
ステラリンク
STELLAR LINK vol.45

◆定期連載

・パソコンお役立ち情報 ⑫

・ステラの人 ⑦

・ライブオフィスここが見どころ Renew②

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
10

★クラウド時代の最適ソリューション

Microsoft Office 365

★バージョンアップ新機能紹介

★ホームページ制作から丸々おまかせ

ホームページ丸々パック

★サポート終了目前のWS2003入替にも！

Stellar Storage Server

・せいとんファクス連携で簡単・安全な
ファクス運用

・メール連携強化で文書添付も安心

オリジナル
顧客管理システム

お客さまの業務に合わせて
カスタマイズ可能！

・お客さまの情報をまとめて確認
・見積、ご購入の履歴を全社で共有

-SAS-
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- SAS -
Stellargroup Agent System

カスタマイズしてお客様への導入も可能です！詳しくは担当営業までご用命ください。

お客様満足度向上のための当社独自の顧客管理システム

SASはお客様満足度向上のためのCRM・SFA・販売管理などの
要素を取り入れた当社独自の管理システムです。

お客様情報 お客様の情報を一元化

販売情報 御見積やご購入の履歴を全社で共有

ご使用機器情報 ご使用機種、修理履歴などを管理

その他機能 配送手配や消耗品発注機能

お客様一覧画面

お客様詳細画面

住所、ご使用機種、お支払い条件など
お客さまの情報をまとめて確認できます。
表示する項目などのカスタマイズが可能です。

さらに、財務システム、ハガキ印刷ソフトなど
ご使用の「他社製業務ソフト」とも
連動させることができます！

機能ご紹介 ①お客様情報
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××

クラウド時代の新しい O f f i c e  が複数のデバイスを使ったビジネスを強⼒にサポート !

クラウド時代の中堅中⼩企業の Office 導⼊に最適なソリューション
プレインストール PC 買い換え時のコスト、パッケージやインストール メディアの管理、多様化したワーク スタイルの
ために揃えた各デバイス向け Office の新規購⼊…。Office 365 Midsize Business はこうした悩みを抱える企業や、
公共、医療機関のお客様の強い味⽅です。サブスクリプション契約により、初期費⽤を抑え、使った分だけのお⽀払いで
Office Professional Plus 2013 のほか、電⼦メール、ビデオ会議、情報共有サービスを 1 ユーザー 5 デバイスまで
ご利⽤いただけます。これらの機能はすべてクラウドで提供されるため、運⽤コストや管理負担を軽減できます。

これまでの O f f i c e  導⼊で下記のようなお悩みはありませんでしたか？
プレインストール版

PC の購⼊が前提
他 PC への移⾏が禁⽌
移⾏できないため、
PC の買い換えで無駄が発⽣

パッケージ版

ライセンス管理が⼤変
アップグレードに費⽤がかかる
ライセンス不正利⽤のリスク

ボリューム ライセンス

初期投資がかかる
1 ライセンスで 1 ユーザーにつき
2 台までの利⽤制限がある
オプション⾮利⽤だと
アップグレードに費⽤がかかる

●Office 365 Midsize Business を導⼊すればお悩みが解消します●

複数デバイスに対応!

5 台まで使える
Office 365 Midsize Business は
ユーザー単位のご契約。
1 ユーザーあたり 5 台のデバ
イスにインストール OK!
Mac も⼤丈夫。 2

iPad で使える
ブラウザーで Office 
書類を閲覧、編集
Office Web Apps ならネット
環境さえあれば Office 書類を
確認したり、簡易編集を
⾏なえます。 4

クラウドへの保存で
時と場所を選ばずに
ファイルへアクセス
1 ユーザー 7 GB の⼤容量
オンライン ストレージ (SkyDrive 
Pro) がご利⽤いただけます。

5

互換性の⼼配無⽤
旧バージョンとの
併⽤が可能
Office 2010 など、旧バージョンの
Office と共存できるため互換性を
気にすることなく、柔軟な
業務遂⾏が可能です。 6

使う分だけ払えば OK!

利⽤料でのお⽀払い
年額 14,760 円* を利⽤⼈数分、
利⽤期間分** だけご購⼊。
初期投資を⼤幅に削減
します。

1

アップグレード費⽤不要!

