
ステラリンク2015年3月号

特集： プリント業務の2つの課題「ムダ」と「紛失」を解決
マイナンバー制度への対応について（PCAクラウド）

イベント：POD体験会(⽴川:3月5〜6日 / 飯田橋:4月15〜16日)
製品情報：Microsoft Office for iPad

投てき型消火用具 FIRESCUE
Fellowes 空気清浄機 AeraMax
NASステラオリジナルパッケージ ほか

連載： 第7回 コピー機のお役⽴ち情報
第7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2課、ビジネス・プロデュース課 （本社オフィス）
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「PSS会員制度（保守）加⼊」または「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。

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。PCAは皆様の準備ができるようなスケージュールで対応製品を
リリースしてまいります。皆様も早期の対応準備をご検討ください。

マイナンバーってなに？
すべての個人に割り当てられる12桁の特定番号を様々な⾏政⼿続きに利⽤する制度です。

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「アクセス制御」、「アクセス者の識別と認証」、「外部からの不正アクセス等防⽌」、「情報漏洩等の
防止」の技術的安全管理措置を中⼼に機能強化をおこないます。
また従業員の番号取得から廃棄・削除に⾄るまでの適切・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

利⽤

提供

廃棄・削除

対応予定製品：
PCA給与X・PCA⼈事管理X・PCA所得税

PCAは法⼈税や消費税などの申告書等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！

※2015年1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。また厳し
い安全管理措置を求められる制度ですが、『SOC2』報告書を取得しているPCAクラウドなら安全・安心に運用
が可能！ 『SOC2』報告書はセキュリティ、可用性および機密保持について、 高水準なセキュリティ等への対応
が保証されるグローバルな基準です。ご希望の方には『SOC2』報告書をご提供いたします。技術的安全管理措
置へのご対応がご不明の⽅、⾃社での管理がご不安の⽅、または投資コスト的にご不安である⽅はPCAクラウド
のご利⽤をぜひご検討ください。

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・
「SOC2」取得の環境で安全・安心！

法人番号もPCAで安心！

保存
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Office for iPad と Office 365 を使えば、必要なときに必要な場所で Office 文書を編集、保存できます。OneDrive for Business へシームレス
にアクセスでき、オフィスでは PC や Mac、外出先では iPad で同じファイルを編集可能。さらに、iPad 上に直接ファイルを保存できるため、オフ
ライン環境でも編集作業を継続することができます。なお、商⽤利⽤※するには Office 365 有償ライセンスが必要になります！

※ 商⽤利⽤とは Office を仕事や業務⽬的で利⽤することです。ただし閲覧のみの場合は、有償ライセンスは必要ありません。

Word 文書を画像配置やレイアウトまで再現して
表示。文書の作成、編集では PC と同様に細かい
書式設定も可能です。チームで文書を扱う際に役
⽴つ変更履歴の記録やコメント機能も使えます。

画像や表、グラフが混在する複雑なレイアウトも崩
れることなく PC と同様に美しく再現。専用のキ
ーボードも用意され、数値や数式の編集も簡単です
。並べ替えやフィルター処理を使った分析も可能。

プレゼンテーションを PC とまったく同様に表示し
、iPad の画面やプロジェクターを使ったプレゼン
テーションがより手軽に。他デバイスとの表示互換
性を保ったまま iPad からの編集もできます。

W ord for iPad Excel for iPad PowerPoint for iPad

Office for iPad で、ビジネスをもっと効率的でスマートに！

導入前 導入後

導入前 導入後

導入前 導入後

USB メモリーでコピーしたり自分
宛てにメールで送ったりと、ファイ
ル取り扱いの手間がマルチデバイス
使いこなしのハードルに。

1 台ごとにアプリケーションを買い
足さなくてはならず、せっかく導入
した iPad を限定的なシーンでしか
活用できない。

情報漏洩の防⽌など、企業に求め
られるセキュリティレベルは年
々⾼くなる⼀⽅。近年は BCP も
欠かせない対策のひとつに。

マルチデバイスによる生産性向上を、簡単に
PC からも iPad からもシームレスにアクセスできる
OneDrive for Business 上にファイルを保存し、直接編集
。iPad に保存してのオフライン作業も可能。

追加ライセンス不要で IT 投資を効率化
Office 365 は 1 ライセンスで最大 15 台まで※インスト
ール可能。既に iPad をお使いの企業なら、Office の世界を
PC から iPad に広げることでデバイスの有効活用にも。

クラウド連携によるセキュリティに
OneDrive for Business は無制限に使えるクラウド ストレ
ージで、大企業にも真似できないセキュリティが自慢。情
報漏洩や BCP への対策としても効果的です。

※ 最大、PC × 5 台、タブレット × 5 台、スマートフォン × 5 台まで
Offi ce  fo r  iPa d のビジネスでの活用シーン は裏面をご覧く ださ い

2014年秋 日本市場で提供開始

ついに Office for iPad がビジネスで利⽤可能に

Office for iPad  登場!!

