPEN

（スムースタッチ・反射防止）

■ 耐衝撃吸収タイプ
（反射防止）

●特厚シリコン層が衝撃を吸収。
耐衝撃に指紋防止・エアーレス・チ
ラつき防止の3つの機能を加えた
の液晶保護フィルム

■ 反射防止タイプ
（スムースタッチ）

●気泡がキレイに抜けるエアーレ
スタイプ。液晶画面をキズや汚れ
から守り、スベスベした操作を実
現する、反射防止タイプ。

■ 指紋防止タイプ
（スムースタッチ・反射防止）

●指紋防止コーティングにより指紋
汚れをつきにくくします。気泡がキ
レイに抜けるエアーレスタイプ。液
晶画面をキズや汚れから守ります。

Appleの正規ライセンス
取得製品です

■ Lightningカーチャージャー

型番 JAN 定価 備考

LPA-CCI01L12W1 4992072064409 OPEN

担当者より：
iPadをもっと便利に使っていただくためにおすすめ
の商品をピックアップさせていただきました。
このほかにもPCやスマートフォンの周辺機器多数
ございますのでお気軽にご相談ください。



エレコムの名入れ商品は、納品形態や梱包形態をご指定頂くことが可能です。

・通常パッケージ or 白箱 の選択
・ご提供いただいた包装紙での包装
・のし紙付きでの納入、のし紙への印刷、表書き、名前書き

・USBメモリへのデータ入れ
あらかじめご提供いただいたデータをUSBメモリ内に保存した状態で納品
することも可能です。企業・学校紹介のパンフレットや、自社ソフトの体
験版、新商品の映像・動画など、幅広い⽤途にご利⽤いただけます。

ノベルティ・記念品に名⼊れオーダーがオススメ！
ロゴやイラストを名⼊れしたオリジナル商品は、ノベルティ・記念品などに最適です。

創⽴記念、卒業記念など各種記念品に！
⼤切な思い出の記念品として、ロゴやイラストをお⼊れしたオリジナルの記念品に最適です。

営業ツールに！
イベント等で配布するノベルティや⼤切なお客様への記念品として、名⼊れ商品は宣伝効果
抜群です。

■納品までの流れ
ご注文から商品のお届けまでには、約3〜4週間を要します。（在庫がある場合）

■名入れオーダー対象商品
スマートフォンケース、タブレットPCケース、クリーニング用品、モバイルバッテリ、
ヘッドホン、スピーカ、USBメモリ、USB扇風機、OAタップ、キーボード、マウス、
マウスパッド、PCメガネ、PCキャリングバッグ etc.
名入れは 20個以上 からご注文を承ります

○ まずは、お気軽に担当営業までご相談ください ○



照明＆消費電力
の大きい機器を出
来るだけ停める！

電気料金値上げ対策に 必見！
★電気代を次の検針日から確実に下げるデマンド制御装置の提案

ＬＥＤが青・赤になったら

『見える化＋空調機を自動制御』

電力会社立会い
センサー取り付け

チラー

冷温水ポンプエアコン室外機

★空調機
（ﾁﾗー＆
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ
＆ｲﾝﾊﾞｰﾀ）

を自動制御！

空調機を長い時間使
う企業＆病院＆福祉
施設＆ホテル＆結婚
式場＆アミューズ系
施設にお奨めです！

この製品は（公財）東京都中小企業振興公社ニューマーケット開拓支援事業の支援対象製品です。

2013.5月 IT教育ソリューション出
展

他社に無い優位性

① ② ⑥

制御状態 ①
目標電力に余力

見える化＋空調機を自動制御 ピーク電力30％抑制

自動制御だから安心・・確実に抑え人は一切不要

赤 青

目標90%未満は平常運転

緑

マルチセレクト制御＋省ｴﾈﾓｰﾄﾞ 使用電力量20％抑制

緑

目標90%超えで予測制御開始

目標値超え直前は強制停止赤

青

職場環境に合わせ30分を10に分割して3分単位で
制御可能3分だから気づかれず節電「環境を損ねない」

設定画面イメージ

年間を通して通常時(ピーク時以外のエアコン稼動時)
も省エネモード(自動で30分間に3分間×2回)制御
室外機の圧縮機を自動停止「空調機52台迄制御可能」

業界初！

自動制御だから次検針日から契約電力下がる！

電気代！年間100万円以上下がる！

費用対効果
業界Ｎｏ1

年間削減額試
算無料診断中

「2年以内で回収」

「契約電力100ｋＷ&月額電気代百万以上＆EHPｴｱｺﾝが対象」



廃棄

管理

導入

ライフサイクルに合わせた
情報をお伝えいたします！

パソコンお役立ち情報

いよいよ今年の４⽉でWindows XPのサポートが終了
することや消費税率のアップもあり、近々にパソコンを
買い替えようと考えていらっしゃる方も多いと思います。

そこで今回は新しいパソコンを購入したらまずやって
おきたい基本的な設定などをちょっぴりご紹介します！

Windows 8 おすすめ設定

ファイル履歴機能
これはWindows 8の新機能で

有効にしておくと、ライブラリ、
アドレス帳、お気に入り、デス
クトップなど特定の場所にある
ファイルのバックアップを自動
的に⾏う事が出来ます。

『ドライブの選択』から保存先を
決めるだけ!

