
ステラリンク2015年2月号

特集： FAX業務の2つの課題「紛失トラブル」と「誤送信・未送信」
イベント：RISO Print Festa (有楽町/2月17日･18日)

エプソンお得祭り2015
製品情報：Microsoft Office365 

モバイルWi-Fiルーター Pocket WiFi
Stellar Storage Server

連載： 第14回 パソコンお役⽴ち情報
第6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！

ビジネス・ソリューション営業部
オフィス営業1課・システム・ソリューション営業課 （本社オフィス）



FAX業務の２つの課題

2 つの課題、2 つで解決！ 2 つのメリット！

FAXが届いてるのに気付かず

放置してお客さまから怒られたり、

誰かの紙にまぎれて

ことはありませんか？？

FAX送信後の

お客さまからの問い合わせに

できていますか？

２つで解決！

×

“トラブル”と“誤送信や未送信”
放 置 に よ る 入 力 ミ ス で の

“紛失する”

“スムーズに対応”

Case.2

Case.１
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必要なFAXだけを選んで印刷できます！

複合機 imageRUNNER ADVANCE と
ソフトウェア imageWARE Desktopが連携すると・・・・

メリット 受信FAXを即座に確認でき、
お客様への対応が早くなります。
無駄な紙出力をしない事で
コスト削減に繋がります！

メリット 2
お客様への対応レスポンスが
向上します！

ムダ削減

デスクにいながらパソコンで受信FAXを確認できます! （ポップ

アップ通知＋サムネイル表示）

簡単・スピーディ

ドラッグ＆ドロップでまとめてFAXできます！

異なるファイル形式のデータも、

受信FAXの電子化とパソコンへの新着通知で、確認漏れや

紛失リスクを軽減します!

電子化で改善

メリット 1

送信済ＦＡＸの画像を確認ができます！

効率化

ポイント 1

デスクにいながらＰＣのポップアップ表示で

受信FAXを瞬時に確認できます!

さらにサムネイル表示により、

内容が直感的に分かります。

ポイント 2

FAXドライバーと連携し、送信画像ログを

デスクトップ上から確認できます。

FAX受信

FAX送信

通知

宛先帳参照・設定

FAXが
届きました

複合機 imageRUNNER ADVANCE

imageWARE Desktop搭載パソコン
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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

営業活動一覧画面

営業活動⼊⼒画⾯

営業担当者の日報を「お客様別」、「商談別」
に入力することができます。

お客様先への活動履歴を残すとともに、
商談に対するステップを確認・共有すること
が可能になります。

機能ご紹介 ④営業活動（⽇報）管理

Vol.6
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【“Office 365”ってご存知ですか？】

従来のOfficeとOffice365比較

メリット１
WEBとローカル両方のOfficeが利⽤できます。
メリット２
必要であれば作成したファイルの保存場所がございます。
なんと1人1TB！！！

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
Offce 365 Business 10,800 21,600 32,400 43,200 54,000 64,800 75,600
Office 2013 Standard 46,400 46,400 46,400 46,400 92,800 92,800 92,800
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Office365(Business)とOffice2013（Standard）のコスト比較

※5年で⼊れ替えの場合

※Office 365 をご利用いただいているお客様の OneDrive 容量が無制限になるそうです。詳しくは下記サイトをご覧ください。
http://blogs.technet.com/b/microsoft_office_/archive/2014/10/29/onedrive-now-with-unlimited-storage-for-office-365-subscribers.aspx

プラン名

従来のOffice （オンプレ） 新しいOffice（Office365）

Office2013 
Standard

Office2013
ProPlus

Office365
Business

Office 365
ProPlus

Office ○（Accessなし） ◎（Accessあり） ○（Accessなし） ◎（Accessあり）

利用権 現行×2台 現行×2台
PC最新版×5台
タブレット×5台

スマートフォン×5台

PC最新版×5台
タブレット×5台

スマートフォン×5台

オンライン版Office × × ○ ○（1月頃予定）

1TBのストレージ × × ○ ○（1月頃予定）

サポート × × 平日9:00～17:30 24時間365日

ユーザ上限 上限なし 上限なし ～300ユーザ 上限なし

価格 46,400円/本 62,900円/本 10,800円/年 15,720円/年

Officeの新しい購入方法です！
今まで通りインストールして
利⽤できます！
Officeの機能も変わりません！

なんだか難しそう…。
今までのOfficeと利⽤
方法がどう違うのか？
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Office 365 Business

