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◆定期連載

第12回

ライブオフィスここが見どころ

第8回

パソコンお役立ち情報
～さよならWindows XP～

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
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せいとんファクスとHOME-BOX で
FAX電子化を促進

★おすすめ周辺機器

エレコム 目を守る液晶保護フィルム

★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

★複合機活用のご提案

2

インターネットでどこでもFAX確認



昨年までに比べ、アンケートご回答にいただく
時間が短くなりました。
ご多用の折、まことに恐縮ではございますが

アンケートにご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

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。
日頃のサービス活動へのご意見、ご要望を
ぜひお聞かせください。

新・プレミアムデザインのテンキー電卓
X mark I KRF ワイヤレス接続ミニ卓上タイプ

記載のURLへ
アクセスください。

お手元にハガキが
届きましたら

http://cweb.canon.jp/csr/furusato/index.html

アンケートにご回答いただきますとお客様に代わり、『未来につなぐふるさ
とプロジェクト』で協賛する各地ＮＰＯへ、10円の寄付を行います。

EOS Kiss X7 レンズキット
一眼レフ、ミラーレスカメラ
約370gの小型・軽量ボディー



＋

せいとんファクスとHOME-BOX で
FAXの電子化が簡単に行えます！！
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HOME-BOX  にFAX転送する事でインターネット接続環境でWEBブラウザ
からFAX受信確認＆電子保管が可能になります！
HOME type-Sを導入する事で電子文書管理の業務効率が大幅にアップします。
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HOME-BOX  でできる事
①フォルダ・ファイルのアップロード ②フォルダ・ファイルの検索＆全文検索
③HOME-BOX2全体の操作履歴の確認（管理者のみ） ③ユーザーごとのファイル更新通知
④ファイルの版管理 ⑤ファイルのインデックスの付与 ⑥WebDAV接続での利用 ⑦モバイル閲覧
⑧ゲストユーザーへの大容量ファイルの受け渡し(2014年2月下旬より利用可能予定)
※詳細はカタログ・担当営業にお問い合わせください
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ファイル名を
自動的に入

力！

ファイル名は複合機アドレス帳
を参照して自動的に入力！

FAXの宛先を参照し、受信FAX
を自動的にフォルダ生成&
ファイル格納！

HOME-BOX に電子化された
FAX保存する事でセキュアに
保管管理できるようになります

FAX

受信

キヤノン複合機

キヤノン_03XXXXXXXX_20130415012345

キヤノン_03XXXXXXXX_20130415012345.pdf

ファクス受信

キヤノン

2013年04月14日

2013年04月15
日

パソコン
共有フォルダー

複合機HDD
ADVANCED

BOX

クラウドストレージ
HOME-BOX2
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※せいとんファクスはFAXをPDFにするとの並行して紙にも出力し続ける事ができます。
一度にFAXを電子化するのが難しいお客様でも柔軟な対応が取れます。
また電子化を行わずファックスバックアップツールとしての活用方法もあります。