『ファイルの復元』から復元した
いファイルを選択するだけ!

バックアップする頻度や期間の変更や除外設定など細かい設定を
する事も出来ます!



リカバリディスク作成

拡張保護モードの変更

メーカー リカバリーディスク作成ツール名

富士通 マイリカバリ

HP Recovery Manager

Lenovo Rescue and Recovery

NEC 再セットアップディスク作成ツール

メーカー製ＰＣではシステムを再インストールするためのメディア(CD/DVD)が付属してい
ない場合があります。この場合は予めメーカーオリジナルのツールを使いリカバリメディ
アを作成しておくと安心です。
また、メーカーにより名称が異なっていますので⼀部抜粋させて頂きます。

新PC使用時のおすすめ設定
Windows8 だけではなくPC全般に言える事ですが、やっておくと安心できる作業・設定を
ご紹介します。

拡張保護モードは、Internet Explorer 11(以後 IE11)のセキュリティ機能のひとつで、
外部からの不正なアクセスなどを防げます。

IE11で正常に閲覧できないサイトが多い場合やアドオンが正常に動作しない場合などは、
無効に設定することもできます。

IEのツールボタンからインターネットオプ
ションを開き「拡張保護モードを有効にす
る」のチェックを外す事により無効にでき
ます。



キャビネットの配置には、見た目、耐震、
さらに将来の費用削減も考慮されています

統一感のある見た目の美しさ、耐震工事はもちろん、
退去時の工費まで視野に入れました！

・片側の壁沿いに一列に並べることで、デスクからの動線も考慮し、
限られたスペースでも最大限の収納力を確保しました。

・耐震施工は、造作壁やパーティションに行う事で建物の躯体を傷つけず、
退去時の現状復旧工事の費用削減が見込めます。

【課題】

・旧オフィスは、収納方式やトビラ有無など異なる仕様の
キャビネットが混在し、雑然とした印象。

・移転前よりもキャビネットの数が半減するため、ムダの
ない配置が必要。

【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.10

キャビネットの数が半分以下になるということで移転前の書類の削減
は⼤変でしたが、ムダな書類も減り、かえって効率的になったと思い
ます。

サポートセンター 天野

移転前のオフィスでは、扉が付いていないキャビネットもあり、
⾒栄えは良くなかったと思います。
現在は⾒た⽬も綺麗になり、⾃然と整理整頓が⾝に付きました。

ドキュメント・ソリューション営業部 オフィス営業２課 田中

トビラがないキャビネットも多く、中身が丸見え
同じモデルで統一
施錠もできてセキュリティも向上しました
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ステラグループ公式FacebookページがOPENしました！
最新情報はもちろん、お客さまにより親しみを感じていただける
情報を発信してまいります。ご期待ください！
https://www.facebook.com/stargp.jp

■Facebookページへのアクセス方法

Facebookで「ステラグループ」と検索していただくか、弊社ホームページのリンクからもアクセスで
きます。アカウントをお持ちの方はぜひ「いいね！」、シェアをお願いいたします。



■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。

STELLARLINK2月号、私からのお奨め記事は、
6・7ページに掲載のTV会議でございます。
安価なのに高画質、そして、直感的に操作できる優れものです。
社内コミュニケーションの活性化、経費節減に打ってつけのこのシステム。
デモンストレーションもできますので、ぜひこの機会に、
導入をご検討くださいますようお願い申しあげます。

今年の冬は、例年にない厳しい寒さが続きます。
お客さまみなさま方におかれましては、くれぐれもご自愛なさいますよう、
ステラグループ社員一同、心より祈念申しあげます。

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

ステラリンク編集長の武藤です。今月もお読みい
ただきありがとうございます。

消費税改正やWindows XPサポート終了も迫り、さ
らにパソコンなど商品の供給が不足してきたと感じ
ています。ハードウェアだけでなくソフトウェアに
ついても、2ページに掲載いたしましたOBC奉行シ
リーズの新消費税率対応のように、各メーカー対応
は様々ですので、財務、販売、給与など基幹業務ソ
フトについてもぜひお早めにご相談ください。

次号は、2月17日(月)発行の
予定です。よろしくお願いいた
します。
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