
ステラリンク2015年1月号

特集： もうこれ以上コスト削減はできない？
製品情報：Microsoft Office365 

モバイルWi-Fiルーター Pocket WiFi
Stellar Storage Server
“マイナンバー”への対応も安心 PCAクラウド

連載： 第6回 コピー機のお役⽴て情報
第5回 ライブオフィスここが⾒どころRenew

ご移転・新規ご開業に関するご相談も
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！
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プリントアウト

プリントアウトのムダを省く

プリントミスを減らすことで

プリント枚数を約23%削減できます。
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オフィスのコスト削減を検討中のお客様へ
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ステラグループは、つねにお客様の「・・・したい」を確かなソリューションとともにお届けします。
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出力指示

ファクス受信
必要なものだけ
選んで出力

FAX

ペーパーレスで送信

ムダなファクス出力
8%削減

・パソコンからファクス送信
・複写機のファクス宛先表から
  宛先取得

ムダなファクス出力
2%削減

・ファイル名自動付与
・フォルダー自動振分転送

ファクス送信

複雑な操作が
　　　　かんたんにできる理由

消費電力が削減できる理由

ムダなプリントが削減できる理由

プリントアウトのムダを省く ファクスのムダを省く

ムダなFAX出力が削減できる理由

発注書
注文書

操作のムダを省く電気代のムダを省く 1
タッチ

10%
削減

75%
削減

23%
削減

キヤノンMJでの留め置きプリント導入時
3,000枚/月 × 8%

＝約240枚

月間使用枚数 ファクス
送信割合※1

3,000枚/月 × 8% × 20%

＝約50枚

月間使用枚数 ファクス
送信割合※1

広告ファクス
の割合※1

ムダなプリント23%削減

約75％削減

・出力せずに複合機内で一時保管
・印刷設定のかんたん変更

えらんでマイプリント
for MEAP ADVANCE

せいとんファクス 
for MEAP ADVANCE

ファクス送信のための紙出力 日々届く広告ファクス

imageRUNNER 
C2550F

imageRUNNER
ADVANCE C2230F 

年間　
電気料金※1

2,087円
TEC値※2
3.78kWh

年間　
電気料金※1

515円
TEC値※2
1.4kWh

※1 電気料金23円/kWhで計算　※2 TEC値：国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値、
概念的1週間にプリンターなどのオフィス機器を使用した場合の消費電力量。

「2in1」「両面」「高圧縮PDF」「OCR（文字認識）」など、よく利用する
設定を組み合わせて個人ごとにプリセット。

セミナー
案内融資

案内

フォルダーに
振り分け

取引先からの
ファクス受信

広告ファクス
受信

■ imageRUNNER ADVANCEの環境性能

TEC値

iR-ADV 
C2230F 1.4kWh

iR-ADV 
C5235F 1.8kWh

操作画面でジョブ確認

1タッチで実行

※1 キヤノンMJ想定値

ワンタッチでスキャン

受信ファクス

セミナー
案内

融資
案内

広告ファクス

取引先からのファクス

発注書注文書

○○商事

△△販売

未登録

1タッチ 2 in1設定

2タッチ 両面設定

3タッチ 高圧縮PDF/OCR設定

4タッチ 宛先設定

スタート

2014年9月現在〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

発行元 ：

私たちにお任せください。　　

2004年7月/8月のプリント枚数288,000枚が
2005年7月/8月のプリント枚数224,170枚へ減少

プリントアウト ファクス出力

消費電力 複雑な操作
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ステラグループ株式会社

hirokazu.arima

〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-21　　　　　　　　　 住友不動産飯田橋ビル11階TEL:03-5804-8787 FAX:03-5804-8790

hirokazu.arima

担当：有馬　弘和　　arima@stargp.jp
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もう、遠いショールームまでお出かけいただく必要はございません。優れた操作性をご体感下さい。

hirokazu.arima
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広告ファクス割合 ※1

yuta.muto

ファクス受信割合 ※1

yuta.muto

ファクス受信割合 ※1
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Macでも使えます！

- 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

配送依頼一覧画面

取引先参照画面

配送の管理を一元的に行う機能です。

手配にあたっては登録されている
マスタの参照にて自動入力されますので
住所入力の手間を軽減し、入力ミスを
無くします。

機能ご紹介 ④配送管理
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Office365って、なに？
今までのOfficeとの違い
(Office Standardの購入方法)

