
ステラグループ定期情報誌 ステラリンク第60号
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イチ押し！ ついに登場！
等身大R2-D2™型
移動式冷蔵庫が
あなたオフィスに！

隔月連載
お役立ち情報

第12回
「表示言語切り替え」

商 品 情 報
“FinalCode”

渡したファイルが
“あとから”消せる、
魔法のソリューション。
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hiroaki.tanaka


hiroaki.tanaka

詳しくは次ページをご確認ください
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jun.tanaka


yuta.muto

【営業拠点】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

yuta.muto

販売店：

yuta.muto

ステラグループ株式会社

hiroaki.tanaka

詳しくは販売店までお問い合わせください
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ウェブ閲覧や電⼦メールはビジネスにおいて不可⽋なツールとなり
情報発信、情報取得などは簡単な操作で⾏うことができます。

しかし⼗分に対策を⾏わなければ重要な情報は危険にさらされてしまいます。

会社の情報を外部のネットワークから保護し、会社のネットワークを
強くすることにより、情報漏えいの危険性を低減します。

Fortigate 60D (UTM)パッケージ

ファイアウォールをベースに、アンチウイルスや不正侵⼊防御、
Webフィルタリングといった複数のセキュリティ機能が統合された機器の事です。

UTM(統合脅威管理)とは

リスク低減対策のご提案
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保守5年分⼀括⽀払タイプ 保守⽉額料⾦タイプ
導入費用 ※1 ¥560,000- ¥400,000-

月額費用 ¥0- ¥4,000-

最低利⽤期間 - 24ヶ月 ※2

 オンサイト(訪問)による設置

 お客様のインターネット環境にあわせたインターネット設定
※透過モードで設定した場合、リモートメンテナンスは受けられません。

 基本セキュリティであるアンチウイルス機能・不正侵入防御機能・アンチスパム機能・Webフィルタ機能の設定

 アンチスパムおよびWebフィルタのブラックリスト・ホワイトリストを設定

 UTMライセンス登録手続き代行

※1 導入費用にはUTMの利用ライセンスが5年分が含まれます。6年目以降は別途ライセンスを購入する必要があります。

※2 24ヶ月以内の解約は、残りの月額ランニング合算料金の請求となります。

※本商品はノード数を30台未満を想定しております。30台以上の場合はご相談ください。

日々変化する脅威に対し、ステラグループがお客様の変わりに日々の運用を
サポートするパッケージ商品をご用意しました

 トラブル時には弊社サービスエンジニアによる電話対応後、リモートもしくは訪問にて対応をいたします。

（オンサイト(訪問)保守：平日の9:00～17:00、電話受付9:00～17:30）

 リモートによるアンチスパムおよびWebフィルタのブラック・ホワイトリストの適用（ルータモードのみ）

価格は全て税抜価格となります
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仮想ファイルシステム「拡張ボリューム」採⽤で⾼速な処理を実現

丸ごとパックであんしん

パッケージ特別価格

オプション価格に関しましては、
担当営業までお問い合わせください。

消費税は含まれません。
パッケージの詳細は裏⾯をご覧ください。

¥258,000

高信頼ハードディスク
「WD Red」を搭載し、
USB 3.0対応で超高速

データ損失を大幅に低減する
「拡張ボリューム」を採用した
2ドライブビジネスNAS

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

●NAS本体
I/O DATA製
HDL2-Hシリーズ

●バックアップ用HDD
I/O DATA製
HDJA-UT4.0W

●無停電電源装置(UPS)
OMRON製
BY35S

保守
ステラグループ
オンサイト保守

基本セット
3年保証 4TBモデル

オプション
NAS Securityなし
データ復旧費⽤保障なし
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価格は全て税抜価格となります。

※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

オプション
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

オプション 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）

※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。

ステラグループ保守パックの主な内容

ラインナップ

※1 2TB HDD×2の構成となり実際の保存容量は1.8TB程度となります。

※2 4TB HDD×2の構成となり実際の保存容量は3.8TB程度となります。

※3 購入時オプションとなります。
Trend Micro NAS Security 搭載モデル構成となります。

8TBモデルに変更※2

4TB・3年保証の基本モデル※1

5年保証モデルに変更

ウイルス対策※3を追加

データサルベージ保障※4を追加

お客様のご要望に沿ったモデルへ
※4 購入時オプションとなります。

論理障害3回、物理障害1回の合計4回まで、かつ、合計最大100万円
までのデータ復旧費⽤をご負担致します。
ただし、基本ハードウェア構成以外での運用は対象外となります。
当オプションはお客様のデータの復旧を保証するものではありません。
また、データ消失の損害を賠償するものではありません。