常に最新版が利⽤可能
追加費⽤無しで Mac Office を
含む、常に最新バージョンの
Office を利⽤できます。

3*価格は参考価格です
**1 年単位でのご契約となります
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いつでもどこでも利⽤できるExchange Online

「Office365のメールって？」
個人用メールボックス⇒容量は1人５０GB

共有用メールボックス⇒作成数上限なし さらに1メールボックス１０GB
社内のメンバーで利⽤する共有メールアドレスを簡単に作成でき、必要な情報をメンバーで共有できます。
さらにメンバーそれぞれのメールボックスで受信できるんです。
（Office365のライセンスをお持ちの⽅は利⽤可能。共有メールボックスに対してサブスクリプションのライセンスは必要ございません）

そんな時は！

②
共有メールボックスを作成すれば
■メンバーは自分のデスクから
共有メールボックスのメール返信可能。
■メンバーの追加削除も簡単。

太っ腹!

Exchange Online
メール

ボックス
容量

モバイル
デバイスに
よる
メールの利
用

ウィルス対
策および迷
惑メール対
策フィルタ
リング

Microsoft 
Outlook 
の利⽤

無制限の
アーカイブ
領域

無制限の
アーカイブ
領域

24 時間
365 日、
日本語によ
る
電話サポー
ト

コミュニ
ティによる
サポート

Plan 1
（1ユーザー3960円/年） 50GB ● ● ● ● ●

Plan 2
（1ユーザー 7920/年） 50GB ● ● ● ● ● ● ●

※共有メールボックスに対しての容量は 10GB でございます。
共有メールボックスを複数作成された場合も、 1 つの共有メールボックスに対し 10GB の利⽤が可能でございますので、
2 つの共有メールボックスをお持ちの場合はそれぞれ 10 GB のメールデータを保持することができます。(2014年8月の情報）
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/exchange-online-limits.aspx

http://technet.microsoft.com/ja-JP/library/jj966275(v=exchg.150).aspx

こんなことってありませんか?

大丈夫です！

③
パソコンが壊れたので
今までのデーターも消えてしまった。

②
担当者が休むと会社の問い合わせ
メールの対応ができない

③
メール情報はクラウドで管理。
別のパソコンですぐにメールの確認が
できます。

④
社外で送受信したメールは、
会社内 PC のメールと同期す
ることができない

④
Office365はどこからでもメール確認
ができます。
どのデバイスでメールを確認しても
全てが同期されます。

①
容量が少ないのですぐにメールボックスがいっぱいに。
いちいちパソコンにデーターを移すのも面倒。
PCが壊れたらデータも紛失。

①個人用のメールボックス容量

５０GB
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使えるサービス!! SuperDesktop

クラウド上のパソコンサービス

　SuperDesktop

社内でも外出先でも同じデータにアクセスしたい！！
 いつでも,どこでも,iPadでもログイン

とにかく重要なデータを保全したい！！
 クラウドバックアップサービスで超安心

会計・給与などの専用端末が壊れたら困る！！
 大事な１台だから専用端末をクラウドへ

instruction
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※上記数値は、フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。●このフィルターでは0.3μｍ未満の微小粒子
状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
●ＰＭ2.5とは2.5μｍ以下の微小粒子状物質の総称です。

米国ぜん息及びアレルギー基金(AAFA)
非営利の患者組織で、アレル物質の減
少に貢献していることを科学的に証明さ
れた製品のみ認定を与えています。

米国家電製品協会（AHAM）
第三者機関で検査・評価さ
れた家庭用電化製品に認証
を与える組織です。

※推奨床面積の場合。清浄時間算出条件については、米国家電
製品協会（AHAM）の規格に基づき算出しています

メーカー希望小売価格：オープン
■外寸法：W185×D220×H700mm ■質量：約4.2Kg
■消費電力：40W（強）/30W（中）/27W（弱）
■運転音：55dB（強）/45dB（中）/40dB（弱）

メーカー希望小売価格：オープン
■外寸法：W330×D185×H525mm ■質量：約4.8Kg
■消費電力：62W（ターボ）/16W（強）/9W（中）/6W（弱）
■運転音：65dB（ターボ）/55dB（強）/45dB（中）/35dB（弱）

メーカー希望小売価格：オープン
■外寸法：W410×D210×H640mm ■質量：約6.4Kg
■消費電力：86W（ターボ）/ 20W（強）/ 11W（中）/ 6W（弱）
■運転音：65dB（ターボ）/55dB（強）/45dB（中）/35dB（弱）10



※試験方法：一般社団法人 日本電機工業会 規格 JEM1467
「家庭用空気清浄機(付属書B 脱臭性能試験)」に基づき、運
転は「ターボ」モード、電源電圧は100V(50Hz)。試験に使用し
た空気清浄機は、AeraMax DX95。

