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◆定期連載

第14回

ライブオフィスここが見どころ

第9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！

月
2014
6

★キャンペーン実施中！

オフィス通販カウネット
ご紹介キャンペーン

（6月末まで）

★新製品ご紹介

★超高速で低コスト

高速インターネット回線
NURO Biz 取り扱い開始
クラウド化に向けても最適

シュレッダー「シュレッドギア」
お客さまのニーズに
合わせた豊富な
商品ラインナップ



ファイル名

検索!

クラウドサービスで
バックアップ

顧客FAX

FAXを
データ転送

①紙を無くしても、データで残っているから安心！

③面倒くさい設定が無いので、簡単に電子化が実現！

②ファイル名は、“会社名”や“日付”が自動的に付与！

③ファイル名を自動付与！

FAXを受信

ファクス文書を安全に保管する方法

取引先FAX

PC

モバイル端末

キヤノン_03XXXXXXXX_20130415012345.pdf

大口質店_03XXXXXXXX_20130417082411.pdf

寺澤興産_03XXXXXXXX_20130423155555.pdf

①紙に出して！
②同時に電子化！

・発注書、受注書
・売上報告書
・作業指示書、作業報告書

・各種案内文、DM

紙で出力してバインダーに保存

紙の保存とScanしてPDFデータで保存

万が一紙を無くしたり、災害で焼失
したり・・・どうしますか？

Scanしてファイル名を変えてフォルダ
に移動するのは大変ですよね？

1

2

・etc・・・

一般的なファクス文書の保存方法ファクスで送られてくる文書

注意！
ファクス文書は
重要なものが

多い



2014年4月現在

新着通知機能で、FAXを取り

に行かなくても着信/内容の確

認が可能！

登録名称

http://cweb.canon.jp/solution/home/lineup/cloudstorage/

FAXに伴う手作業を
大幅削減！

クラウド上に自動転送！サー

バを使わず安心安全にデータ

を保管！ファイル名での検索

も簡単！

FAXの紛失を防止！

不要なFAXは削除し、無駄な

FAX出力コストを削減！

無駄なくFAX処理！

クラウド上で電子データを安全

に格納し、外出先でスマートデ

バイス等からデータを閲覧す

る事が可能！

いつでもどこでも
FAX確認！

ファクス番号

検索

自動転送 確認

■ 商品構成例

imageWARE Desktop 1ライセンス （初年度保守付き）

HOME-Desktopコネクター （無償提供）

せいとんファクス for MEAP ADVANCE

¥28,000

¥0

¥40,000

商品名 標準価格

■ユースウェア

imageWARE Desktopインストールサービス （6,000円/台）※1

MEAPインストールサービス （2,500円/台）※1

HOME-BOX2 設定サービス※1

¥6,000

¥2,500

¥3,000

■ 保守

imageWARE Desktop 保守パック （2年目以降）

MEAP保守サービス

¥7,600/年

¥500/月

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

http://cweb.canon.jp/software/document/lineup/desktop/

標品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

HOME クラウドストレージパック （type-S）
¥5,000

¥2,000

商品名

スターティングパック

月額

※1 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。 ※2 導入月にはMEAP保守サービス

（¥500/月）も含んでおります。 ※3 imageRUNNER ADVANCE 4000、6000、C5000、C7000シリーズ。

※4  imageRUNNER ADVANCE C2000シリーズ ＊価格はすべて税別です。

合

計

¥85,000

¥2,500/月

導入月※2

翌月以降

●記載の内容は2014年4月時点の情報から作成しております。

●弊社の都合により予告なく変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。

受信FAXに自動で相手先の情

報を付与！フォルダ生成･振り

分けまで自動で行い整理の手

間を削減！

受信FAXへ直接、書き込み！紙

に手書きするより簡単・綺麗！

受信日時

自動転送

削除
広告FAX

家/外出先

キヤノン_03XXXXXXXX_20130415012345.pdf

キヤノン_03XXXXXXXX_20130415012345.pdf

大口質店_03XXXXXXXX_20130417082411.pdf

寺澤興産_03XXXXXXXX_20130423155555.pdf

FAX受信

FAX送信

データで転送

社 内

せいとんファクス
for MEAP ADVANCE

■ 設定おまかせサポートサービス

image RUNNER ADVANCE (BOX機能あり) *3

image RUNNER ADVANCE (BOX機能なし) *4

¥2,000/月（税別）

¥1,500/月（税別）

商品名 標準価格

１

2

3

4



最新シュレッダーのご案内

シュレッド ギア

★平成25年12月22日(日)7:30〜のTBS「がっちりマンデー！！」にて紹介さ
れました。 http://www.sakaecorp.com/topics/20131226.html