効率的にＦＡＸの電子化を進めるために



目を大切にする光沢仕様

取付方法 両面テープ

反射防止機能 ○

反射率 5.50%

可視光線透過率 95%

付属品 両面テープ×4

紫外線カット機能 ○

紫外線カット率 44%

フィルター厚み 1mm

ブルーライトカット率 26%

フィルター材質 ポリカーボネート

ブルーライトカット液晶保護フィルター
EF-LGNBLシリーズ

型番 特長 定価

EF-121NWLGNBL 12.1Wインチ用 幅268mm×高さ151mm ¥13,380

EF-121WLGNBL 12.1Wインチ用 幅262mm×高さ164mm ¥13,380

EF-133W2LGNBL 13.3Wインチ用 幅293mm×高さ164mm ¥13,380

EF-133WLGNBL 13.3Wインチ用 幅286mm×高さ179mm ¥13,380

EF-156WLGNBL 15.6Wインチ用 幅344mm×高さ194mm ¥15,800

EF-17LGNBL 17.0インチ用 幅337mm×高さ269mm ¥16,760

EF-19LGNBL 19.0インチ用 幅375mm×高さ300mm ¥20,630

EF-215WLGNBL 21.5Wインチ用 幅475mm×高さ267.5mm ¥22,560

EF-23WLGNBL 23Wインチ用 幅508mm×高さ286mm ¥24,660

EF-24WLGNBL 24Wインチ用 幅529.5mm×高さ297mm ¥24,660

EF-27WLGNBL 27Wインチ用 幅596mm×高さ334.5mm ¥26,750

●強度に優れたポリカーボネート製で、
キズ付きやすい液晶画面をガードします。
●気泡が入る心配のない仕様



周囲の視線とブルーライトもカット
●新幹線などの移動中も
●外出先での業務処理も
●病院などの窓口業務も
●銀行などの金融業務も

取付方法
①両面テープ
②タブシール

反射防止機能 ○

反射率 5.8%

可視光線透過率 75%

付属品 貼付けシール3種

紫外線カット機能 ○

紫外線カット率 99.9%

フィルター厚み 0.4mm
ブルーライトカット率 48%

フィルター材質 PET、UV硬化樹脂

「ブルーライト」を

約４８％カット！！

↓ まずはご使用の端末（PC）の ↓
↓ 画面サイズをご確認下さい！ ↓

型番 特長 定価

EF-PFS121 12.1インチ用 幅246mm×高さ185mm ¥6,400

EF-PFS121WN 12.1インチワイド用 幅262mm×高さ164mm ¥6,400

EF-PFS133W 13.3インチワイド用 幅285mm×高さ178mm ¥6,700

EF-PFS133W2 13.3インチワイド用 幅293mm×高さ163.5mm ¥6,700

EF-PFS15 15インチ用 幅305mm×高さ229mm ¥7,400

EF-PFS156W 15.6インチワイド用 幅344mm×高さ194mm ¥9,400

EF-PFS17 17インチ用 幅339mm×高さ271mm ¥9,400

EF-PFS19 19インチ用 幅375mm×高さ302mm ¥10,000

EF-PFS19W 19インチワイド用 幅408mm×高さ255mm ¥11,400

EF-PFS215W 21.5インチワイド用 幅475mm×高さ267mm ¥13,100

EF-PFS22W 22インチワイド用 幅473mm×高さ296mm ¥13,100

EF-PFS23W 23インチワイド用 幅508mm×高さ285mm ¥13,100

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

PCの買い替えに合わせて、ぜひご検討ください。
御見積は担当までお声掛けください。







ＰＣＡ会計／給与／商魂／商管
９（Ｖ．２）シリーズをご利用中のお客様へ

現在ご利用いただいている9(V.2)シリーズが
間もなくサポート終了になりますので、
バージョンアップのご検討をお願いいたします。

メンテナンス終了になると、法改正に対応できない。

電話サポートが終了になると、使い方がわからない、

あるいは、エラーが出た際の対応ができない・・・。

PCAの最新版ソフト「Xシリーズ」であれば、

法改正への対応、最新のOS環境への対応が可能です。

バージョンアップにはユーザー様向け特別価格を

ご用意しております。

解決！

価格例

カテゴリ バージョン SA・NW 保守 価格

会計 9／9V.2

スタンドアロン
会員 ￥ 60,000（税抜）

非会員 ￥ 120,000（税抜）

ネットワーク
会員 ￥ 116,000（税抜）～

非会員 ￥ 224,000（税抜）～

※2014年6月末までの価格となります。
※正式なご提供価格については、ご販売店様にご確認をお願い致します。
※非会員価格には、保守が1年付いております。
※ソフト／クライアント数に応じてお値段が変動します。
※上記はソフトのみの価格です。指導・インストール作業等は含まれておりません。

必読

※メンテナンス終了・・・法改正があった場合でもプログラムの提供は行いません。
※サポート終了・・・電話サポートが終了になるので、お問合せをお受けできません。



承認欄追加で監査機能UP
承認欄が4個に増えました。
紙の伝票に印を押すのと同様の承認業務を行うことができ
ます。

予算管理の充実

前年比予算実績比較表・部門別予算実績比較
表を新搭載。経営戦略の立案に欠かせない
資料となります。

部門階層を最大９階層
部門階層を最大９階層まで設定できるようになりました。

より細かい社内組織の管理、また集計資料の作成を

実現します。

社会保険一覧表

給与・賞与データから社会保険に関する

金額を集計し、一覧で出力ができます。

集計したい社員・部門ごとに各種社会保険の

被保険者負担・事業主負担分が出力できます。

伝票入力がさらに便利に
明細数が多い伝票を入力・参照する場合にヘッダー部分を

省略し、明細行を増やした画面への切り替えが可能です。

マスターのスペックアップ

部門・担当者・倉庫・摘要の

登録可能件数が増加。

商品区分・得意先区分・仕入先

区分が5種類まで設定可能。

PCA商魂X・PCA商管X

PCA給与X

PCA会計X

異動シミュレーション入力層を最大９階層
部門ごとの平均年齢、平均勤続年数などを参照しながら

異動のシミュレーションを行うことができます。また、

作成したシミュレーションデータで構成帳票、社員

推移表、組織図などを出力することも可能です。
※システムBのみ

『PCA給与X』との連動で給与

『PCA給与X』で設定した支給控除の内容

の変更や社会保険料の改定などを受け

入れることができます。

PCA人事管理X

『ＰＣＡ Ｘシリーズ』の特長

『ＰＣＡ Ｘシリーズ』ラインナップ

【構成図】

【構成図】

【構成図】

EasyNetwork版では、ホストPCにデータを保管し
2台で同時に処理することが可能です。

2台以上で同一社屋内で運用したい場合は、SQL版が
最適です。C／Sで負荷分散し、快適な運用を実現。

遠隔地運用の運用時は
リモートデスクトップ
サーバー機能を利用し
運用します。基幹業務
データを流すことなく
運用が可能です。 インターネットに接続可能なPCにPCAクラウドを