Office365ニュース！

6



営業の外回りで

病院やクリニックで

建設の現場で

不動産の内⾒まわりで

商談の後、次のアポイントまでの空き
時間に資料を編集し、⾒積もりを作成
して送信することで顧客対応をスピ
ードアップ。OneDrive for Business
に保存しておけば過去の提案資料もい
つでも参照可能。

カルテや指示の閲覧にとどまらず、処
置結果などをその場で記入できるデバ
イスへと iPad の可能性を広げます
。また OneDrive for Business は日本
国内にデータセンターを設置しており
、セキュリティの面でも安心です。

iPad で建築現場を撮影し、OneDrive 
for Business 上で共有するだけで進捗
状況がチームメンバーや上司に伝わり
ます。現場で図⾯や関連資料の閲覧
、メモの記入も可能です。

実際の物件を⾒た顧客の反応を⾒て
、その場で類似の他物件を探して iPad 
の画⾯で提案できます。物件管理に使
っている Excel や Word の資料をその
まま使えるので⾯倒な事前準備も不⽤
です。

Offi ce  fo r  iPad 活用シーンこ んな 場面で使える！

*1 最大 15 台まで可能（最大、PC × 5 台、タブレット × 5 台、スマートフォン × 5 台まで）。*2 今後、有償版 Office 365 の OneDrive for Business は容量無制限化を予定しています。

有償版

Offi ce  fo r  iPa d 無償版

Offi ce  fo r  iPa d
Offi ce  3 6 5  契約の方

商用利用 ビジネスで Word、Excel、PowerPoint を閲覧、作成、編集する ○ 閲覧のみ可
マルチデバイス iPad 含むタブレット 5 台まで可能 *1（Office365 契約の方） ○ ×
クラウド活用 Offi ceで作成したファイルを 1TB*2 の OneDrive for Business に保存 ○ ×
基本的な編集機能 Office 文書を編集する基本機能 ○ ○

Word for iPad

セクションの区切りを挿入する ○ ×
ページレイアウトで列を使用する ○ ×
ページごとにヘッダーとフッターをカスタマイズする ○ ×
ページの向きを変更する ○ ×
変更を記録して確認する図形にユーザー設定の色を追加する ○ ×
ワードアートを挿入および編集する ○ ×
画像に影と反射のスタイルを追加する ○ ×
グラフ要素を追加して修正する ○ ×
表のセルをユーザー設定の色の影で強調表示する ○ ×

Excel for iPad

ピボットテーブルのスタイルとレイアウトをカスタマイズする ○ ×
図形にユーザー設定の色を追加する ○ ×
ワードアートを挿入および編集する ○ ×
画像に影と反射のスタイルを追加する ○ ×
グラフ要素を追加して修正する ○ ×

PowerPoint for iPad

プレゼンテーション中に発表者ツールで発表者のノートを確認する ○ ×
図形にユーザー設定の色を追加する ○ ×
ワードアートを挿入および編集する ○ ×
画像に影と反射のスタイルを追加する ○ ×
グラフ要素を追加して修正する ○ ×
表のセルをユーザー設定の色の影で強調表示する ○ ×

Offi ce  fo r  iPa d 有償版／無償版 比較表
ビジネス には

コ チラ

他にも、Office365関連アプリが充実

Office365を快適に利⽤する
アプリが既に提供されています！
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キャンペーンの詳細は裏⾯をご覧ください。

本割引は、販売代理店が提供する PC 、タブレットとキャンペーン対象製品とを同時にご購入いただける場合に限り適用されます。

※割引率は、マイクロソフトの出荷価格に対する割引率となります。お客様の購⼊価格は、販売店により決定されますので、販売店にお問い合わせください。

今、Windows Pro PC または iPad を含むタブレット PC と新しい Office を同時にご購入いただいた企業様に、新しい Office
が 45% OFF になる法人向けキャンペーン実施中。新しい Office は常に最新バージョンの Office が利⽤でき、Office のバー
ジョン管理が容易です。旧バージョンとの同時利⽤も可能であるため、例えば、旧バージョンの Office アプリと連携した業務
アプリケーションもそのまま活用することもできます。電話によるテクニカル サポートも受けられ、多忙な IT ご担当者様を
しっかりとご支援いたします。

今だけ、おトク! 新しい Office が 45% OFF!

新しい Office は 1 ユーザー 最大 15 デバイスまでインストールが
可能なため、会社の PC に加え、iPhone などのスマートフォンや、
⾃宅 PC でもご使用いただけます。さらに昨年リリースされた
Office for iPad や Office for Android Tablet を活用することで、
利⽤シーンが拡⼤するビジネスタブレット上でも社内と同じ環境で
作業することができます。本キャンペーンでは Windows Pro PC
に加え、Surface Pro や iPad、Android などのタブレットも対象
となっておりますので、この機会に最新 PC への乗り換えや新たな
デバイスの導入をご検討ください。

Surface Pro や iPad との組み合わせも自由自在!