※数値はHEPAフィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。HEPAフィルター
では0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。PM2.5とは、2.5μm以下
の微小粒子状物質の総称です。

品番 JANコード
メーカー希望

小売価格 特別価格

DX95 9324202 4521576932428 オープン価格

DX55 9324102 4521576932411 オープン価格

DX5 9324002 4521576932404 オープン価格

交換用フィルター

カーボンフィルター
■交換目安：約3か月に1回
■入 数：4枚（1年分）

TRUE HEPAフィルター
■交換目安：約1年に1回
■入 数：1枚（1年分）

品番 JANコード
メーカー希望

小売価格 特別価格

DX95 9287202 4521576928728 オープン価格

DX55 9287102 4521576928711 オープン価格

DX5 9287002 4521576928704 オープン価格
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「総務の365日」は、コクヨから本誌掲載を目的として資料提供を受けております。
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イナバインターナショナル株式会社      www.inaba-inter.co.jp 2014.07.24 

ERGONOMICS 

座内部構造 

座面を分散し、疲れない3Dクッション。その秘密は、３Dクッションの内部の
蜂の巣のような大小山形の窪。 一番、圧がかかる座骨部分は大きなもの、 
おしり周りを小さなものとして、 座圧が分散出来るよう効果的に窪みが配
置されています。 座面表面は大腿部の圧迫を少なくする形状で、 長時間
座っていても疲れにくい、安定した座り心地を可能にしました。  

※3Dクッションを裏から見た 
断面図です。 

安定した確かな座り心地・・・ 

堅い 

柔らかい 

堅い 

バックレストは座る人の体格に合わせ柔軟に変形する構造で、上部は
かためにそして、体重の掛かる腰の部分に近づくほど、やわらかくなる
ように設計されています。 優しく包み込むような形状、さらに通気性に
も優れ、長時間座っても疲れない理想的な姿勢を保ちます。 

優しく包み込まれるようなバックレスト・・・ 

メッシュ構造 

実験と検証を繰り返し完成した“理想的な座り心地” 

イタリアの名門カロッツェリアとして名高い、ピニンファリーナ社デザインディレク
ター、ゼネラルモーターズ社チーフデザイナー、ポルシェ社デザイナーを歴任。ピニ
ンファリーナ社在籍中は、エンツォ・フェラーリ、マセラティー・クアトロポルテな
どの世界の自動車、Ducatiなどのオートバイ、電車、航空機、船舶などをデザイン。そ
の他、家具、ロボット、テーマパ―ク等数多くの工業デザインを手がけています。現
在は自動車を含む各種工業デザインのほか、KEN OKUYAMA レーベルにて眼鏡、家具
の製造販売も。他、講演、執筆など活動は多岐に渡ります。  

KEN OKUYAMA DESIGN 

工業デザイナー 

奥山清行  

DESIGN 

秋田新幹線用新型車両（E6系） 2014年度末予定 北陸新幹線（E7系） YANMAR YT01  エンツォ・フェラーリ K.O CASA 

奥 山 清 行 氏 が 手 掛 け た デ ザ イ ン  

実験監修：人間工学会認定人間工学専門家 青木和夫 

「デザイン」と「人間工学」の融合 

工業デザイナー、奥山清行氏プロデュース。 

KEN OKUYAMA DESIGNが人間工学に基づきデザイン。 
人体を支える点と点を線でつないだ流麗な“Y”のライン。美しい螺旋をイメー
ジさせる脚部のフォルム。グラデーションのかかった樹脂メッシュは、負荷の
かかる部分ほど柔らかくしなり、優しく背中を包み込みます。 
パーツの全てに一切の妥協を許さずこれまでにない、新しいデザインです。 

執務室はもちろん、会議用のチェアとしてなど、多彩なワークシーンでご利用
いただけます。 
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おすすめ商品インフォメーション

使い方 ⽬安容量 定価

SSD(OS)とHDD(データ)を使い分ける場合 128G〜 ¥15,000〜
（参考小売価格）

SSDにOSとデータの両方を格納する場合 512G ¥50,000〜
（参考小売価格）

上記は商品のみの価格となります。取付作業料及び、Windowsのインストール作業は別料⾦となりますので、
詳しくは担当営業までお問い合わせください。

価格

皆さんパソコンの動作が遅い、と感じたことはありませんか？
メモリ増設やCPUのパワーアップである程度は改善できますが、
パソコンを遅くしている一番の原因は、実はHDDです。
そこで今回はHDDより高速な「SSD」のご紹介です。