って

■プロダクト費用：サーバー機器、OS、アプリケーション
■運用費用：サーバー導入・保守費用、ソフトウェアサポート
（MSサポート例）

・プロフェッショナルサポート 1インシデント約3万円
・ビジネス クリティカル サポート 24（24時間365日対応） 1インシデント約6万円

※BCP対策：４冗⻑化

■その他費用：サーバー設置場所、電気代、管理者⼈件費、
法定停電対応（法定停電の影響なし）

エドユーザー様への
デモも承ります。

Office365のデモ環境を用いて
ご説明することで、活用シーンを
想定した具体的な提案が可能！
エンドユーザー様もご理解頂きや
すいです！

メールやUSBメモリ等から
機密情報を外部へ持ち出し

会社支給のモバイルルータ
を通じて⾃宅PCから社内
へVPNアクセス

外出先でノートPCを紛失
し、データの情報漏えい

保存されたデータのバック
アップやメンテナンス、
BCP対策

Office365ならこんな運用が可能だよ！
●Sharepointのアクセス制限で機密ファイルの持ち出し
を制限します。
（例）⼀般社員は個⼈情報ファイルの閲覧は出来るが、編集やダウン
ロードは出来ない。等

●Exchangeの上位機能「メール誤送信防止」機能を使い、
機密ファイルが勝手に外部に送信される事を防ぎます。

●原則クラウドにデータを保存するようになりますので、
ノートPCにファイルを保存する必要がなくなり、万が一の
PC紛失時にもデータの漏洩を⼼配する必要がありません。

●Office365は堅牢なデータセンターに守られており、
データも4冗⻑化されている為、バックアップやBCP対策
も万全です。

【クラウドで削減できるコスト】

僕が案内
するよ
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Office Standardの購入方法は２つあります！

Office 2013 Standard Office 365 Business

× スマホ版、タブレット版Office それぞれ5台

× オンライン版Office 無制限に利⽤可能

× 個人オンラインストレージ 1TB提供

× 電話/Webサポート 平日9時00分〜17時30分

上限なし ユーザ上限 300ユーザまで

Office 365 Business を購入Office 2013 Standard を購入

理由② Office365ならサポ―トなどの付加価値があります

Office 2013 Standard Office 365 Business

PCにOffice 2013 Standardが
インストール出来ます Officeのインストール PCにOffice 2013 Standardが

インストール出来ます

1人2台 PCにインストール出来る台数 1人5台

○ オフライン環境での利⽤ ○

購入バージョンとそれ以前 利⽤可能バージョン 最新バージョン（現在は2013）
※ダウングレードは出来ません。

初回1回のみ 認証（アクティベーション） 定期的に自動認証
※30日に1度はネット環境が必要

理由① Officeを利⽤する部分は変わりません

30日に最低1度はネットに繋がる環境であれば、従来のOffice2013と全く同じ利⽤が可能です。

1TBのオンラインストレージ、サポート提供のほか
iPad版Officeを商⽤＆フル機能利⽤できるのはOffice365ユーザだけです。

※従来型のOfficeもサポート終了など様々なタイミングで買い替えが必要でした。Office365なら初期投
資を抑えつつ、サポートやタブレット版の利⽤など次世代のビジネス環境に最適なOfficeを利⽤可能です。
■Office 365料⾦に関しましては、ステラグループ担当者までお問い合わせください。

●購入方法１ ●購入方法２

オススメはこちら！皆さんはどちらのOfficeを
利⽤したいですか？
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PSS会員制度（保守）加⼊・PCAクラウドご利⽤で
対応版を無償提供予定

2016年（平成28年）1⽉から「社会保障・税番号制度（マイナンバー）」が順次利⽤開始されます。
制度開始に向けての準備を⾏っていきましょう！！

マイナンバーはPCAで安心！

マイナンバーは全ての事業者に影響があります。
「マイナンバー」は、⾏政を効率化し国⺠の利便性を⾼める、

公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

税と社会保障、災害対策分野において2016年1月から利⽤が開始されます。

出典：内閣官房 社会保障改革担当室 社会保障・税番号制度 概要資料

通知カードの配布までに、取扱規定の作成・番号取得のルールなど準備する
ことがたくさんあります。早目に対応に取り組んでいかれることをお勧めします。

マイナンバーってなに？

いつ始まるの？
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〒102-8171   千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル TEL:03-5211-2700  