法人のお客様に「Surface Pro 3」本体に「Surface Pro タイプ カバー」および「Surface Pro 3 ドッキング ステーション」を
セットしたバンドル モデルを特別価格で提供いたします。詳しい内容はお取引のある販売代理店にお問い合わせください。

さらに
今なら

外出先での業務効率を上げるためにモバイル PC や タブレットを導入する企業が増えています。あらゆるデバイスに対応した
新しい Office なら外出先での⾒積もり書の修正や提案前の資料編集などの作業が可能になります。また新しい Office に付随
する容量無制限の企業向けクラウドストレージと組み合わせて活⽤すれば、外出先から社内のファイルにいつでもどこでも、
どのデバイスからでもアクセスできます。デバイス紛失の際は、アプリケーションのロックが可能。ファイルをクラウドスト
レージに保存しておけば許可されたユーザー以外のアクセスを防ぐことができ、安⼼して利⽤することできます。

最新のデバイスと新しい Office の組み合わせで、営業⼒強化を実現!
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● 記載の内容は 2015 年 1 月現在のものです。 ● 記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。
● 各製品の仕様、サービス内容などは予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。©2015 Microsoft Corporation, All rights reserved.

〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー

■キャンペーン特典
・Office 365 Business を 45% 割引でご提供 (※1)
※1 割引率は、マイクロソフトの出荷価格に対する割引率となります。お客様の購⼊価格は販売代理店により決定されますので、販売代理店にお問い合わせください。
・本割引は、販売代理店が提供する PC 、タブレットとキャンペーン対象製品とを同時にご購入いただける場合に限り適用されます。
■キャンペーン応募条件
・Windows Pro PC、タブレットと Office 365 Business を同時契約いただいた企業様（個人でのご購入は対象外です）

■キャンペーン対象製品
・Windows Pro PC または各種タブレット (Surface Pro、iPad、Android Tablet 含む)
・Office 365 Business Plan (※2)
※2 Open Business および Open Value でのご購入が対象となります。また Office 365 Business Premium と Office 365 Business Essentials は本キャンペーンの対象外となります。
・Office 365 Business の購入上限は 300 シートとなります。
■応募期間
2015 年 2 月 2 日 (月) 〜 2015 年 3 月 31 日 (火) (※3) ※3 具体的な発注期限に関しては、お取引のある販売代理店にお問い合わせください

■お申し込み注意事項
・新規に中古 PC またはタブレットをご購入され、Office 365 Business と同時ご契約された場合もキャンペーン対象となります。
・⽇本国内の企業様が、⽇本国内の販売代理店からご購⼊された場合のみ対象となります。
・個人での購入は対象外です。 ・新規購⼊の企業様に限ります。更新については対象外となりますのでご了承ください。
・マイクロソフト社員および、関係者の応募はご遠慮ください。
・キャンペーンの内容や Office 365 の製品スペックは事前告知なく変更となる場合がございます。

キャンペーン概要

Office 365 Business と Office 2013 との機能比較
Office 365 Business Office 2013

（ボリュームライセンス）
Office 2013

（PC プリインストール）

ライセンス形態 非永続ライセンス
(契約期間中だけ利⽤できるモデル)

永続ライセンス
（買い取りモデル）

永続ライセンス
（買い取りモデル）

バージョン 最新を利⽤ 購⼊時のものを利⽤／
ダウングレード可能 購⼊時のものを利⽤

バージョン管理 バージョンの統⼀が容易 バージョンの統一が
⽐較的容易

デバイスごとに異なる
バージョンになる

配信形式 ストリーミング形式 インストーラー形式 ―

Office オンデマンド ○ × ×

前バージョンとの共存 ○ × ○

インストール時間 数分で利⽤可能 30 分以上 ―

利⽤可能デバイス 1 ユーザー 5 デバイスまで
利⽤可能

2 デバイス
（1 台はモバイル向け）

デバイスを変えると
利⽤できない

デバイスとの関係 デバイスの多様化に対応。
Mac 版も利⽤可 PC に限定 インストールされている

デバイスに限定

価格 初期投資が抑えられ、
導入しやすい 計画的予算取りが必要 PC に含まれる

費用 費用予測が簡単で
平準化される

バージョンアップ時に
大きなコストが発生 PC に含まれる

ライセンス管理 容易 複雑になる場合がある PC 管理に依存

ライセンスの柔軟性 ユーザー数の
増減に対応可能

ライセンス数は
追加することのみ可能

他のデバイスに
移管して使えない

マイクロソフト電話サポート 拡張電話サポート
（契約企業の管理者）

テクニカル電話サポート
（SA 契約企業のみ） 含まれない

企業向けクラウドストレージ OneDrive for Business
（容量 1TB） 含まれない 含まれない
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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

営業活動分析結果画面

営業担当者が日報を入力したものを
日別、月別、活動分類にて集計することが
できます。

集計単位、集計分類などのカスタマイズも
可能です。

機能ご紹介 ⑥営業活動分析

Vol.7
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ご存知ですか？
キヤノンのレーザープリンターはこんなに便利です