①クロスカット（約2.5ｍｍ×30ｍｍ）

②フラットスクエアーカット（約6ｍｍ×14ｍｍ）

③マイクロカット（約1ｍｍ×9.6ｍｍ）

④マイクロカット（約1ｍｍ×5ｍｍ）

① ② ③ ④

⼀度に65枚細断が可能なモデルや、省スペースなデスクサイド機など
3シリーズ14機種と豊富なラインナップ!

保守パックについても充実の内容となっています！
（詳しくは裏⾯をご覧ください）

お客様のニーズに合わせて選べる細断方式

ＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）で32年間20万台以上製造の経験
をもとに自社ブランド化！
世界最高の【セキュリティレベル７※】から【コンパクトモデル】まで、
豊富なラインナップ！※ドイツDIN規格

日本国内はもとより、米国政府の主要機関においても導入実績がございます。
ハイセキュリティ性を備えた極⼩細断や⾼速処理、安全性など、

そのシュレッド技術は世界最高水準とのご評価をいただいております。

お問い合わせは ステラグループ株式会社
製造元 株式会社 サカエ
販売元 三栄 株式会社

販売代理店



シュレッド ギア

最大細断枚数や細断方式とコスト面から
お客様のニーズに合わせてご提案申しあげます！

最大細断枚数（枚）

価格帯（万円）

＜保守パックについて＞

●配送設置費用：shohka・senka は¥20,000/1台(税別)
●旧品回収費用：¥10,000/1台(税別)
●保守パック（5年間）保守料⾦： shohka・senka ¥90,000/1台(税別)
※デスクサイドタイプのsenka15のみ¥70,000/1台(税別)
※年間定期保守1回+スポットコール2回まで。
※年間のスポットコール3回⽬以降は、別途費⽤が必要です。

お問い合わせは ステラグループ株式会社
製造元 株式会社 サカエ
販売元 三栄 株式会社

販売代理店











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



家具カタログ12号▶P.292・293オフィスプランニングサービス
レイアウトのご提案から各種工事まですべておまかせ！ 受付時間：月曜日～金曜日　9:00～18:00