※対象製品や機能内容などについても決定次第、順次PCAホームページに掲載していく予定です。 http://pca.jp/mn

PCAでは個⼈番号の暗号化を含む安全管理措置に対応し、セキュリティ機能強化をおこない
ます。従業員の番号取得から廃棄に⾄るまでの適切・安全な管理機能や社会保険・所得税
関連帳票をはじめとした個⼈番号出⼒機能の搭載を予定しております。

マイナンバー
運用

取得管理

出⼒
廃棄

対応予定製品：
PCA給与X・PCA⼈事管理X・PCA所得税

PCAは電⼦インボイスなどに利⽤が検討されている法⼈番号も
対応予定。対象製品など最新情報はホームページをご確認ください。

PCAならPSS会員制度へご加⼊いただくだけで対応プログラムを無償でご提供する予定です。
社会保険や年末調整・申告書など制度内容が確定するごとにシステム改変が必要となる
マイナンバー制度にも、安⼼して制度対応がおこなえます！

※2014年11⽉現在の内容です、記載内容は予告なく変更となる可能性があります。ご了承ください。

PCAクラウドなら、追加費用が発生することなく規定の利⽤料内で対応プログラムを
ご提供いたします。

PCAの対応方針

PSS会員制度へのご加⼊で
対応プログラムを無償提供予定なので安心！

PCAクラウドなら追加料⾦なしの
対応で安心！

法人番号もPCAで安心！
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※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。

信頼性の高いハー
ドディスク「WD
Red」を採用した
新製品

カートリッジ交換
型の外付ハード
ディスク

停電発生時にサーバー
にシャットダウン信号
を送り安全に停止

+
●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+

３年間訪問保守付きで

「Stellar Storage Server」のセット内容

Stellar Storage Server の ご紹介

ステラ
3年オンサイト保守+

¥258,000
※バックアップHDD

UPSも付属

●NAS本体
I/O DATA製
HDL-XR4.0W

本体背面本体正面

2つのLANポートを搭載、セグメントの
異なるネットワークの間で共有利用や、
NICチーミングを利用して高速通信、冗
長構成も設定できます。

VGAコネクターおよび、USBポートにそ
れぞれディスプレイとUSBキーボード・
マウスなどを接続することも可能。

eSATA、USBポートに外付ハードディ
スクを接続することで、保存容量を増
設したり、データのバックアップ先とし
て利用が可能。

先進機能を多数追加した「Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup Edition」
を搭載し、ソフト・ハード両面で拡張性の高いデータ運用が実現可能です。

ウイルス対策ソフトをインストールすることによりネットワーク
を介して感染するウイルスからNASを自身で守ることが可能です。

Windows Serverのメリット

■SMB3.0対応でWindows8での通信速
度アップ

■CAL（クライアントアクセスライセンス）
の購入が不要で低コスト導入が可能

■Windows Storage Server 2012 R2の標
準機能である“Windows Server Backup”
で毎日の本体のバックアップを自動で行
うことが可能

■共有フォルダのシャドウコピー機能で
誤って削除してしまったファイルを、履歴
をさかのぼって復元可能

■クォータ管理機能で、フォルダの保存
可能容量を制限してユーザーによる使い
すぎを防止

※ウイルス対策ソフトは別売となります。対応するソフトウェアは弊社までお問い合わせください。

外形寸法: 約102（W）×216（D）×150（H）mm
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おすすめ商品インフォメーション

上記は商品の定価となります。ご提供価格や取付作業料は担当営業までお問い合わせください。

型 番 特 ⻑ 標準価格(税別)
ESL-7C 標準タイプ 4,800円
ESL-7CM マスターキータイプ 5,500円
ESL-7CS 統一キータイプ 5,000円