オプション

オプション

(+¥40,000)

(+¥100,000)

(+¥20,000)

(+¥30,000)

(¥258,000)

価格は全て税抜価格となります。
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製品の詳しい情報は : http://www.allied-telesis.co.jp をご覧ください
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豊富な機能をWeb GUIで簡単にコントロール

スマートスイッチながら多彩なVLAN、ポートトランキング、認証機能など、豊富な機能を搭載、Web 
GUIによって、スイッチの設定に不慣れな管理者も簡単に取り扱いできます

例:8ポートモデル

¥50,000~

AMFエッジメンバー機能に対応、またサポート機能を絞り込むことで、高いコストパフォーマンスを
実現しています。手頃な価格と豊富なラインアップで、AMFによるセキュリティと管理性の向上を
ネットワークエッジ~クライアントにもたらします。

イ
ン
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チ

Secure HUBシリーズ
⾼いセキュリティと管理性・機能性を最適なコストでネットワークエッジに提供

例:9ポートモデル

¥63,000~

例:10ポートモデル

¥98,000~

ギガビット・インテリジェント・スイッチ

SH210シリーズ

ギガビット・インテリジェント・PoE+スイッチ

SH230シリーズ

例:26ポートモデル

¥120,000~

例:28ポートモデル

¥200,000~

インテリジェント・スタッカブル・スイッチ

SH310シリーズ

ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチ

SH510シリーズ

11月
リリース予定

レ
イ

ヤ
ー

2ス
イ

ッ
チ GS910シリーズ

ループガードを搭載したファンレススイッチ

デスクトップスイッチに最適な静粛性を提供し、さらにループガード機能により、ネットワークエッジ
が原因となりがちなループからネットワークを保護します

例:5ポートモデル

¥11,000~

12⽉以降
リリース予定

2015年11⽉末〜12月順次リリース予定

ネットワークインフラを支える
アライドテレシスのエッジスイッチ新製品

アライドテレシスは標準化された製品・機能を、⾃社設計・開発・⽣産という特⻑を⽣かし、最適な価格で安
定供給を⾏う事で、多数のお客様にご使用頂き、ネットワークインフラを支えてきました。今後はこの先10
年のIoT/IoE 時代を⾒据えた、より堅牢でセキュアな製品を引き続き提供してまいります。
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2015年11月現在

スマートスイッチ（GS950シリーズ）

※製品カタログ 2015.10-2016.3に掲載の標準価格です。
リリース予定製品の価格については、あくまでも予定価格で予告なしに変更価格は予告なしに変更する可能性がございます。

レイヤー2スイッチ（GS910シリーズ） リリース予定

1位

2006~2014年
累積出荷ポート数

順位 会社名

1 アライドテレシス
2 シスコシステムズ

3 バッファロー

2015年
LANスイッチ満⾜度

1位
アライドテレシスは
出荷ポート数
満⾜度

ともに1位！

日経コミュニケーション
2015年10月1日号 「企業ネット実態調査」より

インテリジェントスイッチ（Secure HUBシリーズ）

コードNo 製品名 製品概要 標準価格(税抜)

1916R AT-GS950/8 10/100/1000BASE-T ×6、10/100/1000BASE-T ×2(コンボ)、SFPスロット ×2(コンボ) 50,000 

1917R AT-GS950/16 10/100/1000BASE-T ×14、10/100/1000BASE-T ×2(コンボ)、SFPスロット ×2(コンボ) 85,000 

1918R AT-GS950/24 10/100/1000BASE-T ×20、10/100/1000BASE-T ×4(コンボ)、SFPスロット ×4(コンボ) 120,000 

1919R AT-GS950/48 10/100/1000BASE-T ×44、10/100/1000BASE-T ×4(コンボ)、SFPスロット ×4(コンボ) 240,000 

コードNo 製品名 製品概要 標準価格(税抜)

2313R AT-GS910/5 10/100/1000BASE-T ×5 11,000

2329R AT-GS910/8 10/100/1000BASE-T ×8 12,000

2330R AT-GS910/8E 10/100/1000BASE-T ×8(外部電源) 14,000

2331R AT-GS910/16 10/100/1000BASE-T ×16 39,000

2332R AT-GS910/24 10/100/1000BASE-T ×24 55,000

コードNo 製品名 製品概要 標準価格(税抜)