キヤノンのプリンタードライバーはSatera LBPとiR-ADVANCEシリーズで

ユーザーインターフェースを共通化！

IR-ADVANCEシリーズのドライバ SateraLBPのドライバ

iR-ADVANCEと同じ操作方法で簡単にプリント。
iR-ADVANCEのお隣にサブプリンタとして、キヤノンのレーザープリンタをお奨めします！

LBP9100CS

A3 LIPS V

モノクロ20枚/分

台数限定！

LBP8710e＋PF-A1SP

今ならお得なキャンペーン価格でご提供します！

A3
カラー20枚/分

CAPT

モノクロ20枚/分

2015年3月31日まで
A3 LIPS V

モノクロ20枚/分 台数限定！
LBP8610SP

========================================================

他社にはない！複合機とプリンタの出⼒画⾯が同⼀！
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おすすめWindowsタブレット
世界No1のPCメーカーと世界No3の携帯キャリアが

手を組んで創りあげた最強タブレット

ThinkPad 10 for SoftBank

●SoftBank 4G/4G LTEに対応
●下り最大100Mbpsの高速通信
●SoftBank Wi-Fi対応
●海外パケットし放題対応

◆本体価格
純正キーボードとセットでこの価格！
※SBC&Sオリジナル企画

ThinkPad10 for SoftBank 32bit(税別)

◆月額通信費
下り最大100Mbpsの⼤容量通信！

OS Windows 8.1 Pro Update 32bit
プロセッサー（動作周波数） Intel® Atom™ Processor Z3795（1.59GHz）
主記憶（RAM）容量 2GB
フラッシュメモリ 64GB
ディスプレイ 10.1” IPS WUXGA IPS液晶（1920x1200）,16:10,マルチタッチ（10点）,ゴリラガラス搭載
インターフェース USB 2.0ポートx1,MicroHDMI,microSDカードスロット,マイク/ヘッドフォン・コンボジャック
ワイヤレス 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN （Wi----Fi準拠）,Bluetooth 4.0

主な仕様

LTE高速通信モジュール搭載！持ち運びに最適！
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ご利⽤シーン
お客様先でのプレゼンも
WindowsTabletがあれば、
簡単にスマートに。
直前での資料修正も可能！

外出先からメールの返信。
OfficeもCADも。
ローカル環境で楽々編集。

Windows Tabletだから
社内のWindowsシステム
との連携が用意。
直⾏直帰スタイルの実現。

いつでも使っているサービスを外出先
でも使えます。

おすすめソリューション

ThinkPad 10 for SoftBank ラインアップ
Windows® 8.1 Pro Update 64bit Windows® 8.1 Pro Update 32bit

プロセッサー(動作周波数) Intel® Atom™ Processor Z3795（1.59GHz） Intel® Atom™ Processor Z3795（1.59GHz）

主記憶（RAM）容量 4GB 2GB

フラッシュメモリ 128GB 64GB

ディスプレイ 10.1” IPS WUXGA IPS液晶（1920x1200）,16:10,マルチタッチパネル（10点）,ゴリラガラス搭載

インターフェース（ポート） USB 2.0ポートx1,MicroHDMI,microSDカードスロット,マイク/ヘッドフォン・コンボジャック

ワイヤレス 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN （Wi-Fi準拠）,Bluetooth 4.0

オーディオ機能 ステレオスピーカー & デュアルノイズキャンセリングマイク

内臓カメラ 前面:200万画素, 背面:800万画素

センサー類 加速度センサー,近接センサー,デジタルコンパス,光センサー,GPS,ジャイロセンサー,NFC

セキュリティ 指紋認証リーダー

本体寸法（W×D×H）mm 256.5 x 177 x 8.95

本体質量 約610g

主な付属品 ACアダプター,ThinkPad Tablet ペン,純正キーボード（セットモデル）

レノボ・サービス（保証） 3年（標準1年保証＋2年延長保証）/国内引取り修理

レノボ・サービス（オプション） アクシデント・
ダメージ・プロテクション

アクシデント・
ダメージ・プロテクション

端末代⾦（標準価格） 112,889円（税別） 120,889円（税別） 102,889円（税別） 110,889円（税別）

Canon 「HOME」
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投てき型消火用具

メーカー型番 申込番号 提供価格(税抜)
FR-T EF-XPJ00137 ¥3,980

ファイレスキューの特⻑
●使い方は投げるだけの簡単機能
●１本６５０ｍｌの⼩型軽量サイズ
●１本当たり16㎥の消⽕能⼒
●人に無害の食品添加物が主成分
●水拭きで簡単に現状回復可能
●煙が出ないから避難経路を確保

●対応火災/普通(A)、油(B)、電気(C)●種類/投てき型●容量/650ml●重量/750g●大きさ/直径7cm×高さ20cm
●消火性能/16⽴⽅メートル/本●⽴体消⽕(天井消火)/可●再燃防止効果/有●保存温度範囲(製品単体)/-10℃〜60℃
●保存温度範囲(保護バック)/-20℃〜70℃●消火剤臭気/アンモニア臭有●製品保証/2年(メーカー保証)/5年(有効期限)
●人体・環境への配慮/食品添加物レベルの安全基準クリア調査機関:(財)日本食品分析センター