Exchange Online Sharepoint Online

Lync Online

・メールボックス50GB/人
・予定表、会議室、備品利⽤管理
・スマートフォンなど出先からでも

確認、発信可能
・PC紛失からの情報漏えいなし。
・メールデータ紛失なし。
・サーバ構築不要、管理不要で

メンテナンスコストを大幅に削減
・既存オンプレミスを残した相互同期型

の運用も可能

・10GB+1ユーザ500MBの⼤容量
・個人ストレージ1TB
・ファイルの更新管理（いつ、誰が更新した？）
・バージョン管理
（1つ前の保存ファイルに戻りたい！）
・アクセス権設定
（このファイルは部⻑しか⾒られない！等）
・出先からでもファイル確認可能（VPN不要）
・サーバ構築、管理不要
・サイト構築（イントラ/Webサイト）

ワークフロー構築

・在籍確認
・チャット
・音声通話
・ビデオ通話
・ファイルの画面共有
・デスクトップ画面共有
・テレビ会議

・最新版Office（現在は2013）
PC×5台インストール可能（Macも可能）

・OfficeMobile（スマートフォンアプリ）
×5台インストール可能

・Office for iPad×5台インストール可能

・OfficeOnline（オンライン版Office）
無制限に利⽤可能

・平日9:00〜17:30のサポート
・上限300ユーザまで

※スィートプランを選べばこんなことも可能
Office 365 Business Premium でできること（￥16,320）

【Office365ニュース】

2014年12月16日より日本国内のデータセンターから提供開始しました！
国内にデータ保管することをパブリッククラウド利⽤の要件とされることが多い⾦融、医療や官公庁・地方自治体
などのお客様は、業界規制等に沿った運用が可能になり、クラウド利⽤の選択肢が広がります。

Office 365 の主要サービスである Exchange Online、SharePoint Online、Lync Online は日本データセンター
から提供され、データはすべて日本国内で保持されます。
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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。

「Stellar Storage Server」のセット内容

リスク回避

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

2014年4⽉にサポートが終了したWindows XPと同様に、Windows Server
2003もまもなく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。

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

0

50

100

1年目 2年目 3年目

汎用
Server

Storage
Server

・必要最小限のサーバー機能だから。
・対応ソフトウエアーが少ないから。
・使用人数分のCALが不要だから。※

・ステラ オリジナルパック商品だから。

Storage Server(ストレージ・サーバー)とは必要最小限の機能を持たせたWindows
Serverです。
また、通常のサーバーに必要なCAL(クライアント・アクセス・ライセンス)が不要なため、
導入コストを抑えることができる商品です。

万円

トータル累積コスト対⽐

+

・サーバー本体
Windows Server

・無停電電源装置

・電源管理ソフト
※停電発生時にサーバーを安全に停止

・バックアップ用
USB外付けHDD

⼀般的なサーバーの基本構成例

※大事なデータの
バックアップ用

+

（※別途、保守料⾦も必要）

低コスト

RAID1

※ 最大接続数50

「Stellar Storage Server」が安価な理由
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WindowsServerをご使用の皆様はどのような場所
に置かれていますか？
サーバー用のデスクやスペースを確保するのが困難
な場合にも は有効です。

機器を並べて設置しても本体はB4
用紙の面積に収まってしまいます！
※ケーブル等突起部は除く

省スペース

ステラグループ保守パックの主な内容

※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
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

ｵﾌﾟｼｮﾝ
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
RAID設定(※変更した場合、完全なバックアップは出来なくなります。)

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

ｵﾌﾟｼｮﾝ 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、冗⻑構成も設定できま
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Windows 8環境で
の通信速度アップ

■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
■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な共有
フォルダのシャドウコピー機能で
■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。

高機能
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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コンサルティング
〒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

frontiercube.co.jp

物件
サイト

IKビル
台東区柳橋1-23-3
８Ｆ ４０．１１坪
坪単価１１,０００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！

平河町渡辺ビル
千代田区平河町2-11-2
７Ｆ ３９．４９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！

日本橋スカイビル
中央区日本橋浜町1-5-13
４Ｆ ６５．２４坪
坪単価１０,５００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！

詳しくはステラ担当までご相談ください
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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

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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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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『パソコンを廃棄するときに気を付ける事は？』
皆さんはパソコンを廃棄するとき中のデータはどうされていますか？
捨てようとしているパソコンの中には

■メールの内容や相手先のメールアドレス
■経理データなどの機密情報や顧客リスト
■銀⾏のネットバンキング情報、クレジットカード情報

など重要なデータはありませんか？

第14回（廃棄編）

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

どうしても時間や手間がかかってしまいますが、
データが流出してからでは取り返しがつきません。
廃棄の前にデータを消去し、情報流出を未然に防
ぎましょう！

そんな時役に⽴つのがデータ消去ソフトやディスク破壊機です。

昨今様々な企業で情報漏えいが問題になっており、2005年4月から
個人情報保護法が施⾏されるなど、情報管理の重要性が増してきています。

一旦インターネット上に流出してしまうと回収する事は事実上不可能です。
個人情報や機密情報が流出し莫⼤な損害賠償を請求された事案もあります。

また、捨てる前にデータをゴミ箱を空にして捨てたりフォーマットしたから大丈夫と
思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、復元ソフトや特殊技術があれば復元で
きる可能性があるため安心はできません。

0011100000000111100000
0000000000001111111111
1111111111111111111000
0000000011111000000000
001111111111000000…..