3527R AT-SH210-9GT 10/100/1000BASE-T ×8、SFP スロット ×1 ¥63,000

3526R AT-SH210-16GT 10/100/1000BASE-T ×14、10/100/1000BASE-T ×2(コンボ)、SFP スロット ×2(コンボ) ¥95,000

3525R AT-SH210-24GT 10/100/1000BASE-T ×20、10/100/1000BASE-T ×4(コンボ)、SFP スロット ×4(コンボ) ¥140,000

3528R AT-SH310-26FT 10/100BASE-TX ×24、10/100/1000BASE-T ×2(コンボ)、SFP スロット ×2(コンボ) ¥120,000

3529R AT-SH310-50FT 10/100BASE-TX ×48、10/100/1000BASE-T ×2(コンボ)、SFP スロット ×2(コンボ) ¥300,000

3524R AT-SH230-10GP 10/100/1000BASE-T (PoE-OUT) ×8、SFP スロット ×2、最⼤供給電⼒：装置全体 124W ¥98,000

3523R AT-SH230-18GP 10/100/1000BASE-T (PoE-OUT) ×16、SFP スロット ×2、最⼤供給電⼒：装置全体 247W ¥160,000

3521R AT-SH510-28GTX 10/100/1000BASE-T ×24、SFP＋ スロット ×4 ¥200,000

3522R AT-SH510-52GTX 10/100/1000BASE-T ×48、SFP＋ スロット ×4 ¥350,000
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ドキュメントワークを、もっと効率よく。

オフィスの一連のドキュメントワークをサポートし、
生産性向上とコスト削減をもたらす
imageWARE Desktopが新しくなりました！

お悩み①
ファイルを作成したり、編集したり、
PDFを簡単に使いこなしたいんだけど…。

お悩み②
ファクスで届く⼤量の注⽂書。
紙での業務には、さまざまな課題が…。

お悩み③
時間も⼿間もかかる会議資料の作成。
ミスプリントも減らし、⾒映えも良くしたい…。

複数のデータを一つにまとめたい
PDFを編集したい
文書のセキュリティを確保したい

設定ミスによる無駄な印刷が多い
手作業による製本が面倒
印刷時に色々なアプリを開くのが面倒

迷惑ファクスの用紙コストが無駄
ファクス機への⾏き来が⼤変
注⽂書が紛れて処理ミスが多い

こんなお悩み解決します。まずはお試し版を体験ください!! 検索

Ver
4.0

Desktop体験版

だれでも、すぐ使える製品へ
効率的な作業に最適なUIに進化
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× があれば・・・

リボンUIを採⽤し、画⾯集約され、作業効率が⾶躍的に向上しました!!

あたかも机の上の書類を整理整頓する感覚で、
デスクトップで簡単に⼀元管理できます。是⾮、体感下さい！

※imageWARE Ver3までのBinder、 Annotation 画面等が、Editorに集約されました。

編集してプリント

追加

移動

削除

冊子のような
仕上げ可能！

さまざまなデータ形式に対応！

★バリアブル印刷★
一部を差替え印刷することが
できるので、宛名を差替えた
郵便物の印刷などにも便利です。

Ver
4.0
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SC-P8ACD

SC-P6POP

SC-P6050H

SC-P8050H
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SC-P7VPSPC

SC-P7GPSPC

SC-P9VPSPC

SC-P9GPSPC

SC-P6PSPC

SC-P8PSPC
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セキュリティの高い用紙で「低コスト」「カンタン」
「安全・安心」にマイナンバーを収集！