※500円（税込）以上のお買い上げで全国送料無料（⼀部地域を除く）

カタログ
未掲載商品

下記URLで消火実演画像がご覧いただけます。

http://firescue.net/example/
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※掲載商品のデザイン、仕様、パッケージ、価格などは予告なく変更される場合がございます。また予告なく生産や供給が中止される場合がございます。
※商品の仕様等詳細に関しては、WEBまたはカタログをご確認ください。※お取り寄せ商品はお届けにお時間を要する場合がございます。また、お取り寄せ商品の返品はお受けしておりませんのであらかじめ
ご了承ください。※消費税は小数点以下四捨五入です。

い～るでぃんぐコンタクトセンター 0120-896-900

■インターネットでのご注文は

※月曜～金曜 午前9時～午後5時＜土・日・祝日・当社指定休日を除く＞

お問い合わせは

■FAXでのご注文は 0120-958-868

■商品、お支払い、お届け、返品、不良品に関するお問い合わせ

お問い合わせ

〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号(三田国際ビル）

発行日

http://shop.fielding.co.jp

2014.11.28

万が一の時、使えますか？

消火の仕組み
１.冷却効果
ボトルが衝撃で破裂し消⽕剤が⾶び散ると、
⽔分蒸発作⽤によって燃焼物を冷やします。

２.連鎖反応抑制作用
発生するアンモニアガスが燃焼連鎖反応の負触媒となります。

３.酸素を遮断
同時に発生した炭酸ガスが、燃焼面への酸素を遮断して燃焼を抑えます。

４.再熱防止効果
その他に燃焼物の発火点を上げて燃えにくくする成分も
配合されており、優れた再熱防止効果を発揮します。

ステラグループ株式会社
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業務内容

オフィス計画

オフィス仲介

PM・CM業務

現状回復⼯事

ビル改修・リニューアル

ITソリューション

対応可能地域

日本、中国大連、中国上海

日本

日本、中国大連、中国上海

日本

日本

日本

・

・

・

・

・

・

株式会社フロンティアコンサルティング オフィス、事務所移転・レイアウト変更・原状回復

日本からの進出もお任せ下さい。

1

2

3

中国企業のオフィス移転・オフィス設計・デザインは

フロンティアコンサルティングへ御相談下さい。

弊社では専⾨の知識を有した中国スタッフチームが、

中国語・日本語を通して御客様のお手伝いをさせて頂きます。

細かいニュアンスが伝わらない・スケジュール調整ができない等、

文化、習慣の違いから丁寧に説明させて頂きます。

豊富な実績を基に御客様の問題解決のサポートを⾏います。

中国人スタッフによるサポート業務
専⾨の知識を有したスタッフがオフィスの計画をお⼿伝い致します
細かなニュアンスやマーケットの習慣を丁寧に説明致します。

日本スタッフとの連携
日本スタッフとの連携を図り、中国語・日本語に対応し
クオリティー高くサービスを提供させて頂きます

の

オ
フ
ィ
ス
計
画
は

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
へ

正確なスケジュール管理 事前のコスト確認・把握 コミュニケーションの円滑化
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株式会社フロンティアコンサルティング オフィス、事務所移転・レイアウト変更・原状回復

レイアウト計画 オフィスデザイン

ネットワーク構築 家具手配 引越作業スケジュール調整・計画

予算計画 品質管理 施⼯管理

官庁届出

日本からの進出もお任せ下さい。
一括御依頼で安心。面倒な打合せや御出張の手間・コストが無くなり、スムーズな業務開始を実現します

3

ＣＡＳＥ
Ｄａｌｉａｎ
Ｏｆｆｉｃｅ
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■キャンペーン対象製品
『PCAクラウド プリペイドプラン』
PCA会計X・PCA商魂X・PCA商管X・PCA給与X・PCA⼈事管理X
PCA建設業会計V.7・PCA公益法人会計V.12・PCA社会福祉法人会計V.5
12ヶ月(1年)・36ヶ月(3年)・60ヶ月(5年)利⽤パックの各種製品
※3ヶ月・6ヶ⽉利⽤パック・更新パックは対象外です。

ピー・シー・エー株式会社は平成26年12月5日に東証一部に上場いたしました。
そこで、お客様への感謝企画といたしまして、『PCAクラウド プリペイドプラン』の
1年・3年・5年利⽤パックを特別価格にてご提供させていただきます。

クラウド切り替え
キャンペーン

東証⼀部上場感謝記念

■キャンペーン期間
平成27年1月5⽇〜平成27年3月31日ご注文分まで

PSS会員
イニシャル“0”プラン⽉額利⽤⽐

PSS非会員
イニシャル“0”プラン⽉額利⽤⽐

PCAクラウド 12ヶ⽉利⽤パック 13%OFF ８%OFF
PCAクラウド 36ヶ⽉利⽤パック 14%OFF 10%OFF
PCAクラウド 60ヶ⽉利⽤パック 17%OFF 12%OFF