　　　　（土曜・日曜・祝日、年末年始を除く）0120-820-518
カウネットオフィスプランニングサービス専用ダイヤル

※番号はおかけ間違いのないよう
　ご注意ください。

まずはお気軽に
お電話ください。

〒144-8721 東京都大田区蒲田5丁目37番1号
ニッセイアロマスクエア16階

※チラシ有効期限：2014年6月30日お問い合わせは
カウネットヘルプコール ※番号はおかけ間違いのないようご注意ください。

0120-028-775TEL

ご紹介FAX用紙

http://www.kaunet.com
ご紹介フォームに
必要事項を
ご入力のうえ、
送信。

31 まずはログイン。

※パスワードはカタログに同封
　されている「ピックアップリスト」に
　記載されています。

P.1244

ご紹介の注意点

※ご紹介先へのポイントは、初回購入のあった月の翌月第1営業日に加算されます。
　（ただし、2014年7月31日までの購入が対象）

※ご紹介元へのポイントはご紹介先の登録が完了した月の翌月第１営業日に加算されます。

※ポイントサービスの概要はP.1269～をご覧ください。

ポイントプレゼントの時期・サービスの概要について

※いずれか一つにチェックを
　入れてください。

お支払い方法
※振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

銀行振込 毎月末締翌月25日お振込□
※振込手数料のお客様のご負担はありません。

ゆうちょ銀行振替 毎月末締翌月25日お支払
コンビニ支払□

（赤太枠内♦は必須事項）

（必須） ご担当者名

ご担当者名

会社名

（必須）

ご住所

丁目・番地 ビル・マンション名等

都　道
府　県

市　郡
区

〒　　　　-　　
※会社団体個別郵便番号は対応しておりません。

 ※会社名、ご担当者名、ご住所、電話番号等、赤太枠内◆（必須事項）はお間違いのないよう、もれなくご記入ください。

※部署ごとにご契約の場合は、直通電話をご記入ください。

（25文字以内） （25文字以内）

（必須）

（必須）

（25文字以内）（必須）

※沖縄県および
　離島はお届け
　対象エリア外と
　させていただい
　ております。

バナーをクリック！2

ご紹介ください！
他部署・支店・営業所を

ご紹介１社につき　　 　 　　ポイントプレゼント！1,000

※ご紹介先は、FAXをお持ちの法人様とさせていただきます。※ご紹介先のお電話番号が既にカウネットに登録されている場合、ご紹介は成立いたしません。あらかじめご了承ください。
※ご紹介先には、カウネットからお電話にてご連絡することを事前にお知らせいただきますよう、お願いいたします。
※カウネットへのご登録が完了した時点でご紹介成立となりポイントプレゼントの対象となります。※ご紹介が成立した場合は、カウネットからご紹介元にFAXにてお知らせいたします。
※ご紹介先へのポイントプレゼントは2014年7月31日までにカウネットにて購入があった場合のみ対象となります。

（必須）ご登録電話番号

（必須）FAX番号（必須）電話番号

ご紹介方法 その1
インターネット

S-31

ご紹介キャンペーン実施中！

ご紹介先のカウネットへの登録で 初回購入（＊）で

キャンペーン期間

2014年  5月1日（木）
〜6月30日（月）

プレゼント プレゼント
10001000 ポイントポイント

ご紹介元には ご紹介先にも

今だけ

さらに

通常400ポイント
のところ

で

ポイントの使い方いろいろ ポイントサービスの概要はP.1269〜をご覧ください。

ポイントは100ポイント単位で利用できます。

例えば
3社紹介（=3000P）で

1000 1000円の
値引きができるポイント

ポイントは100ポイント100円として
値引きに使える

こんな賞品とも交換できます

＊2014年7月31日までの
購入が対象です

¥1,000

1件につき
もれなく もれなく

2700ポイント
焼きドーナツ
詰め合わせ

2300ポイント
ペアマグセット

1000円分に相当1000ポイントプレゼント

お知り合い・他部署の方ご紹介で

期間中にご紹介いただくと
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地震対策商品のご紹介



遠隔地データバックアップ

25GB

50GB

100GB

200GB

契約容量

300GB

月額料金 台数

無制限

500GB

1000GB

2000GB

２TB以上のご利用についてはお問い合わせください。

WindowsPC・サーバ 台数無制限
全部まとめて月額5,750円（税別）～

・・・・・

東京
大阪

1．対象マシンにプログラムをインストール

2．バックアップ対象を選択

3．バックアップスケジュールを登録

超簡単３ステップ

料金

初期費

¥0

¥5,750

¥10,000

¥18,000

¥32,000

¥45,000

¥59,000

¥80,000

¥150,000

対応OS
• Windows XP/Vista/7/8/8.1
• Mac OS X v10.5.x ～
• Windows Server2003R2
• Windows Server2008/2008R2
• Windows Server2012/2012R2
• Red Hat Enterprise Linux 5.x/6.x
• CentOS 5.x/6.x
環境
インターネット接続環境必須

ご利用条件



IPカメラの録画装置としても利用可能なロジテック「WINAS」

ルクレ社「ArobaView」相互動作確認済みで、安心してご利用いただけます。
コストパフォーマンスに優れたNASとの組合せで監視カメラをもっと手軽に導入できます