PCAらくらく安心マイナンバー収集セット（50名用セット） 6,000円（税抜）

『PCAらくらく安心マイナンバー収集セット』なら事業者は、
購入したセットを従業員にそのまま渡すだけで手間いらず！

従業員は番号の記載・本人確認資料のコピーを添付して提出するだけ！

送付用封筒

PCAらくらく安心マイナンバー収集セット内容

配布
従業員事業所

回収

PCAらくらく安心マイナンバー収集セット

③収集用封筒

①利⽤⽬的案内書面

②マイナンバー届出書

社員番号 氏名

生年月日 個人番号

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日

氏名 個人番号

氏名 個人番号

氏名 個人番号

氏名 個人番号

氏名 個人番号扶
養
５

扶
養
１
扶
養
２

扶
養
３

扶
養
４

本
人

①〜③が送付⽤封筒に
セットされて納品

■価格

1回の収集で従業員1人あたり120円の低コスト

郵送でも手渡しでもOK！

郵送の場合は宛名を書いて
切⼿を貼るだけ！

自社用に文面を
変更したい場合は、書
式をダウンロードいただ

けます

記載したマイナンバーを安全に収集できる
保護⽤紙です。組み⽴てもカンタン！

回収後は『マイナンバー管理ツール』に⼊⼒

マイナンバー収集、こんなことでお困りの方にオススメ！
●従業員にパソコンやスマートフォンが⾏きわたってない
●システムに不慣れな従業員が多い
●重要書類は紙で管理したい ●収集コストをなるべくかけたくない 等

封筒も定形サイズなので
郵送のコストも抑えることができます！

11月25日
発売
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〒102-8171   千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル TEL:03-5211-2700  

利⽤⽬的を明⽰しており、
従業員に利⽤の範囲や

提出物の確保を促せます。

氏名記載欄があり、提出者の
確認が⾏えます。

記入方法から提出までの
手順が詳しく

記載されています。

書類添付位置が設定されており、
紛失、貼り忘れの防⽌に役⽴ちます。

表⾯：利⽤⽬的案内書⾯ 裏面：手順書兼書類添付台紙

①「利⽤目的案内書面」を確認し、書類添付台紙に本人確認書類等を貼る

本人と扶養親族5人分を
⼀度に収集が可能です。

提出時の組み⽴て⼿順が
図説されています。

透けないよう、地紋印刷を
入れています。到着後は開封しやすい

ミシン目入り。

表面：記入欄 裏面

②添付書類を⾒ながら「マイナンバー届出書」に記⼊し、組み⽴てます

誤開封を防止するための注意喚起と、
開封担当記入欄があります。 封かん時の同梱物の

最終確認が⾏えます。

③収集用封筒に①と②を入れて封をして提出

封筒の中にはマイナンバー提出までの必要事項がコンパクトに記載されています。
取扱事務担当者様の⼿間を省き、提出する従業員の方にもわかりやすく、

円滑にマイナンバーを収集できる業務効率化ツールです。

PCAらくらく安⼼マイナンバー収集セットの流れ

裏⾯へ

記⼊後、組み⽴てへ

事業所へ提出

事業所

※詳細はPCAホームページをご覧ください。→http://pca.jp/rakuset/
※記載された内容と製品の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

17



Q. もっと伝わりやすい資料をつくりたいのですが…

経営理念

感動を伝えるために── 
人を通じて社会に貢献し、新しい未来を作る。

感
謝

私たちは誠意と感謝の心 
でお客様に接します。 
仕事を通じて地域社会に 
貢献し、共に発展します。

創
造

私たちは継続的な工夫を 
繁栄の基とし、貢献できる 
｢人づくり｣そして｢物づくり｣ 
に励みます。

どこよりも良い製品を 
どこよりもスピーディーに 
そしてどこよりも丁寧に 
ご提供します。

挑
戦

年間契約制 フォントライセンス 
自由に安心して使えるフォント環境を実現します。

資料作りの装飾に欠かせない写真やイラスト素材、19,800点以上のロイヤリティフリー素材を
無償でご利用可能です。

特徴2. 写真素材やイラスト素材が使用可能

特徴3. 導入・運用しやすいコスト感
リーズナブルな年会費で利用可能なシンプルなライセンスです。フォントや写真素材を豊富に
揃えたい方におすすめです。

特徴1. 多種多様なフォントが使用可能
デザイン業界のみならず、ビジネスユースやパワーポイントなどでも使用可能です。

一般 OＳの付属フォントを使用Before ※ヒラギノ角ゴ　W3（経営理念、感謝･創造･挑戦の本文）  ※ヒラギノ角ゴ　W6（感謝･創造･挑戦の見出し）
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A. フォントを変えてみてはいかがでしょう!

