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◆定期連載

第11回

ライブオフィスここが見どころ

第1回

コピーのお役立て情報

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！

月
2014
3

ＦＡＸの課題を っと解決！

★PCA消費税改正対応ポイント

PCA商魂管XPCA会計X

★取り扱い開始しました！

オフィス用品通販「カウネット」
サービスのご紹介

・紙のムダ
・手間のかかる作業 .etc

★複合機活用のご提案
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PCA会計X 消費税改正対応ポイント

PCA会計Xシリーズ

消費税区分（8％）の追加、消費税率の⽇別⾃動判定

■勘定科目の登録画面
勘定科目の登録画面では借方・貸方の税区分を（8％）設定しても、
伝票日付が平成26年4月1日以前の場合は自動的に5％で計算をします!!

詳細画面

■振替伝票入力

平成26年3月15⽇⼊⼒の伝票

平成26年4月1⽇⼊⼒の伝票

税区分設定では「8％を選択」しているが、
伝票日付が平成26年3月15日なので

自動的に5％計算となります。

科目別税区分別集計表の追加

指示された期間で勘定科目別税区分別の
⾦額を集計します。仕訳の税区分が適切に
設定されているかを簡易チェックできます。

■『決算処理』－『科目別税区分別集計表』

※こちらのサンプル画面は5％と8％混在させて表示しております。

その他-消費税改正対応

「消費税額変更リスト」に集計条件を追加
⾃動計算税額と実際に⼊⼒された消費税
額の差額範囲を指定可能にします。
また、消費税科⽬が⼿⼊⼒された仕訳を集
計可能にします。
「消費税申告書」税率8%集計と

新様式での出⼒に対応
「消費税申告書」で新様式に対応した集計
を⾏います。「消費税集計表」でも新税率に
対応した集計を⾏います。
「消費税申告書」の電子申告

(ダイレクト納税)に対応
国税庁のe-Taxソフトを介さずに、PCA製品
から電子申告を直接送信可能にします。
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PCA商魂Xシリーズ PCA商管Xシリーズ

伝票⼊⼒画⾯のヘッダ部分への税率表⽰

■2014年3月31日までの伝票

■2014年4月1日以降の伝票

伝票⽇付により、税率を⾃動的に判定します。
◎2014年3月31日までの伝票は「5％」
◎2014年4月1⽇以降の伝票は「8％」

伝票⼊⼒時に消費税率を確認しながら登録作業が可能です。

納品書や請求書等への税率毎の表⽰および印字

■（例） 請求書

消費税率が混在しても、
税率毎に税額を表⽰可能！！

帳票・各種明細表にて「税率」が出⼒可能に

■ （例） 売上明細表 「出力項目」

各種帳票において
税率が出⼒可能！

PCA商魂管X 消費税改正対応ポイント







超高速インターネット接続サービスを安心の低価格で。 

NURO Biz 

より高品質・高スペックを求めるすべての企業様へ 

月額 ￥ 19,800 （税込） 
初期費用：￥52,500／事務手数料：￥3,150／基本工事費：￥52,500 （税込） 

法人向け次世代
ICTソリューション 

超高速インターネット接続サービス   

POINT 1 

POINT 2 

POINT 3 

下り最大２Gbps/上り最大１Gbps 

業界トップクラス420Gbps超のバックボーン 

通信技術G-PONの採用で超高速×低価格 

POINT 4 稼働率99.9％を保証 ※スタンダード/プレミアム 

下り最大2Gbpsの回線速度に加えて、固定IP1個と稼働率99.9％のSLAを標準装備したハイグレードインターネット
接続サービスです。基幹システムの集中化やクラウドコンピューティングの導入など、未来の変化にも十分対応。信
頼性の高いインターネット接続を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供します。 

 ご提供エリア 
東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県 
 ※同エリア内で一部未提供エリアがございます。詳細はお問い合わせください。   

下り最大 

2Gbps 
固定IP 

標準装備 
SLA 

99.9％ 

※通信速度はNURO Bizネットワークと回線終端装置、局舎間の仕様上の最大速度であり、 
  インターネットご利用時の実効速度を示すものではありません。 
  日本の法人向けインターネット接続サービス市場において、現在標準化されているギガクラスPON方式のことを指します。 