イニシャル”0”プランで
⽉額利⽤するより

最大17%OFF

＜イニシャル“0”プラン＞
初期費⽤が不要。翌⽉分の利⽤料を前払いで
口座振替にて毎月お支払いいただくプランです。
＜プリペイドプラン＞
月額料⾦をまとめて前払いいただくプランです。
⻑期契約だとお得♪

※PSS（PCAサポート&サービス）はお客様に「PCAソフト」を安心して十分ご活用いただけるように
PCAがお客様をサポートする制度です。

※CAL数・利⽤ソフトを⾃由に組み合わせることも可能です。

＜例＞PCA商魂X クラウド 12CAL60ヶ⽉利⽤パックの場合、
イニシャル“0”プランで⽉額利⽤するより最大913,000円(税抜)お得！
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プリペイドプラン

●保守料⾦込みの料⾦体系
●停電・節電対策などBCP対策にもおすすめ
●パッケージ版と同等の操作性
●最新版に無償でバージョンアップ可能
→マイナンバー制度や消費税改正など、大幅な法令改正時もバージョンアップ料⾦不要
●高い信頼性!! 「PCAクラウドSLA」を設定
→稼働率99.95％を保証（SLA：サービス品質保証制度）
●データセンター(関東・関⻄)の選択が可能
→関東および関⻄DCでのDR（ディザスタリカバリー）対策を強化
●「PCAクラウド スマートデバイスオプション」によるデータのリアルタイム活用
→スマートフォンやタブレットから『PCAクラウド』に蓄積された情報の参照が
リアルタイムに⾏えます。

●緊急時用のスタンドアロン版を提供
→万が一ネットワーク接続ができなくなっても、バックアップデータさえあればネットワーク接続
なしで緊急時運用が可能。

●「PCAクラウドAPI」でカスタマイズも可能
→自社の業務に合わせて機能を拡張。他システムともリアルタイムに連携できます。
●『SSAE16Type2』報告書に加え、『SOC2』報告書を独⽴監査人より取得
→『PCAクラウド』に関するシステム上のセキュリティ、可用性および機密保持について、グローバルで
高水準なセキュリティ等への対応が保証されていることが確認されました。

プログラムやマニュアルPDFファイルは常に最新版を
インターネットからダウンロードしてご利⽤いただけます。

営業所・⽀社や⾃宅・出張先などの外部からはもちろん、
会計事務所と顧問先での利⽤も可能！
導入・運用の費用も自社サーバー・VPNを設置するよりもお得！
SSL暗号化通信により、セキュリティ面でもご安心いただけます。

サーバー
管理不要の
お手軽

LAN/WAN
運用

その他にもさまざまなメリットが満載
マイナンバー
も無償対応
『SOC２』取得で
セキュリティ対策

も万全
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●⾒積から実⾏予算・発注・原価管理・⽀払管理・回収管理
まで、建設業に必要な日常業務を幅広くサポート。

●自社オリジナル帳票が作成できる「Excelクリエート機能」を搭載。
● グラフ機能・多彩で豊富な管理資料で経営戦略を
強⼒にサポート。

●支払債務データの抽出から支払査定・⽀払実⾏・
支払仕訳データ作成までをトータルサポート。

●複雑な支払条件・さまざまな支払方法に
柔軟に対応。

財務会計業務をもっとスムーズに！

仕入・支払
請求・⼊⾦

データ

支払債務データ
の抽出

支払仕訳データの
作成・連動

⾒積・発注・原価管理システム

『レッツ原価管理Go!』
⽀払管理システム

『Vicsell⽀払管理』

業務のお困りごとを解決し、
効率をさらに向上させる
PCA認定ソリューション製品を

20%OFFでご提供する
特別キャンペーン実施中!!!!!

平成27年1月5⽇〜 平成27年3月31日出荷分まで

⼯事原価管理業務のお困りごと
●複雑な経理処理をスムーズにしたい！
●締め処理・繰越処理が⾯倒！
●個別原価管理資料の作成が⼤変！

⽀払管理業務のお困りごと
●掛取引・支払先が多くて大変！
●取引先によって支払条件が複雑！
●支払と会計業務が連動できていない！

今が
チャンス

レッツ原価管理GO! for PCA
¥600,000 → ¥480,000（税抜）

Vicsell⽀払管理 スタンドアロン
¥500,000 → ¥400,000（税抜）

価格例 価格例
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●受注・売上・振替伝票や注文書の⼊⼒・印刷・保存が可能。
●取引先ごとに合った伝票を作成
● 「PCA商魂・商管」にない⼊⼒項⽬を画⾯に
設定して⼊⼒ツールとして使用でき、印刷も可能。

● PCA 給与と連携して明細書等をPDF 化し、メールや
サーバーから配信。
●明細用紙代はもちろん、印刷、封入・封かん、配付作業の
作業コスト、各支店への郵送コストを削減。