経営理念

感動を伝えるために── 
人を通じて社会に貢献し、新しい未来を作る。

創
造

私たちは継続的な工夫を 
繁栄の基とし、貢献できる 
｢人づくり｣そして｢物づくり｣ 
に励みます。

挑
戦

どこよりも良い製品を 
どこよりもスピーディーに 
そしてどこよりも丁寧に 
ご提供します。

感
謝

私たちは誠意と感謝の心 
でお客様に接します。 
仕事を通じて地域社会に 
貢献し、共に発展します。

日本語フォント　　 402書体 
欧文フォント    　5,530 書体 
韓国語フォント　　   26書体 
中国語フォント　　   18書体

▶ 19,800 Photo & Illustrations 付属  商用可/ロイヤリティフリー▶ LETS 提供フォント

ライセンス価格
 使用許諾 1PC / 1ライセンス / 1年

入会金 ¥30,000 税抜き（1法人 初年度のみ）
年会費 ¥24,000 税抜き（3年コース毎年払い時）

※LETS書体数は2015年11月現在のものです。※本誌「ステラリンク」の表紙および背表紙にLETSフォントを使用しております。 
※記載されている会社名、商品名、ロゴは各社の商標または商標登録です。 4

After LETSのフォントと付属写真を活用
※筑紫B丸ゴシック　B（経営理念、感謝･創造･挑戦の本文） 
※白舟書体　大髭113　H（感謝･創造･挑戦の見出し）※LETS 付属写真素材（空の背景）
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クライアントPC
展開サービス

短納期！統一化！
低コスト！

パソコンの入れ替えや導入時に是非ご検討ください！

展開サービス ５つのポイント！

※1 ご導入されるPCの台数により、納品までの日数は変動します。
※2 同一機種・同一構成に限ります。
※3 ステラグループ出荷時のイメージを復元できるディスクとなります。

設定作業費の削減！

設定内容の統一化！

ご受注から１０営業日程度で納品可能！ ※１

追加のPCも即時対応！ ※２

イメージディスク付き！ ※３
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展開サービスとは・・・

ご導入頂くPCの元となるマスターPCを作製し、
クローニング(複製)を行うことでセットアップをする
サービスです。

納品までの流れ

環境調査及びヒアリングを実施し、ステラグループ社内にて
「マスターPC作製」「クローニング(複製)」「個別設定」を行い、
ご納品となります。

価格についてはお問い合わせください

マスターPC作製 クローニング 個別設定 納品

↓導入後の既存PC廃棄も承ります↓

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。

※別途費用が発生します。

※ご導入頂くWindows™のエディションがProfessional以上である必要があります。
※プリインストールモデルのMicrosoft Office™は使用できません。
※２本までのソフトウェアインストールが含まれます。
※現地での作業実施やメモリ増設等のハードウェア変更は別途ご相談ください。
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小規模向け監視カメラ録画システム

国内実績No.1の「アロバビュー」をベースにしたレコーダーが低価格で!!

簡単
ご利⽤まではわずか3STEP

省スペース
コンパクトな本体でモニタにも
直結が可能 なため最小限のス
ペースで運用可能です。
サイズ
約102(W)×216(D)×150(H)mm

低価格
既に市場で多く流通して
いる汎用のNASを採用する
ことで従来製品の40%コスト
カットを実現。

アロバビューレコーダー
WEC-RSIO3Yシリーズアロバビューレコーダーが選ばれる3つのポイント

STEP1
箱から取り出す

STEP2
電源を入れる

STEP3
監視カメラをつなぐ ¥286,100~

監視カメラ録画システム一式で

※カメラ4台までの対応

※

名称 品番 台数 希望小売価格(税抜)

ネットワークカメラ+取付け台座 キヤノン VB-S905F 1 ¥59,100

アロバビューレコーダー（2TBモデル） アイオーデータ WE2C-RSIO3Y4 1 ¥208,000

PoE対応 HUB（8ポート） ネットギア GS108PE 1 ¥19,000

監視用モニタ、キーボード 等 任意 -

合計 ¥286,100

アロバビューレコーダーでカメラ監視システムを最⼩構成で構築した場合の費⽤例

※機器設定、設置・配線工事および保守契約は別途費用がかかります。

小売店の店内監視 オフィスの⼊退室管理

倉庫モニタ サーバールーム監視

教室モニタリング 製造ライン監視
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お問い合わせ、お⾒積りなど
お気軽にご相談ください！

国内実績7年連続 No.1 の使い勝手
アロバビューは、ライブモニタリング、録画再生も直感的でわかりやすい操作画面

カメラ自動登録機能
接続したカメラを自動で検出して、自動で登録。
ビューアを起動したらすぐに監視カメラの映像が表示されるので、
不慣れな⽅でも簡単に設置できます。