●WindowsStorageServerOS搭載

●高信頼性電源搭載で、24時間稼動でも

安定した処理能力を実現

●メモリー4GB搭載で、アプリケーションの

動作も安定

●HDD 4台搭載でRAID5システムを構築

データの冗長性も確保

LSV-5S4CW2 Series
●直感的なUIでカンタン操作。

●カメラ10台までの録画が可能な無償版

を用意

●シャトルサーチやユニークロケーション

など豊富な機能を搭載

●マルチカメラベンダ対応により環境に

あわせたカメラを選択可能

ネットワークカメラ8台を最大1ヵ月間保存可能 (※)

店舗・施設の
防犯システムとして

託児所・保育園の
監視用システムとして

企業事務所の
入退管管理として

相互動作
確認済み

※ LSV-5S4T/4CW2(4TBモデル)をRAID5、ネットワークカメラのビットレートを1Mbps（H.264、5fps、HD画質)で設定した場合

対応カメラ
３００機種以上

2014年6月



ArobaView対応製品（ ArobaViewインストーラー搭載）

RAID5対応4HDD搭載ストレージ＜WindowsStorageServer2008R2搭載＞

LSV-5S4CW2シリーズ

LSV-5S4T/4CW2

③ネットワークカメラ

最大１６台まで接続
可能。

②PoE HUB
ネットワークカメラの
ネットワーク接続を行う
だけでなく、カメラに電
源供給を行います。

④UPSユニット

停電等による電源障
害から機材を保護し
ます。

①NAS
ネットワークカメラの
映像を保存します。
※ArobaViewを標準
搭載。

⑤監視用PC
システムの管理・設定。
ライブや録画データの
再生用に利用。既存の
PCでも対応可能です

LAN
予備電源

分類 メーカー名 型番 価格 数量 明細合計

① NAS ロジテック LSV-5S4T/4CW2 160,000 1 160,000
② PoE HUB ロジテック LAN-GSW08ES8M3A 24,800 1 24,800
③ ネットワークカメラ AXIS AXIS P1354 112,000 4 448,000
④ UPS シュナイダーエレクトリック SMT-500J 46,900 1 46,900
⑤ 監視用PC 各社 - - 別途

■構成例：ネットワークカメラ4台、ArobaView（フリー版）をご利用の場合

エレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp

ロジテック株式会社
http://www.Logitec.co.jp

オプションで最大5年間の保守
サービスを用意しております。



/ 0120-734-343

CORPORATE INFORMATION

            

          



/ 0120-734-343

CORPORATE INFORMATION

            

          



ウィルスの種類 

第9回（運用編） 

ライフサイクルに合わせた 
情報をお伝えいたします！ 

パソコンお役立ち情報 

運用 管理 

導入 廃棄 

ここ数年お客様のパソコンで偽装セキュリティツール
を見かける事があります。 
突然の表示に驚かれるお客様も多いため、慌てず対応
できる様に簡単にご紹介させて頂きたいと思います。 

種別 概要 備考 

コンピュータウイルス プログラムファイルの一部を書き変えて自分自
身をコピーするように改造し、実行された際に
増殖する 

増殖するために宿主とな
るプログラムファイルが
必要 

ワーム 単独のプログラムでほかのプログラムファイル
などに感染せず、自己増殖し増えていく 

宿主を必要とせず実行さ
れるたびに増える 

スパイウェア PC内の各種ファイルやパスワード、キー入力
情報、ブラウザの閲覧履歴などを外部に送信す
る 

単独で増殖はしないもの
の、他のスパイウェアな
どを呼び寄せて勝手にイ
ンストールしてしまう 

トロイの木馬 一見便利なアプリケーションであるが、その内
部ではコンピュータウイルスやスパイウェアと
同様の動きをする 

一見便利そうなのでユー
ザー自身がインストール
してしまう 

アドウェア 広告を目的とした無料のソフトウェアであるが、
なかには情報を収集していたり、広告を消すた
めに料金を要求する物もある 

広告目的ではあるが、ト
ロイの木馬に似た動きを
する事もある 

まずは『ウイルス』や『スパイウェア』などの違いをご説明いたします。 
スパイウェアやトロイの木馬、アドウェアなど境界線が曖昧な物も多いですが、大まか
な機能や違いを一覧にしてみました。 