サービスの詳細、注意事項ならびに
お申し込み・お問い合わせは 
当社までご連絡ください。 

信頼性の高いギャランティ型サービスをかつてない価格で 

月額 ￥ 52,500 （税込） 

初期費用：￥52,500／事務手数料：￥3,150／基本工事費：￥52,500 （税込） 

リッチコンテンツなど大容量データ配信をされるサービス提供者様、社内ネットワークのインターネットアクセス用セン
ター回線として利用される大企業様などに安心してご利用いただける帯域保証型インターネット回線です。 
NURO Bizが誇る大容量バックボーンが信頼性の高いインターネット接続を実現いたします。 

月額 ￥ 157,500 （税込） 

帯域保証 

30Mbps 

帯域保証 

50Mbps 

下り最大 

2Gbps 
固定IP 

標準装備 

SLA 

99.9％ 
帯域 
保証 

月額 ￥ 4,980 （税込） 
月額 ￥ 6,500 （税込） 

戸建オフィス 

オフィスビル 

初期費用：2年で実質無料／事務手数料：￥3,150／基本工事費：今なら無料 

SOHO・小規模オフィス向け 

高速モバイルデータ通信 

月額 ￥ 3,800 （税込） 
Wi-Fiルータタイプ 
定額100Mプラン 

月額 ￥ 2,980 （税込） 
USBタイプ 
定額14Mプラン 

※通信速度は端末能力に依存します。端末により通信速度は異なりますので、機器仕様をご確認ください。 
※Wi-Fiルータとクライアント機器間の最大通信速度は72Mbpsとなります。USBは3Gによる通信となり、受信時最大速度は14Mbpsとなります。 
※通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況・契約者が使用する本SIMカード・情報通信機器・ネットワーク環境・その他の理由により変化し、通信速度が低下する場合があります。 
 

※通信速度はNURO Bizネットワークと回線終端装置、局舎間の仕様上の最大速度であり、 
  インターネットご利用時の実効速度を示すものではありません。 







「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



アルテリア・ネットワークス株式会社

キャンペーン内容

スタンダードギガビットアクセス 初期費用無料キャンペーン!
キャンペーン期間中にスタンダードギガビットアクセス（SGA）をお申込みいただいた場合、

※本キャンペーンでは工事費を無償にて提供いたします。
※事務手数料：3,150円（税込）はお支払いただきます。
※中継接続が必要となる場合は別途中継費用が発生致します。

初期費用 ： 52,500円

工事費用 ： 52,500円 ～

他社サービス UCOM光

事業者IP網
PPPoE
認証サーバ

PPPoE認証による
速度低下

ISPごとに異なる
バックボーン

ＰＯＩ

回線共有による
速度低下

ＮＴＴ光収容ビル
回線共有よる

速度低下

フレッツ網
（地域IP網）

RAS

網終端装置
ISDN・ADSL

ユーザも利用するため
速度低下

インターネット

回線収容設備

複数ユーザーでシェア

インターネット

ネットワーク
センター

ネットワーク
センター

集線
装置

集線
装置

集線
装置

BROAD-GATE 02
ギガクラスバックボーン

集線
装置

集線
装置

1社占有型回線
オフィスまでダイレクト接続

集線
装置

◎貴社だけに丸ごと1回線（１社占有型光ファイバー）を低コストでご用意！
◎回線とプロバイダ一体型、一括窓口で通信環境をトータルサポート！
◎ UCOMなら現在の環境からの移行や新規導入が手軽にできます！

どちらも無償にて
提供いたします。

UCOM光 ネットワーク

※弊社を通してのお申込み時のみ適用の特別キャンペーンとなります

株式会社UCOMは、平成26年2月1日に
丸紅アクセスソリューションズ株式会社と合併し、
アルテリア・ネットワークス株式会社に社名を変更いたします。



無料登録受付中！

担当セールスまでお問い合わせください

金額に応じて

当日配送エリア（関東エリア）

東京都 東京２３区内、西東京市、武蔵野市、調布市、三鷹市、狛江市

神奈川県 横浜市、川崎市

千葉県 千葉市、船橋市、市川市、習志野市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、流山市、柏市

埼玉県 さいたま市、川口市、川越市、戸田市、蕨市、草加市、越谷市、三郷市、八潮市、
朝霞市、和光市、新座市、志木市、富士見市、ふじみ野市、入間郡三芳町

その他エリアにつきましてはお問合せ下さい



特長 型番 本体価格

ブラック LVR-SD500GBK OPEN

■ 2つのカメラ＆GPS機能搭載モデル●常時録画+Gセンサーによる衝撃
検知と手動録画
●付属のプレーヤーソフトで事故の
瞬間を分析
●車外用と車内用の2つのカメラ
&GPSを搭載