HDD(ハードディスクドライブ)は内蔵されている磁気ディスクを回
転させ、磁気ヘッドが移動し、目的のデータを読み書きします。
レコードプレイヤーをイメージしてください。
レコードは曲の頭出しに時間がかかりますね。
同じようにHDDでも物理的な移動時間が発⽣します。
そのパソコンを遅くしている原因を解消したものが
「SSD」(ソリッドステートドライブ)です。

SSDはHDDとは違い、電気的にデータへアクセスするた
め機械的な動作が必要ありません。そのためHDDではで
きないような速度でデータを読み書きできるのです。

○パソコンの立ち上がる速度もこんなに違う！

0

10

20

30

40

SSD

HDD

HDDとSSDの速度の違いは起動時から体感する
ことができます。
パソコンの電源ボタンを押してからインター
ネットエクスプローラーが⽴ち上がるまでの時
間だけでも、SSDが2倍ほど高速です！

Windows7の起動にかかる時間

(秒)

SSDはHDDと比べると少し高価ですが、OSやアプリケーションはSSDへインストール
し、データはHDDへ 保存するなど使い分けることにより効率よく使うことができます。
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imageWARE Desktop 3.2.0

「せいとんファクス」との連携強化で、簡単・安全にファクス返信!!

メール連携強化で、安心文書添付!! アノテーション機能強化で、表現力アップ!!

その他に強化・追加された機能

ファイル名の自動付与でお馴染みのせいとんファクスとの連携強化!! imageWARE Desktopでファクス送信す
る際、せいとんファクスで自動的に付与したファイル名を利用して、imageWARE Desktopが送信宛先を自動
的に入力します。また、自動入力される宛先はアドレス帳と照合した結果のため、宛先間違いの抑止にも貢献
します!!

● PDFに関連付けられたアプリケーション名の表示

● 【送信先フォルダー】プレビュー表示

● 【送信先フォルダー】プログレス非表示

● 【送信先フォルダー】現在のファイル名を確認しながら入力

● 【送信先フォルダー】ショートカットキー操作

● ファイル選択時のフォルダー新規作成

● ネットワークライブラリ検索性向上

● Document WriterのA0サイズ対応

● 共有プリンターでのデバイス監視/ジョブ監視/ジョブ履歴

● 同じPCを複数の人で使用するときに、全員がDesktopを利用
したい

● インサーター機能の強化（合紙やインデックス紙も給紙可能）

imageWARE Desktopからメールを送信する際、自
動的にPDFに変換されてメールに添付されます。社
外の取引先とデータをやりとりする際も、誤って編
集可能なファイルを添付することがなく安心!!メー
ル添付時にPDF変換するか、原本のまま添付するか
選択することもできます。

様々なアノテーション(多角形/折れ線/雲型)をあら
たにご利用いただけるようになりました。特に図面
文書において、より表現力の高い文書作成が可能で
す。

送信に失敗した文書を再送信！

A社－0312345678－201402061934.pdf

①自動ファイル名変換

宛先名 ファクス番号

A社 0312345678

②アドレス帳で
ファクス番号を照合

③宛先情報

④宛先情報を自動入力

複合機本体のアドレス帳、
Fax Driver Address Book、
Canon Address Book どれでもOK!

メール添付

自動的にPDF変換されて添付!!

アドレス帳
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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。
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東京本社：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-5 Daiwa九段ビル8F
TEL:03-3222-4800 / FAX:03-3222-4801
名古屋支店：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークデザインセンタービル7階
TEL：052-249-3533 / FAX：052-249-3530 
大阪支店：〒550-0011 ⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座1-10-18 KOS⻄本町ビル9F
TEL：06-6535-9025 / FAX：06-6535-9026