セットアップし、月額料金のみで利用可能です。

ホストＰＣ

ＨＵＢ

ＤＢサーバー

ＨＵＢ

クライアントＰＣ

クライアントＰＣ

ＤＢサーバー リモートデスクトップ
サーバー

ＨＵＢ
ルーター

インターネット
ＶＰＮ



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



データ消去サービス

データは狙われています！

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。

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。

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

※消去専用ソフトウェアを使用した場合

※

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。）



Windows XP ができるまで

さよならWindows XP
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 のサポートが終了致します。
振り返ってみると多少問題点はあったものの、⻑い間ご利⽤されたお
客さまもたくさんいらっしゃるかと思います。
そこで今回はWindowsの歴史を簡単に振り返ってみたいと思います。

初めてMicrosoftがWindows1.0を発売したのが1985年11月で、その後Windows3.1までは別の
システム上で動くアプリケーションの様な扱いでした。

その後単独で動作するシステムを目指したMicrosoftが発売した物が「Windows 95」になります。
こちらは当時、業界関係者や報道陣を中心にお祭りの様に扱われて売り上げを伸ばしたようです。

また、別系統としてビジネス向けのシステムWindows NT系と言うシステムがあり、
こちらがWindows XPの直系のご先祖様になります。

MS-DOS上で動くアプリ型の時代

1985年11月 Windows 1.x

1987年11月 Windows 2.x

1990年5月 Windows 3.x

OSとして単独動作を確⽴したWindows9x系

1995年11月 Windows 95

1998年7月 Windows 98

2000年9月 Windows ME

Win3.xとの互換性を持ったビジネス向けOSのNT系

1993年7月 Windows NT3.x

1996年8月 Windows NT4.0

運用管理

導入廃棄



Windows XP の子孫たち

Microsoftは、Windows NT系とWindows 9x系の2系統を開発・販売する事が負担となりはじめた
ため統合化する事にしました。

Windows NTの安定性・堅牢性とWindows 9x系のマルチメディア機能や使いやすさを併せ持った
汎用OSとして「Windows 2000」をリリースし、その「Windows 2000」の改良・機能追加を⾏い
完成したシステムが「Windows XP」となるのです。

NT系と9x系の統合を⾏った新システム サポート終了⽇

2000年2月 Windows 2000 終了

2001年11月 Windows XP 2014/04/08

XPの後継システムたち サポート終了⽇

2006年11月 Windows Vista 2017/04/11

2009年9月 Windows 7 2020/01/14

2012年8月 Windows 8.x 2023/01/10予定

2015年4月？ Windows 9 未定

後継ｼｽﾃﾑﾍﾞｰｽでﾋﾞｼﾞﾈｽ向けに特化 サポート終了⽇

2000年2月 Windows 2000 server 終了

2003年6月 Windows Server 2003 2015/07/14

2008年2月 Windows Server 2008 2020/01/14予定

2012年9月 Windows Server 2012 2023/01/10予定

通常２〜3年ごとに新しいシステムが発売されていましたが、Windows XPの発売から5年経過後に
「Windows Vista」の発売となります。これもWindows XPのシェアの高さが伺えます。
Vista発売後は「Windows 7」、「Windows 8」、「Windows 9」へと続いて⾏く事となります。

また、ビジネス向けに特化したWindows Server系もあります。
Microsoftは以前の経験を元にそれぞれに開発するのではなく、たとえば『Windows 7』と
『Windows Server 2008』は基本部分(カーネル)は同じものを使い、後は必要な機能を肉付けしていく、
といった共通部分を多く持たせる⼿法へ変更となりました。

Windows XP 、⻑い間ありがとう！

これからもどのように進化していくか楽しみではありますが、最後にひとこと言わせてください。



遠隔地との会議もタイムリーに行えます！

離れた場所同士でも顔を見て気軽に打ち合わせが可能に！
移動時間、交通費などのムダをカット！

・お互いの表情を確認できるので打ち合わせの質も向上します。

・移動にともなう時間、コストを削減できます。

・本社、拠点の複数同時接続が可能なので、研修などでの大人数参加が可能です。

【課題】

・会議のたびに本社に集まるため、拠点からの移動時間が
負担になっていた。

・グループ会社とのコミュニケーションの取り方に
検討が必要だった。

【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.12

テレビ会議を導入してから、会議に参加するための移動時間が減っ
て、効率的になりました。新商品の勉強会なども拠点から参加でき
るので気軽に参加しやすく、スピーディーな情報共有ができている
と思います。