●車両後方や運転者の目線と、ＧＰＳで位置・速度も記録

特長 型番 本体価格

ブラック LVR-SD100BK OPEN

■ ディスプレイ付きモデル

●パソコンなしでもすぐに確認できる！
液晶ディスプレイを搭載

特長 型番 本体価格

ブラック LVR-SD300HDBK OPEN

■ HD高画質＆GPS機能搭載モデル

●高機能なプレーヤーでGPSで位置情報を取得

●720p（1280×720）のHD画質で
記録する
●「常時録画」 + 「多彩なイベント検
知録画」でしっかり記録
●"記録開始"のタイミングをシーンに
合わせて設定

●常時録画+衝撃検知+手動検知で、
まさかの瞬間もしっかり録画
●付属の専用ソフト※で事故状況の
分析ができる！

※1：事故の状況がすべて記録されるわけではありません。設置する位置や角度によって記録できる映像や音声は異なります。
※2：裁判で証拠として採用されるかどうかは裁判所の判断であり、本製品による記録データが証拠として採用されることを保証するものではありません。

ドライブレコーダー まさかの車両事故の瞬間を映像で記録！

相手の不注意による、もらい事故！
過失について争うよりも、
事故時の映像があれば一目瞭然です。

業務改善・予防対策

ー営業・保守・サービスで利用する車から運送業までー

今、社用車にできること。すべきこと。

http://www.elecom.co.jp/     http://www.logitec.co.jp/            詳細はこちら

● まさかの事故の瞬間を映像で記録！
● Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈで手ぶらトークを実現して安全運転を支援！
● シガーソケットからスマホやタブレットを充電して営業活動に備える！



■備 考

カールコードレス電話機
ＣＬ７２０（ホワイト）

コードレス電話機
ＷＳ７００（ホワイト／ブラック）

対応コードレス

※ＮＴＴナンバーディスプレイ契約が必要です。

最大10,000件登録可！

緊急地震速報サービス対応

インターネット

気象庁 サクサ配信サーバ

・気象庁の情報をインターネット回線経由で
そのまま配信
・電話機ランプ表示とガイダンスでお知らせ
・オプションユニット不要！
・月額費用不要！

迷惑電話＆迷惑ＦＡＸ対策

センサー付電話機による防犯対策

焦電型赤外線センサー
セーフティモードセット中にエリア内を

不審者が横切ると検知します。

防犯シール

①迷惑電話＆ＦＡＸを発見！

②PTの着信履歴から送信先を確認！

③ＭＦキーを使って迷惑リストに簡単登録！

・標準電話機をそのまま防犯対策として利用
・センサー検知で大音量威嚇！
・オプションユニット不要！
・万一の時は、盗難見舞金制度で救済！
・日中はいらっしゃいまセンサーで１台2役

・業界最速着信！
・抜群にクリアな音質！
・ＭＦキー搭載で操作性良好！
・着メロ対応！
・セーフティ威嚇対応

地震発生

防犯対策や緊急地震速報などビジネスホンには通話以外にも様々な機能が付いてお
ります。
サクサだけでなく他メーカー製のビジネスホンもご提案させていただきますので、
ぜひご相談ください。

通話だけではもったいない！ビジネスホンの様々な機能



ＦＡＸの課題 と複合機を活用して っと解決できます！

imageWARE Desktopを活用する事でＰＤＦファイルのFAXデータを編集し、FAXドライバから社内の複合機
でプリントアウトする事無く、返送する事ができます。またDesktop Communicator （無償）を複合機に
インストールする事で複合機のFAXアドレス帳をimageWARE Desktopから参照させることが出来ます。

• imageWARE DesktopはFAXの電子化効率を上げる以外にも文書管理の機能が

充実しているアプリケーションです。

・ imageWARE Desktopを使えば、データの編集・加工がより簡単に行えます。

紙文書に付箋紙を貼るような感覚で、元の文書に変更を加えることなく、注釈や
電子印鑑を付与したり、ファイルのページを削除するなど、思いのままの編集が
可能です。 ※詳細は別途カタログ・担当営業にお問い合わせください。