オ フ ィ ス が
変 わ る と 、
会 社 が
変 わ る 。

採用に強い
魅せるエントランス

企業風土を反映した
エントランスデザイン

サイネージを活用し、遊び心を表現 円形ステージでコミュニケーション

目線の変えて
ハイカウンターで
気分転換と
リフレッシュを。

普段と違ったコミュ
ニケーションが
生まれます。

フロンティアコンサルティングはオフィス専門の
デザイン・設計会社です

オ ス ス メ 物 件
多 数
そ ろ っ て
い ま す 。

リーマンショック以降、外資系企業の撤退・オフィス需要の低下で空室率が増加し、オフィスの賃料は下
がり続けてきました。しかし、政府の経済政策をきっかけに徐々に企業の業績が改善され、オフィス需要
も増加してきました。それを受けて、昨年後半から今年にかけてオフィス相場も下げ⽌まり感があり、渋
谷区や港区の一部地域では上昇し始めた地域も出ております。また、今後は東京オリンピックが開催され
ることなどで、首都圏のオフィスニーズが益々高まり、多くの地域で賃料が上昇に転じる可能性もありま
す。しばらくオフィスの賃料を⾒直していない⽅は、ご移転により⼤幅な賃料削減に繋がる可能性があり
ますので、ぜひ、⼀度⾒直してみることをオススメします。

株式会社フロンティアキューブ
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-5-5Daiwa九段ビル８階
TEL/03-3222-4800 FAX/03-3222-4801

物件
情報

物件
情報

物件
情報

詳しくはステラ担当までご相談ください

frontiercube.co.jp

物件
サイト

⾦⼦園ビル
豊島区池袋2-13-2
６Ｆ ３３．５２坪
坪単価１６,０００円(税抜き・共益費込)
フリーレントキャンペーン中
※詳細お問合せ下さい！

吉田ビル
文京区大塚3-20-1
５、６Ｆ ３３．５２坪(各)
坪単価１２,０００円(税抜き・共益費込)
フリーレントキャンペーン中
※詳細お問合せ下さい！

マイ・スクエアビル
港区麻布十番2-10-3
７Ｆ ５７．５９坪
坪単価１６,０００円(税抜き・共益費込)
フリーレントキャンペーン中
※詳細お問合せ下さい！
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東京本社：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-5 Daiwa九段ビル8F
TEL:03-3222-4800 / FAX:03-3222-4801
名古屋支店：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークデザインセンタービル7階
TEL：052-249-3533 / FAX：052-249-3530 
大阪支店：〒550-0011 ⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座1-10-18 KOS⻄本町ビル9F
TEL：06-6535-9025 / FAX：06-6535-9026
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変 わ る と 、
会 社 が
変 わ る 。

採用に強い
魅せるエントランス

企業風土を反映した
エントランスデザイン

サイネージを活用し、遊び心を表現 円形ステージでコミュニケーション

目線の変えて
ハイカウンターで
気分転換と
リフレッシュを。

普段と違ったコミュ
ニケーションが
生まれます。

フロンティアコンサルティングはオフィス専門の
デザイン・設計会社です

オ ス ス メ 物 件
多 数
そ ろ っ て
い ま す 。

リーマンショック以降、外資系企業の撤退・オフィス需要の低下で空室率が増加し、オフィスの賃料は下
がり続けてきました。しかし、政府の経済政策をきっかけに徐々に企業の業績が改善され、オフィス需要
も増加してきました。それを受けて、昨年後半から今年にかけてオフィス相場も下げ⽌まり感があり、渋
谷区や港区の一部地域では上昇し始めた地域も出ております。また、今後は東京オリンピックが開催され
ることなどで、首都圏のオフィスニーズが益々高まり、多くの地域で賃料が上昇に転じる可能性もありま
す。しばらくオフィスの賃料を⾒直していない⽅は、ご移転により⼤幅な賃料削減に繋がる可能性があり
ますので、ぜひ、⼀度⾒直してみることをオススメします。

株式会社フロンティアキューブ
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-5-5Daiwa九段ビル８階
TEL/03-3222-4800 FAX/03-3222-4801

物件
情報

物件
情報

物件
情報

詳しくはステラ担当までご相談ください

frontiercube.co.jp

物件
サイト

⾦⼦園ビル
豊島区池袋2-13-2
６Ｆ ３３．５２坪
坪単価１６,０００円(税抜き・共益費込)
フリーレントキャンペーン中
※詳細お問合せ下さい！

吉田ビル
文京区大塚3-20-1
５、６Ｆ ３３．５２坪(各)
坪単価１２,０００円(税抜き・共益費込)
フリーレントキャンペーン中
※詳細お問合せ下さい！

マイ・スクエアビル
港区麻布十番2-10-3
７Ｆ ５７．５９坪
坪単価１６,０００円(税抜き・共益費込)
フリーレントキャンペーン中
※詳細お問合せ下さい！
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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Server
にシャットダウン
信号を送り安全に
停止