販売・仕入在庫管理業務をもっとスムーズに！

⼊⼒データ

印刷データ

指定伝票発⾏システム『伝助』

給与・賞与明細書ペーパーレス
『Web給⾦帳forPCA』

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

※PCAの業務ソフトをすでにご利用いただいているお客様につきましては、お手持ちのPCAソフトがソリューション製品と連動可能なバージョンかどうか、各製品の取扱可能地域など、をあらかじめ
ピー・シー・エーまでご確認ください。

その他のラインナップおよび各ソリューション製品の詳細につきましては
ピー・シー・エーまでお問い合わせください。

指定伝票発⾏業務のお困りごと
●取引先の要求に合った伝票を作成したい！
●取引先ごとに違った形式の伝票を作成したい！
●いろいろな業界の指定伝票を作成したい！

給与、賞与明細書の配布作業のお困りごと
●毎月発生する給与・賞与明細書の配布作業を軽減したい！
●明細書の印刷にかかるコストを削減したい！

給与計算業務をもっとスムーズに！

打刻
データ

●さまざまな業種・規模・勤務体系に柔軟に対応。
●シフト制やフレックス制など多彩な勤務体系も混在で一括処理。
●人件費の適正化をサポートするなど、きめ細やかな機能を満載。

タイムレコーダーシステム
『テレタイム』

勤怠集計
データ

社会保険管理システム
『PSD労働社会保険V7』

●簡単・迅速かつ効率よく申請書の作成。
●記⼊が⾯倒で難しい雇⽤保険離職証明書も⾃動作成。
●e-Gov 電子申請一括申請に対応。

社会保険
データ

就業管理業務のお困りごと
●勤務体系が複雑でシステム化が難しい！
●就業情報をきちんと管理したい！
●就業管理業務に時間がかかりすぎる！

社会保険・労働保険のお困りごと
●社会保険の申請書作成作業を軽減したい！
●雇⽤保険離職証明書を⾃動作成したい！
●⼊退職者が多いので⼿書き処理をなくしたい！

就業管理システム
『クロノス』 ＆

伝助Ver4.1 for 商魂X スタンドアロン
¥248,000 → ¥198,400（税抜）

クロノス for SQL 50人制限 ¥250,000 → ¥200,000
テレタイムX-M ¥220,000 → ¥176,000

PSD労働社会保険V7 for PCAType100 1ライセンス
¥220,000 → ¥176,000（税抜）

Web給⾦帳V3 for PCA給与 100CL 1年保守付パック
¥350,000 → ¥280,000（税抜）

価格例

価格例
価格例

価格例
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データ消去サービス

データは狙われています！ 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。

■作業項目

１

２

専用ソフトウェアによるデータ消去
●専用ソフトウェアにより、ディスク全体にランダムデータ、固定データを組み合
わせ3回のデータを上書きし消去を⾏います。

物理的な破壊によるデータ消去
●専⽤の機器を使⽤し物理的に破壊致します。
（ハードディスクに穴を開けるので、読み込むことができなくなります。）

データ消去が⾏われていないPCはこのようなデータが狙われます。

■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
■個人マイナンバー

Q:データは[ゴミ箱]に捨てて空にしたから大丈夫!?
A:復元ソフトを使⽤すれば復元可能です。

Q:ハードディスクをフォーマットしたから大丈夫!?
A:特殊技術があれば復元可能です。

2015年秋からスタートするマイナンバー(個人番号)※は、漏えいした場合
個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、刑も重くなります。
「まだ先の話」と思いがちですが、すべての企業に安全対策がもとめられま
すので、今から意識して取り組まれてみてはいかがでしょうか。

ステラグループにお任せください。
安全にデータを消去致します！

※2015年10月からマイナンバー通知開始、2016年1⽉より制度開始
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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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※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）26



※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+

NASパッケージセット のご紹介
ステラグループではお客様のご要望に合わせ、さまざまな
NAS(Network Attached Storage)パッケージセットをご
用意しております。

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

+
●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+

「WD Red」を採
用し信頼性を向上
させた新製品

●NAS本体
I/O DATA製
HDL-XR4.0W

ステラ
3年オンサイト保守付で

ステラ
4年オンサイト保守付で

ステラ
5年オンサイト保守付で

ステラ
3年オンサイト保守付で

ステラ
4年オンサイト保守付で

ステラ
5年オンサイト保守付で

両モデルに搭載の高信頼性HDD「WD Red」

価格はすべて税別です。
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第八回へつづく

1. フォーム画像の登録

①まずはメニューからフォーム画像の登録を行います。

「その他の機能」から「イメージ合成」を選択し、登録したフォームを選択することでイメージ合成ができます。
すかし機能を選択するとコピーに“すかし”として追加することもできます。