上記の他に『バックドア』や『Excelマクロウイルス』など多くの種類があります。 
また、コンピュータウイルスやスパイウェアなどをひとまとめにして、「悪意のある」
という意味の『マルウェア』と呼ぶこともあります。 
 
最近の傾向ではインターネット閲覧中に広告等で言葉巧みにインストールさせ、エラー
やウイルス感染した旨表示しソフトウェアの代金を要求するといった偽装セキュリティ
ツールが流行っているようです。 
これはユーザー自身がインストールして居る為、一般的なウイルス対策ソフトでは防ぐ
事が難しいようです。 

『マルウェアについて』 



偽装セキュリティーツール 

セキュリティソフトとしての機能がないにもかかわらず、多数のエラーやウイルスを検
知し修正や駆除のためにユーザーから金銭をだまし取ることを目的としたソフトウェア
です。 

フリーソフトのインストール時に一緒にインストールされる事も多く、上記の画面が出
て初めて気が付く事が多いようです。 
また、一般的なフリーソフトであっても、同じく一般的なウイルス対策ソフトの体験版
が気が付かずインストールされ、複数のウイルス対策ソフトがインストールされた状態
となり不具合を起こすことも多いようです。 

その他の迷惑プログラム 

中国製ブラウザ 
どこかのサイトを見た際に勝手にイ
ンストールされ常用ブラウザ（ス
タートページ）に設定されてしまう。 
レジストリなどに情報を書き込む為、
削除が大変困難。 

 

 

 

フリーソフトなどをダウンロードやインストールする際、次へ次へとあ
まり画面の内容を確認することなくクリックしてしまいがちですが、 
画面に表示されている内容をよく確認することがとても大切です。 
 
特にチェックボックス等にチェックが入っているような項目がある場合
は注意してください。 
チェックを外すだけで迷惑プログラムが入ってしまう面倒な事態から回
避できることが意外と多いのです。 



ステラグループでは、「地球環境保全と資源の有効活用」を目的とし

使用済みカートリッジを回収しています。

集められた使用済みカートリッジは、資源として有効活用しております。

※回収にはお時間がかかる場合もございます。ご了承ください。

回収のご依頼は・・・

担当、またはサポートセンターまで TEL 0120-85-1861

カートリッジ回収にご協力をお願いします。



小型のノートパソコンでも
デスクトップパソコンと同様の視野を確保！

スペース有効活用とクリーンデスクトップも維持し、効率性もアップ！

・ノートパソコンの画面と同時に使えるので以前よりも作業視野アップ。

・もっと視野を広げようと思えば液晶ディスプレイだけ入替すればOK。

・縦方向でも使えるディスプレイであれば作業によっては更に効率性アップ。

【課題】

・社内のパソコンをすべてノートに変更するため
画面が小さくなることで効率が落ちる懸念があった。

・デスクトップの導入は運用面でNG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.14

私はモニターを縦にして使用しております。
縦にする事で、A4の書類がすっきりモニターに収まるので
資料を⾒るのも⼤変便利です。

ドキュメントサポート1課 山腰

その日の仕事が終わるとノートPCはワゴンに片づけるので
翌朝、綺麗な机で仕事を始められます！！

ドキュメントサポート2課 窪田

液晶モニタを接続することでデスクトップパソコンと同様の
作業視野を確保できました。

ノートパソコンと接続すると
このように広い作業視野を活用できます。

外出時はノートパソコンをワゴンにしまうので
液晶モニタがあっても机上がスッキリします。



ステラの
Face of Stellar Group

Facebookページで好評の弊社の部署、社員紹介です
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

【4月21日掲載】
西東京営業部 （三鷹オフィス）

【5月12日掲載】
システム・ソリューション営業部
システム・サポート課
（飯田橋・本社オフィス）

システムサポート課は文京区・千代田区ほか、都心エリアの
お客さまのWindows、MacのクライアントPCからNASや
Windows Server、ネットワーク構築まで幅広くサポートしてい
ます。常に新しい製品が発表される業界ですので日々勉強し、
お客様の目線に立ちお客様と共に問題解決、提案、そして解
りやすい説明を心掛けています。
毎朝朝礼を行い、前日の問題や解決方法などを課内で共有
し技術力の向上と平均化を進めています。打ち合わせの際
にはブレーンストーミングを取り入れて進行することもありま
す。