※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。

+
●サーバー本体
I/O DATA製
HDL-Z2WM4C2

●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

Windows Server 2003は2012年の調査においても約16%が導入され
たままになっているというデータがあります。
御社のサーバーは2003ではありませんか？
この機会にサーバーのバージョンを確認し、ぜひ弊社にご相談ください。

Windows Server 2003のサポートが2015年7月15⽇で終了します！

通常、サーバーの入れ替えには高価なサーバー本体を購入する必要があり
ます。
さらにWindows Serverはクライアント アクセス ライセンス (CAL：サー
バに接続する人数分のライセンス)が別途必要となり、導入にコストがかり
ます。
Windows Storage Server 2012は「CAL」が不要なので、サーバー入
替え時のコストを大幅にカットできます。

Windows Server 2003をご利⽤ではありませんか!?

サポート終了後も使い続けることは、非常に危険です！
2014年4月にサポートが終了したWindows XPと同様に、Windows Server 2003もサポート
終了を迎えます。
サポート終了後はセキュリティ更新プログラムが提供されないため、悪意のあるソフトウェ
アの侵⼊など、データの破損や流出などのリスクが⾼くなります。

サーバーの入替えは、「CALが不要」なStorage Serverでコストダウン

+

「Stellar Storage Server」のセット内容
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インターネットが普及し、もはや生活になくてはならない存在となり
様々な企業が便利なサービスを提供しています。TwitterやFacebook・
LINEなどのコミュニケーションサービスや、インターネットバンキン
グや通販サイトなどもスマートフォンからアクセスしやすくなりました。
ところがそれらの便利なサービスを利⽤するときに必ず必要なものが

あります。それがログインするときに使用する「アカウント」です。
今回はそのアカウントの危険性についてご紹介したいとおもいます。

『インターネットアカウントについて』

皆さんFacebookなどを使うときに「ログイン」ってしますよね。

Amazonで買い物をするときも「サインイン」を⾏います。名前は違い
ますがやっていることは同じです。
ログインをすると⾃分の個⼈情報が⾒れるようになったり、購⼊履歴や
クレジットカード情報などを確認することができます。

第12回（管理編）

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

インターネットアカウントの危険性って？

もしこの情報が他人に知られてしまったら・・・

とんでもないことになりますよね？
Amazonで勝⼿に商品を購⼊されたり、⼝座からお⾦を引き
落とされたりしてしまいます。

今回はそのとんでもないことになってしまった事例と対処法
をご紹介します。

このLINEトーク画面、

⾒慣れている⽅もいらっしゃると思いますが、少し
変ですね。

実はこの会話の相手は、私の友人だったのですが
LINEのアカウントを乗っ取られてしまっていました。

アカウントを乗っ取った攻撃者は、登録されている
友人(この場合は私)に片っ端から「webマネーが急
ぎで必要です」などと送り、webマネーに替えられ
るプリペイドカードのシリアル番号を写真で撮って
送るよう指示してきます。
そして何も知らない⼈は騙されて指⽰通りに送⾦し
てしまうのです。
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悪意のあるユーザーはどうやってこのようなこと

ができるのか、実はこのアカウント乗っ取りにはタネが
あります。

皆さんGoogleやYahoo!、Amazon、Twitterなど様々な
サービスに登録されていると思いますが、「ユーザー
名」と「パスワード」を使いまわしてはいませんか？

悪意のあるユーザーはアカウント情報を入手するとその
情報で様々なサイトにアクセスしようとします。
そしてユーザー名やパスワードを使いまわしていると
別のサイトでログインが成功してしまうのです。

これを『リスト型攻撃』といいます。

User
Password

だからといってユーザー名とパスワードを使いまわさないようにできる

のか、というとなかなか面倒ですよね。

今やネットワークアカウントは1人最低5個は所持しています。多い人だと数
十個にも上ります。
それらのアカウントでユーザー名とパスワードをバラバラにして覚えていら
れる人はそうそういません。

そこで『パスワード管理アプリ』が登場してきます。
すでにスマートフォンのアプリで多くの種類が普及しています。そのアプリ
に各サイトのユーザー名とパスワードを記録しておき、閲覧するためのパス
ワード1個を覚えておけば何十個もの情報を覚える必要はありません。