⻄東京営業部 システムサポート課 堀越

テレビ会議システムの導入で拠点との会議、
グループ会社との会議もお互いの顔をみて
円滑に進める事ができます。

カメラとマイク

愛媛にあるグループ会社（株式会社アグサス）との打ち合わせは
テレビ会議で⾏っています。映像と⾳声の品質もとても良く、⼗分
なコミュニケーションが取れています。

ドキュメント・ソリューション営業部 オフィス営業1課 有馬

テレビ会議風景

設置イメージ



私たちサポート営業課は、現在7名のメンバーで活動しており
ます。
機器メンテナンスからオフィス全般の販売までトータルでお客
様のお手伝いをさせていただいているチームです。

雰囲気は常に明るく、目標達成時にはメンバーで飲みに行き
ます。（飯田橋テング、神楽坂竹子などよく出没します。お見
かけの際は温かく見守ってください！）

最近は、ある課員がソチオリンピックの影響で子供にアイスス
ケートをさせたところ「ローラースケートのほうが楽しい」と言
われてしまったという、残念な話題で盛り上がりました(笑)

メンテナンスも販売も両方やるからこそできるご提案があると
考えております。

お客様にとっての一番のビジネスパートナーなれるように努
めます。私たちステラグループ・サポート営業課に何なりとご
相談ください！！

ステラの
Face of Stellar Group

Facebookページで好評の弊社の部署、社員紹介を
今月からステラリンクにも掲載いたします。
ぜひステラ社員の素顔をお楽しみください！

★ステラグループFacebookページには、
弊社ホームページ右側のリンクボタンからアクセスできます。
FacebookページURL： https://www.facebook.com/stargp.jp

【2月25日掲載】
ドキュメント・サポート部 サポート営業課
（飯田橋・本社オフィス）

【3月5日掲載】
ドキュメント・ソリューション営業部
オフィス営業課
（飯田橋・本社オフィス）

私たちは東京都心のエリアで毎日元気に活動させていただい
ています。人員は6名。取扱い商品はOA機器・オフィス家具等、
オフィスに関する物は何でも、です！【百聞は一見にしかず】
をテーマにOA機器のデモンストレーションには特に力を入れ
て活動しています。

課内のモットーは、楽しく、そしてオン・オフをしっかりと切り替
えて、助け合って。月に数回は飯田橋テング酒場に出没し、仕
事、プライベートと様々なトークを繰り広げてはチームの絆を
深めています。(ステラはテング酒場好きが多いのです)

そんなチームを一言で言うと【体育会系】！！

これからも「ステラに相談すればなんでも解決してくれる！」と
言っていただける様に、お客様と末永くお取引して頂く為に、
オフィス営業課一同、頑張ってまいります。何でもご相談下さ
い。

<おまけ> どうしても言いたい！のコーナー☆
ステラ1,2位を争うラーメン通の三村さんにオススメのお店を聞
きました。
最近のブームは「日清ラ王 袋麺屋」
なんと袋麺を調理してくれるお店だそうです。
「普通の有名店じゃつまらないでしょ！」と、さすがの一言。



■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。

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。
今年は何度も大雪に見舞われた冬でしたが、日に日に春の息吹を感じ始めました。

景況感の好転に伴いまして、この春、新人さんが入社されるお客さまも多いと存じます。
新しいデスク・チェア、そしてパソコンの準備はお済みでしょうか？
ぜひ私たちステラグループにご相談、ご用命くださいませ。

末筆ながらお客さま皆様方の益々のご発展・ご繁盛を
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。

弊社のFacebookページはもうご覧いただきました
でしょうか？Facebookのメイン企画として好評いた
だいている部署紹介を今月号からステラリンクにも
掲載いたします。ステラ社員の素顔をさらけ出して
まいりますので、最新商品情報とともにどうぞお楽
しみください！

それでは次号もご期待ください。
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アンケートご協力のお願い

FAX電子化促進「せいとんファクス + HOME BOX

ELECOM ブルーライトカット・覗き見防止液晶フィルタ

手軽にホームページ開設「ホームページ丸々パック」

PCA ９ シリーズサポート終了のご案内

オフィス通販カウネットおすすめポイント

安全にPCを処分「データ消去サービス」

パソコンお役立ち情報⑧

ライブオフィスここが見どころ⑫

ステラの人 Face of Stellar Group ①

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を
ホームページでご覧いただけます。
http://www.stargp.jp/stellar-link/