マルチカメラベンダ対応
メーカーや機種に依存せず、お客様の設置環境や
導入用途にあわせて10メーカー400機種以上のカメラから
選択が可能です。

システム構成
アロバビューレコーダーは、最⼩限の設備でご利⽤頂けます。

構築にあたって、必要となる機材
・アロバビューレコーダー
・ネットワークカメラ
・PoE対応HUB
・閲覧用PCおよびモニタ

他にもあります。アロバビューの嬉しい機能

ビューアーソフトはライセンスフリー
ビューアーソフトは何台でも利⽤料無料。
複数のPCから映像を確認することが可能です。

録画データのダウンロード
アロバビューレコーダーに保存された録画データをクライアントPCに
ダウンロードが可能です。ダウンロード後は、ライセンスフリーの
「アロバビュープレーヤー」でAVI変換やDVDに保存できます。

※

※テクノ・システム・リサーチ社調べ

カメラは豊富なバリエーションから選択可能 監視カメラ録画システム構成例
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ついに登場！等身大R2-D2™型移動式冷蔵庫があなたオフィスに！

来客時に冷蔵庫が移動して飲みものを届けてくれる、
そんな夢のような商品を形にしました。
等身大のR2-D2の胴体部分に保冷機能を搭載、⽸やペットボトルなどの飲料を保冷
します。
また、オフィシャルの効果音、動き、点滅など細部に渡って忠実に再現します。

「R2-D2」頭部に搭載されているプロジェクターでプレゼンテーションが可能。
Android端末があれば、スマートフォンやタブレットに表示されている画面をWIFIで、そ
のまま投影できます。

「Miracast for android：ミラキャスト」を使用して、
端末本体の画面をそのままWIFI経由で外部出⼒しま
す。FACEBOOKや動画サイトの表示や、家族の写真
なども簡単に投影できます。（i-phone未対応）

頭部にプロジェクター搭載！R2-D2でプレゼンテーション！

R2-D2™型移動式が冷蔵庫
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R2-D2™型移動式が冷蔵庫
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カーディガン レザージャケット コート マフラー ユニフォーム

商談前の新エチケット！オゾンの⼒で⾐類を除菌・消臭！

たばこ臭
30分でも90%低減

■ホテル日航成田、関空の
スイートルーム全室にも
ラクーンが設置されています！

■様々な匂い物質を
強⼒分解消臭！

■水では洗えない服を
楽々除菌・消臭 ！！
毎日、除菌できるから
雑菌による気になる
ニオイも防げます。

衣類エアウォッシャー Racooon(ラクーン)

AQUA Racooon AHW-SR1
期間・台数限定特別お試しキャンペーン
限定100台！特別価格でご提供！

通常78,000円(税抜き) ▶ 特別価格
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ハンディ洗濯機 COTON (コトン)

オフィスの必需品！うっかりつけた食べこぼしシミを緊急！

■ランチにラーメンを食べたらワイシャツに汁が飛んでしまった！
■洋服を着替える際に襟元にファンデーションや口紅をつけてしまった！

■シミが付いて慌てて手洗いしたら衣類がビショビショになってしまった！

世界初！手のひらサイズのハンディ洗濯機

こんな「困った」は にお任せ！
洗浄結果

洗浄評価：５（⾮常によく落ちている） 洗浄評価：５（⾮常によく落ちている）

口紅 ワイン

最短約30秒、スプーン１杯の水で洗う。

「小学館DIMEトレンド大賞」
第28回2015年

【家電・IT部門】受賞

三色展開

AQUA は、2012年1月、 旧三洋電機の白物家電事業を継承し、
日本発の家電ブランドとして生まれました。
日本の技術や人材の活用、日本品質の実現を通じて、日本からアジアへ、そして世界へ、
今までになかった新しい生活をお届けします。

N：チタンゴールド
D：スカーレットオレンジ

P：コラールピンク

AQUA COTON HCW-HW1
期間・台数限定特別お試しキャンペーン
限定100台！特別価格でご提供！

通常10,000円(税抜き) ▶ 特別価格
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オフィス空間に「音」や「音楽」を上手く取り入れませんか？