イメージとしては「キーボックス」です。
キーボックスの鍵を持っていればボックスの中の鍵を取ることができます。

最後にアプリの紹介QRコードを記載しますので、興味のある方はご覧いただ
ければと思います。

今年の6月にMixiやLINE、ニコニコ動画などの有名サイトで情報が流出し、リスト型攻撃の被害者が続出しています。
7⽉にもベネッセの情報流出事件があり、個⼈情報が漏えいしています。更なる被害を防ぐためには、企業だけでは
なくサービスを利⽤する私たち個⼈にも、情報に対するリテラシーが必要です。

ぱすわ〜ど帳
（android用）

RoboForm パスワード⾦庫Lite
（iPhone用）
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私たち西東京営業部ドキュメント・サポート2課は、
東京都内西部の多摩エリアを中心に活動しています。

立川市、国分寺市内の一部、北は東大和市、武蔵
村山市、南は町田市、西は八王子市、青梅市、神奈
川県内は相模原市、愛川町等。

広範囲ではありますがチームワークがしっかりと
しているのでお互い連携を取って、お客様の機器を
メンテナンスさせていただいています。

メンバーの年齢は6名中、4名が40代、2名が30代と
中堅組が多いですが気持ちは常に20代です。

飲みニケーションの開催はたまに、という程度で
すが、飲まないメンバーも多いためそのメンバーに
はとにかく食べてもらいます。食の細い者も1名いま
すがその分人一倍食べる者が1名いるのでここでも
チームワークが発揮されていますね。

お客様へ。

いつも大変お世話になっております。日々お客様に
ご満足いただけるメンテナンスを目指して活動して
おります。お気付きの点やお困りごと等ございまし
たら何なりとお申し付けください。

【西DS2課の嬉しいニュース】
京セラCSマスターズ（技術者コンテスト）におい

て私たちの課から1次予選突破者がでました！！私た
ちは常に、さらなる技術力向上を目指しております
のでその結果と自負しています。

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

【8月28日掲載】

西東京営業部
ドキュメント・サポート2課 （立川オフィス）

▼Facebookページへのアクセス方法

まずは、「ステラグループ」で検索
弊社ホームページにアクセスしてください

Facebookページへのリンクボタンがございます

※Facebookのアカウントを持っていらっしゃらない方でもご覧いただけます！
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昇降型の天板付きのワゴンで作業スペースを確保
帰宅時のデスク外観もスッキリ！

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！

Renew.2

ワゴンを引き出して天板を上げれば、
作業スペースがぐっと広がります

散らかす人も安心！

BEFORE 旧オフィスのデスクサイズ 幅1400mm × 奥行700mm ※一般的な両袖机

AFTER 移転後確保可能なデスクサイズ 幅1200mm × 奥行600ｍｍ

＋ ワゴン天板 400ｍｍ×400mm

天板昇降型のワゴンを導入
・業務で書類を多く使う部署でも広い作業スペースを確保。
・使わない時にはデスク下に収納でき、邪魔になりません。

事務スタッフが使用しているパソコンとディスプレイは他部署の方々のもの
より大きく、そこに多くの書類を置くため、限られたスペースの中で作業しなけ
ればなりません。しかしワゴンデスクを使用することにより、必要な時に、必要
なスペースを確保できるのでとても重宝しています。
デスクスペースでお困りのお客様！ぜひ営業担当にお申し付け下さい。

営業支援部 経理課 渡邊 瑞希

電話機にモニター、パソコンとたくさんの書類。すぐにデスクがいっぱいに
なってしまいますが、昇降型天板を利⽤すると驚くほどスペースが広がります！
書類を広げても余裕の広さです。
⾼さの調整も可能なので、帰宅時にはデスクに収納するルールになっている為、

書類を机に出したまま帰宅する事はありません。
営業支援部 業務課 馬場 奈⾥美

【社員の声】 実際に使ってみて・・・

【課題】

・移転により、一人当たりのデスク面積が狭くなり、
書類の多いスタッフ部門の作業効率が下がる恐れがあった
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2ヶパック