Desktop Browserで、［ツール］
メニュー➞［アウトプットバー
の設定］➞［作成］➞
［ファクス］を選択します。

ドラッグ＆ドロップ

ペーパレス
ファクス！

複合機FAXアドレス帳参照機能 アノテーション機能（ＰＤＦ書込み機能） ファクス送信通知機能

ＦＡＸに下記の課題抱えてませんか？

ＦＡＸを紙で送るの、いちいちワードやエクセルで

作成した後、プリントアウトしてＦＡＸ番号入力し

て送信するの、紙の無駄と手間だよな。ＦＡＸで

受信した注文書、確認回答するの電子データで

回答を行えたら紙とプリントコストが減るのにな。

複合機の通常機能でＦＡＸの電子転送・電子保管（ＰＤＦ化）

を行う事ができます。その機能を活用し、ＦＡＸを紙に出力

せずに返答ＦＡＸの送付も行う事ができます。キヤノンの

複合機にはＦＡＸ電子化をスムーズに行えるツールが多数

用意ありますのでお問い合わせください。
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読取りガラスにごみや汚れがあると
原稿スキャン時に一緒に読み取ってしまい
出力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２回へつづく

まとめ

読
取
り
ガ
ラ
ス



部屋の配置や使用目的に合わせた
セキュリティ向上のひと工夫！

テンキーロック、セキュリティーバーにより物理的な侵入をシャットアウト！

・侵入がフリーになる場所にある会議室にロックを取り付け、侵入を防ぎます。

・執務エリアよりも求められるセキュリティレベルは低いため、
ICカードよりも安価なテンキーロックを採用しました。

・完全な個室は、消防上の問題もあり困難でしたが、侵入防止バーで解決できました。

【課題】

・エントランスエリアは、営業時間中開放されているため、
不正侵入防止のためにも会議室に鍵が必要だった。

・お客様の重要情報を扱う業務があるため、一般執務エリア
よりもセキュリティの高い作業部屋が必要だった。

【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.11

会議室はテンキーロックをのおかげで、カギの管理が不要になりまし
た。紛失・閉め忘れ等のリスクもなく安心です。

ドキュメント・サポート2課 海⽼澤

取り扱うデータや情報の中には、よりセキュアな環境で管理する必要
がございますが、施錠管理と侵⼊防⽌バーによってセキュリティレベ
ルの高い部屋を設け、担当のみ⼊室可能な運⽤を⾏っております。
ご相談いただくお客様にも、自信をもって「安全」と言えています。

ビジネス・プロデュース課 今井

見た目もスマートな
テンキーロック

ICカードリーダーよりも
安価に工事可能です

ランマからの侵入を防止
する「バー」を取り付けて
セキュリティ向上

スプリンクラー配置など、
消防上の問題も解決できました

・会議室への入室制限

・作業部屋への侵入防止

【エントランスエリアレイアウト】

エレベーターホールから会議室まで
受付を行わずにダイレクトにアクセス可能
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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
立春とは名ばかりで寒い日が続いております。
特にこのところの大雪に驚かされておりますが、
お客さまには益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。
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。

私どもステラグループでは、Facebookを企業広報に
活用することにいたしまして、昨年より、アカウントを開設いたしております。
お客さまにより親しみを感じていただける情報の発信を
心がけて参りますので、お時間がおありのときに
ぜひアクセスしてくださいますよう何卒よろしくお願い申しあげます。

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。

さて今月号ではNUROとUCOM光という高品質なイン
ターネット回線のご案内を2種類掲載しています。
お客様の状況により、最適なプランをご提案させて
いただきますので、ご移転や新規事業所開設時はも
ちろん、現オフィスでのコスト最適化や業務改善も
可能ですのでぜひご相談ください。

それでは次号もご期待ください。

■INDEX■

ステラリンク2014年3月号

P2

P4

P6

P8

P10

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

PCA消費税改正ポイント

DIS mobile WiMAX年間パックのご案内

超高速インターネット NURO Biz

手軽にホームページ開設「ホームページ丸々パック」

ステラオリジナルNAS保証期間UPグレードキャンペーン

UCOM光 インターネット回線初期費用無償キャンペーン

オフィス通販カウネットおすすめポイント

社用車を安全・便利に ドライブレコーダー

ビジネスホンの様々な機能 サクサ PLATIA

FAX課題解決! imageWARE Desktop

コピーのお役立て情報 「①ガラス清掃」

ライブオフィスここが見どころ⑪

弊社のシステムサポート担当がTwitterを始めました。
日々いろいろな情報をつぶやきますので@Stellar_Supportをフォローお願いします。

★ステラリンクのバックナンバーは、
ホームページでご覧いただけます。
http://www.stargp.jp/stellar-link/