お客様オフィスで
音楽が流れる空間をご体感されませんか？

環境音楽でメンタルヘルス予防対策

担当まで
ご相談ください

BGMが流れていると、気分転換をもたらし集中⼒が⾼まりやすくなります。
また、雰囲気が和やかになって社員同士のコミュニケーションも活性化されます。
逆に、無音状態では、ストレスが発生したり緊張感より集中⼒が低下し、⽣産性が落ちる場合があります。
オフィス空間においては、“音”も重要な要素ですが、音源の選び方が難しくもあります。
オフィスに合わせた適切なBGMを流すことにより、様々なメリットや効果が期待できます。
詳しいご説明をさせていただきますので、担当までお問い合わせください。

★集中⼒アップ ★メンタルヘルス対策 ★職場環境の改善 ★オフィス空間デザイン

集中⼒と効率UPを目指した
オフィス向けBGM

ストレスを和らげる音楽で
「働く人」のメンタルヘルス対策

明るく爽やかなサウンドで
職場環境の改善

快適なサウンドを演出利⽤し
オフィス空間をデザイン

職場環境を改善する「オフィスBGM」
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ほ

表示言語切り替え

第十三回へつづく

複合機にはディスプレイの表示言語を切り替える機能があります。
英語の方が馴染みのある方も安心して使用できるようになります。

また、初期状態では英語のみですが、他の言語もインストールす
ることで使用できるようにできます。設定方法は簡単です。

ほ

設定方法
[設定/登録ボタン] → [環境設定] → [表示設定]
→ [表示言語/キーボードの切替ON/OFF] → [ON]
→ [表示言語/キーボード切替] → 表示言語を選択

日本語

上図の○のアドバンスマークを選択 → [メインメニューのその他設定]
→ [表示言語/キーボード切替] → [ON]
この設定をすると、メインメニュー画面に言語切替のショートカットを表示させることができます。

もっと便利に使う設定

西東京営業部
ドキュメント・サポート2課
武居

英語

※フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、韓国語に対応しております。
英語以外の言語は別途インストールする必要があるためご相談ください。
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Twitter 展開中！
弊社システムサポート担当が日々
いろいろな情報をつぶやきます。

@Stellar_Support
ぜひフォローお願いします。

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>   
本社オフィス 東京都文京区後楽2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

ステラリンク2016年1月号
2015年12月15日発行

P 2 特殊法人が約125万件の年金情報が漏洩したと公表
P 4 渡したファイルがあとから消せる魔法のソリューション
P 6 社内ネットワークを強くするステラUTM(統合脅威管理)
P 8 データ保管の新境地ステラNAS 
P10 アライドテレシスのエッジスイッチ新製品
P12 imageWARE Desktopが新しくなりました！
P14 エプソンの大判プリンターに新ラインアップ登場
P16 PCAらくらく安心マイナンバー収集セット2015

P18 フォントワークスコレクション2015
P20 PDF化(書類電子化）サービスの案内

ステラリンク2016年1月号
P21 ホームページ丸々パックのご紹介
P22 短納期！統一化！低コスト！クライアントPC展開サービス
P24 アロバビュークラウドでセキュリティー対策！
P26 R2-D2型移動式冷蔵庫
P28 衣類エアウォッシャー「Racooon」
P30   メンタルヘルス対策のご紹介（USEN）
P31 複合機お役立ち情報⑫外国の方にも安心！「表示言語切替」

★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
★Facebookもぜひご覧ください！
https://www.facebook.com/stargp.jp

代表取締役社長 川井 昇

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。

早いものでもうすぐ2015年も暮れようとしております。
今年も私どもステラグループ社員一同、大変お世話になりまして、

誠にありがとうございました。
来る2016年は、今年以上にみなさまのお役に立てるステラグループであるべく、
全社員、心を一つにして、業務に取り組んで参ります。

行き届かぬ私どもですが、
来年もご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、お客さまみなさま方が、よいお年をお迎えになることを、
社員一同心より祈念申しあげます。

ステラリンク編集長の武藤です。
新年1号ということでステラリンクもデザインを一新しました。

ますますお客様のお役に立つ情報をお届けするため、新たな気持ち
で誌面づくりに邁進したいと思います。新しいステラリンクをまた

1年間よろしくお願いいたします。
さて、今号のお勧めですが、情報漏えい対策商品から、スター・ウォーズファン
なら絶対欲しい冷蔵庫までバラエティ豊かな商品はもちろんですが、
個人的には16ページの「PCAのマイナンバー収集セット」。結構お勧めです！
ぜひ隅々までお読みください！

ビジネス・ソリューション営業部
システム・ソリューション営業課 武藤