データを上書き

専用ソフトによる消去 物理的な破壊による消去

ディスクを破壊

◎⻑所
データ消去ソフトは数千円程度で安価
に購入できる

HDD全体のデータ自体を上書きし無意
味な物にする事でデータを読むことが
出来なくしてしまう。

HDD自体を破壊し動作出来ない状態に
してデータを読むことが出来なくして
しまう。

△短所
HDD全体に書き込む為、消去するために
数時間かかる

◎⻑所
短時間で出来ると共にHDD自体を完全に
動作不能に出来る

△短所
専用の破壊機が必要だったり、分解に
特殊なドライバーが必要だったりする
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会社の顔であるエントランス。見た目だけでなくセキュリティも向上！

・社員であってもICカード社員証をもっていなければ入室できないため
開放したままの以前よりもセキュリティが大きく向上しました。

・スタイリッシュなエントランスがお客様をお迎えいたします。

【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

移転前のオフィスではエントランスのセキュリティがとても不安でしたが、
今のオフィスでは、ICカードで施錠管理しているので安心です。
入口が正面・従業員用・倉庫用と複数あった以前に比べ、退出時の施錠確認
箇所が減りました。施錠忘れなども発生することはないと思います。

プリンティング・ソリューション営業部
プリンティング・ソリューション営業課 佐藤

会社の⼊⼝となるエントランスが綺麗だと毎朝、気持ちが良いです。
お客様をお出迎えする最初の場所なので、今後も綺麗な状態を維持していき
たいと思います。いらっしゃったお客様に「綺麗なオフィスですね」と⾔わ
れると嬉しくなりますし、自信をもってお迎えできます。

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート2課 海⽼澤

Renew.6

会社の顔となるエントランス部分は、
セキュリティのことも考えました
【課題】

・昼間は開放したままだったので勝手に侵入されるリス
クがありました。

・入り口には目立つ看板なども無く、ご来社のお客様に
ステラグループをアピールできませんでした。

BEFORE 受付電話を鳴らさなくても入ろうと思えば入っていけましたが・・・

AFTER ICカードの社員証がなければ入室はできません。

また、見た目も恰好よく素敵なエントランスになっています！

物も多く、乱雑な印象も・・・
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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。

昨年末に終了した大河ドラマ「軍師官兵衛」。歴史モノが好きで、
ドラマや小説をよく観ますが、結末はわかっていても面白いんですよ

ね。最終回の関ヶ原の戦い、叶わないとわかっているのに黒田如水の
天下獲りを応援してしまいました。大河を真剣に観たのは初めてでした
が、どっぷりハマりました。

さて、年度末に向けて、各メーカーから様々なフェア、イベントの案内
が来ております。どうせならお買い物もお得な時に、が良いですよね。
まずは何でも担当までご相談ください。

ステラリンク2015年2月号

P 2 FAX業務の2つの課題「紛失」と「誤送信・未送信」を解決
P 4 RISO Print Festa有楽町会場のご案内
P 5 お得がデッカイ！EPSON お得祭り2015
P 6 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 7 カスタマイズもOK オリジナル顧客管理システム「SAS」#6
P 8 Office 365特集従来のOfficeとの比較
P10 新次元のスピードでより効率的に Pocket WiFi
P12 Stellar Storage Serverのご紹介・お得な保守付セット

P14 オフィスが変わると、会社が変わる
P16 マイナンバー制度への対応もPCAで安心
P18 パソコンお役立ち情報⑭「パソコン廃棄時の注意点」
P19 ライブオフィスここが見どころRe⑥

★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

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。

寒さ厳しき折柄、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。

年度替わりには、組織改編、人事異動、そして新入社員さんのご入社などがあり、
オフィスのレイアウト変更やオフィス家具のリニューアルをご検討される方も多いか
と存じます。私どもステラグループは、複合機やパソコンだけではなく、オフィス家具
も幅広く取り扱っております。家具単体だけではなく、オフィス全体のレイアウト変更
のご相談にもご対応できますので、どんなことでもけっこうですので、弊社担当者まで
どうぞお気軽にお声がけください。

今年も私どもステラグループを何卒よろしくお願い申しあげます。

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>   <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

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。

ステラリンク2015年2月号
2015年1月15日発行