¥4,748 (税込）

カートリッジの購入方法が増えました

BC-310キヤノン

対応機種 iP2700 他

２パック以上ご注文の場合
１パックあたり¥2,374

BCI-351(５色）+350キヤノン

対応機種 MG7130 他

２パック以上ご注文の場合
１パックあたり¥4,714

LC111BKブラザー

対応機種 DCP-J952N 他

２パックセットご注文の場合
１パックあたり¥972

お得な商品たくさんあります！！

商品番号 4218-3877

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
その他エリアにつきましてはお問合せ下さい

カウネットの会員登録は無料です。
年会費などは一切かかりません。
FAX機をお持ちの法人のお客様に限ります。

会員登録は無料! 商品は当日・翌日にお届け！

1,000円(税込）以上のご注文で無料配送

IC6CL70エプソン

対応機種 EP-806A 他

３パックセットご注文の場合
１パックあたり¥3,373商品番号 4203-5077

3ヶパック

¥10,121 (税込）

お得情報はこちら
月に2回

『カウネットとくとく便』を
配信中。

商品番号 4218-3334

2ヶパック

¥9,428 (税込）

商品番号 4213-9645

2ヶパック

¥1,944 (税込）

ＦＡＸで
お申込み

必要事項を
記入

申込完了！ カタログお届け
（登録完了）

※2～3日後に最新カタログが届きます

すでにご利用中のお客様へ

お客様のご都合に合わせ、ご請求書のおまとめや、お支払サイト変更のご相談も
お受けいたします。より便利にご利用いただけますので担当営業までお問い合わせください。
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事前に申込書記入の上、
来場いただきましたお客様に
お菓子詰め合わせを
プレゼントいたします。

近年、企業の関心事は、異常気象の影響での事業継続（BCP）対策や法改正による従業員のメンタルヘ
ルス対策が多く聞かれます。

この度、ステラグループでは自分たちができるお役立ち情報を取り揃えたフェアを開催いたします。年々
進化するオフィス製品のお客様環境下での活用法、事業継続に必要なコンテンツの紹介、メンタルヘルス
対策セミナーも予定しています。この機会にぜひご来場いただき「今」をご体験ください。

ワークショップ

メンタルヘルス対策セミナー
法律改正の概要ならびに課題点をお伝えするとともに、企業として必要な
メンタルヘルス対策について具体的な解決策をご紹介いたします。

今話題の「情報漏えい」「外部からの攻撃」「災害など万一の事態」等会社
での危機管理について一つのブースにて10分程度でお話致します。
予約の必要もございませんので、お気軽に聞いていただける内容となっ
ております。ぜひお立ち寄りください。

日時：2014年10月15日(水)10：00～18：00
会場：たましんRISURUホール

東京都立川市錦町3-3-20
※立川駅南口より、すずらん通りを直進（徒歩13分）

展示メーカー
セミナー

お問い合わせ先 ステラグループ株式会社フェア担当 TEL : 0422-52-8351

《ご来場記念プレゼント》

※お菓子の内容は変更になることもございます。
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■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

■編集後記■

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。
お客さまみなさま方におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。

私どもステラグループは、毎年恒例のキヤノンお客さまアンケートにおきまして、
全国一位（プラチナ・カテゴリ）に返り咲くことができました。
これもひとえにお客さま皆様方のありたがい励ましのお言葉のおかげでございます。
改めまして、心より篤く御礼も申しあげます。
今後もこれに驕ることなく、更にお客さまのお役に立てるよう努めてまいりますので、
ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申しあげます。

また、弊社では、コクヨのオフィス用品購買システム「カウネット」を取り扱っております。
オフィスで必要なものを簡単お手軽にご注文いただけるシステムです。
この機会にぜひお試しください。

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。

今号は「実りの秋」ということで過去最大級のボリューム、盛り
だくさんの内容となっております。どれもお勧めですので、ぜ
ひ何でも担当までご相談ください！

システムソリューション営業部 武藤
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おすすめ商品INFO：SSD(ソリッドステートドライブ)

Canon imageWARE Desktop

使用済みカートリッジ回収ご協力のお願い

オフィスが変わると、会社が変わる。

Windows Server 2003入替にも最適 Stellar Storage Server 

高速プリンタ ORPHIS オプション「メーリングフィニッシャー」

パソコンお役立ち情報⑫「インターネットアカウント」

ステラの人 Face of Stellar Group ⑦

ライブオフィスここが見どころRe②

カートリッジご購入について オフィス通販カウネット

「ステラ多摩フェア2014 in 立川」ご案内

弊社システムサポート担当がTwitterを
やってます！ 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/

ステラリンク2014年10月号
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ホームページもステラにおまかせ！ホームページ丸々パック

カスタマイズもOK オリジナル顧客管理システム「SAS」

Microsoft Office 365 ～Exchange Online～

超高速インターネット接続サービス NURO Biz

いつでもどこでも使えるクラウド上のPC「Super Desktop」

Fellows 空気清浄機 AeraMax PM2.5対応

総務の３６５日「働く場の環境整備」

デザインと人間工学の融合 イナバの新チェア「yera」