課内でよく盛り上がる話の内容はパソコンに限らず、昔のド
ラマやアニメ、ゲーム、スポーツ等、マニアックです。個々の
性格に違いはあれどメンバーの脳内は共通の事柄が多いの
かなと感じます。もちろん仕事は常に真剣です。
そんなチームのスローガンは、「One for ALL、ALL for One」
各個人の強みを生かし、何事にもやるときには束になって取
り組みます。

ひとつの何気ない質問もシステムサポートにとってはチーム
の財産となります。
必ずお客様に還元をさせていただきますので、（仕事以外の
ことでも）何でもご相談ください！

オフィス営業課は複合機をはじめ、サーバやパソコン、オフィ
ス家具など事務用品を幅広く提案するプロ集団。ドキュメント
サポート課は複合機の修理、点検、保守を専門に行っており
ます。三鷹市、武蔵野市を中心に東は杉並区、練馬区、世田
谷区から西は府中市、国分寺市、東村山市までを活動エリア
としております。

メンバーはベテラン揃いのため、公私に渡り経験豊富です。

商品知識や製品のご提案、オフィス機器に関することは勿論
ですが、プライベートに踏み込んだ内容の事も幅広く承ります。
また、スタッフ一人一人、明るい笑顔でご対応させて頂きます。

そんな私達の強みは少人数ではありますが小回りの利くチー
ムとして部内で多くの共有を図れる事だと思います。

営業とサポートが一丸となり皆様のお役に立てるかを様々な
角度から議論して解決しております。常にコミュニケーション
をとっているため仕事後に部内で飲む時には話が尽きずに
終電を急ぐ事もあります。

私たちを一言で表すとすると「凸凹集団」

不思議な表現になりましたが、個々の特徴を活かし誰かが誰
かをカバーできる、助け合いを信念として各自が日々の活動
に取り組んでおります。

西東京営業部は一丸となって迅速かつ効率良い事務所環境
などトータルオフィスのご提案を目指しています！

今後ともよろしくお願いいたします。

西東京営業部・三鷹オフィスは【オフィス営業課】と【ドキュメン
トサポート課】の2課に分かれております。
人員はオフィス営業課3名、ドキュメントサポート課3名、営業
支援1名の計7名で構成されております。



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



■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

TEL: 03-5804-8780
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

TEL: 042-525-2146
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

TEL: 0422-52-8351
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

TEL: 045-651-7421
<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。

今年もキヤノンお客さまアンケートの季節となりました。
お手元にハガキが届きましたら、
そちらに記載されておりますＵＲＬに
アクセスいただきますようお願い申しあげます。
ご多用のところ、お手数をおかけして、誠に恐縮ですが、
私どもステラグループのサービス向上のため、
是非ともご協力くださいますようよろしくお願い申しあげます。

いきなり気温が上がって参りました。
お客さま皆様方の益々のご健勝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。いつもお読みい
ただきありがとうございます。

職業病？と思うことってありませんか？私の場合
は、テレビドラマなどで、オフィスのシーンがある
と「あ、キヤノンのコピー機だ」「このMacすこし前
の機種だな」と、画面にちらっと映るOA機器に目が
行ってしまいます。

業界ならではのちょっとした「あるある」ってあ
りますよね。お客さまの会社でも昼休みや飲み会の
話題にしていただけたら幸いです。

それでは次号もご期待ください！
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受信ファクス文書の自動バックアップ

最新シュレッダー Shred Gear ご紹介

超高速インターネット回線 NURO Biz

手軽にホームページ開設「ホームページ丸々パック」

オフィス通販カウネットご紹介キャンペーン

地震対策商品のご紹介

初期費用無料＆台数無制限！遠隔地データバックアップ

ロジテック NAS+ネットワークカメラ

オフィス移転

パソコンお役立ち情報 ⑨マルウェアについて

使用済みカートリッジ回収ご協力のお願い

ライブオフィスここが見どころ⑭

ステラの人 Face of Stellar Group ③

キヤノンお客様アンケート回答のお願い

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/