セキュリティーは万全ですか？
情報流出事件は良く聞きますが、⼀⽅で紛失や盗難も増えてきています。
そこで今回はノートパソコンのセキュリティースロットを利⽤して盗難を
防ぐ商品をご紹介させて頂きます。
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まず、コピー画面を開きます。次に倍率という
ボタンを押していただくと下の画面に映ります。
※濃度が自動調整だと使用できません。

※この機能はカラー対応コピー機 imageRUNNER ADVANCEシリーズのみで使用できます。

【ご参考】
大判プリンタimagePROGRAFシリーズならA3
以上のサイズでも分割せず鮮やかに仕上げ
ることができます

A3以上のサイズにもコピーできる！？

ポスター等倍機能

ここで[ポスター]⇒[拡大連写]を選択していた
だき、分割枚数を決めることでポスターサイズ
への拡大コピーが可能です！

第七回へつづく

2014年度全国Canon技術コンテスト
ファイナリスト 山腰 （ドキュメント・サポート1課）

今回ご紹介するポスター等倍機能は、原稿をA3以上のポ
スターサイズにコピーする機能です。
ポスターサイズへのコピーは拡大するサイズに合わせて
画像を分割してコピーします。

使い方はカンタン！

拡大サイズに合わせて画像を分割してプリントします

【仕上がりイメージ】

※詳しくは担当営業までご相談ください
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プリント命令後でも混雑状況に応じて
出力先を選択できるAny Place Print！

出力時間も出力内容も多様なプリントを行う業務スタイルに対応
・当社では朝と夕方にプリントが集中しますが、ムリなく空いている

プリンタからの出力が可能でプリント待ちが軽減できました。
・プリンタの前まで行ってから出力するプリンタを選択できる為

自席からのプリント命令は出力状況を気にせず行えるようになりました。

【課題】

・大量印刷中のプリンタにプリント命令をしてしまうと、
すぐに出てこないので、別のプリンタに
もう一度プリント命令をする為に非効率な事があった。

・プリンタを中央に集約する事で印刷状況が見えにくい。

【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.5

約80人いるオフィスに、複合機2台のみでの運⽤には当初不安がありました。
かなりの混雑が予想されるので、業務が⾮効率になる恐れを抱いていました。
しかし、いざ運用してみるととても使いやすく、混雑していないタイミングを
狙って欲しいプリント物を直ぐに出⼒できるようになりました。

ドキュメント・サポート部 ドキュメント・サポート3課 平井

印刷物が複合機側で選択した後にプリントされるので、セキュリティーの向上に
も繋がっております。弊社でも放置プリントがほぼなくなりました。
こちらの商品にはサーバレスタイプの物もあるので、コストを抑えての
導入も可能です。

システム・ソリューション営業部 システム・サポート課 田中

BEFORE プリント命令前に印刷状況を確認しにいかなくても・・・

AFTER プリンタの前まで行ってから出力するプリンタを選べるので、

どちらかのプリンタが大量印刷中でも問題なし！

Renew.5
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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

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。

今号から2015年号に突入ということで、デザインを一新いたしました。
内容についてもますます良い情報をお届けできるよう努力してまいりま
すので変わらず、ご愛読いただければ幸いでございます。

多用な年末年始、お困りごとはぜひ弊社にご相談ください。2015年も
ステラリンクにご期待ください。

お客さま 各位

ステラグループ代表取締役社長の川井昇です。

今年も数えるところあとわずかとなりました。
私たち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。

私たちステラグループは、今年、お客さまみなさま方のお役に立てましたでしょうか？
お客さまのご期待を上回る仕事をできるよう、来る2015年も、全社一丸となって、精進し
て参りますので、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、この場を
お借りしまして、心より祈念申し上げます。

ステラリンク2015年1月号

P 2 これ以上コスト削減は無理？オフィスのムダまだまだ削減
P4 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
P 5 カスタマイズもOK オリジナル顧客管理システム「SAS」
P 6 Office 365って何？今までのOfficeとの違い
P 8 新次元のスピードでより効率的に Pocket WiFi
P10 マイナンバーはPCAで安心 給与・人事業務システム

P12 Stellar Storage Serverのご紹介
P13 おすすめ商品インフォメーション「セキュリティワイヤー」
P14 コピー機のお役立て情報⑥「ポスター等倍機能」
P15 ライブオフィスここが見どころRe⑤

★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

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 をぜひフォローお願
いします。
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