→

2. コピー時の設定

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート3課 坂本

原稿に「フォーム」を合成して印刷

イメージ合成機能

合成コピー原稿フォーム画像

※imageRUNNER ADVANCE シリーズの機能です。対応機種は担当までご確認ください。

本体のメモリーに登録した画像（フォーム画像）を原稿に重ねて
コピーすることができます。

使い方はカンタン！

② 原稿をセットし、お好みの設定をします。

＜操作手順＞ 初期設定/登録 ⇒ ファンクション設定
⇒ 共通 ⇒ 印刷動作 ⇒ 合成フォームの登録 ③ あとはスタートボタンで登録完了です。

→
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“お客様へのご挨拶”デジタルサイネージを
ウェルカムボードとして活用しています！

利用シーンに応じて画面の差し替えが自由なウェルカムボードに！

・ご来社のお客様のお名前を入口に掲示してお迎えできるようになりました。

・掲示内容はパソコンのデータでいくらでも変更が可能なので
フェアなどの色々な場面でも活用が可能となりました。

【課題】

・ご来社頂くお客様向けにお名前の掲示をしたかった。
・社内を会場として開催するフェアなど

色々な場面で使用できる案内板が欲しかった。

【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！

USBメモリに保存した画像データを投影するだけなので、とても簡
単です。季節によって背景を変更したり、楽しみながら⾏っており
ます。

営業支援部 業務課 馬場

お客様のご来社予定がない時にはクールビズやAED設置のご案内を
掲⽰しています。紙での掲⽰よりも⾒栄えが良いです。

ビジネス・ソリューション営業部 オフィス営業2課 大場

ご来社いただくお客様名を表示したり、クールビズのご案内、AED設置のご案内など
場面に応じた多様な掲示が可能となりました。
「紙の掲示をしない」コンセプトにデジタルサイネージはピッタリでした。

■展示会・セミナー

■学生向け会社説明会

■通常

■ウェルカムボード

Vol.7Renew.7
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(c) Switch32/a.collectionRF /amanaimages

このチラシは、iPデザインサービス（アマナイメージズのストックフォト）のコンテンツを利用しています。

ステラグループPOD体験会
3月・4月開催のご案内

⽴川会場 ：キヤノンマーケティングジャパン株式会社
東京都立川市曙町2-41-19 
損保ジャパン日本興亜立川ビル2F
JR⽴川駅 北⼝より徒歩8分

ステラグループ株式会社POD体験会

1台で、今すぐビジネスチャンスを
広げられる。
imagePRESS C800/C700

⽴ 川 ：2015年 3月 5日（木）・6日(⾦)
飯田橋 ：2015年 4月15日(水)・16日(木)

＊当日はimagePRESS C800の展示となります。
オプション：imagePRESS Server F200

PODデッキライト・B1
サドルフィニッシャー・AM2

飯田橋会場：ステラグループ株式会社 本社オフィス
東京都文京区後楽2-3-21
住友不動産飯⽥橋ビル11F
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いつも大変お世話になっております。編集長の武藤です。

ステラリンクもついに50号を迎えました。いつもお読みいただき、
誠にありがとうございます。

業務効率、コスト削減、セキュリティ、防災・BCP、環境対応、法改正対
応・・・etc.挙げればきりがないほど多くの課題があると思います。お客さ
まの少しでもお役に立てるよう、ステラリンクではこれからも多くの情報
をお届けしてまいります。

ご意見などございましたらぜひお気軽に担当までお聞かせください。
それでは次号もご期待ください。

ステラリンク2015年3月号

P 2 プリント業務の2つの課題「紙の無駄」と「紛失」を解決
P 4 マイナンバー制度への対応もPCAで安心
P 6 iPadでもOfficeが使える！ Microsoft Office for iPad
P 8 Office 365 セット割キャンペーン（3/31まで）
P10 カスタマイズもOK オリジナル顧客管理システム「SAS」⑥
P11 Canonのプリンタはこんなに便利「ユーザーインターフェース」
P12 超高速インターネット接続「NUROアクセスエントリー」
P14 おすすめWindowsタブレット ThinkPad 10 for Softbank
P16 万が一の備え 投てき型消火用具 FIRESCUE
P18  中国企業のオフィス計画

P20 PCA クラウド切り替えキャンペーン＆プリペイドプラン
P22 財務会計をもっとスムーズに！PCAソリューションキャンペーン
P24 データ消去サービスのご案内 パソコン廃棄を安全に
P25 使用済みカートリッジ回収ご協力のお願い
P26 Fellows 空気清浄機 AeraMax
P27 NASステラオリジナルパッケージセット
P28 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
P29 コピー機お役立て情報⑦「イメージ合成」
P30 ライブオフィスここが見どころRe⑦
P31  ステラグループPOD体験会のご案内

★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
余寒お伺い申し上げます

余寒厳しき折、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。

ステラグループ株式会社代表取締役社長の川井昇でございます。

今号、私からのお勧めページは、 4ページの「マイナンバー制度」でございます。
概略のみ記載させていただいておりますが、お目通し賜り、ご不明な点などは、
ぜひ弊社担当者までお尋ねくださいませ。早目早目のご対応をお勧めいたします。

立春とは名ばかりの寒い毎日が続きます。
お客さま皆様方におかれましては、くれぐれもご自愛専一のほど、衷心より祈念申しあげます。

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3月号
2015年2月16日発行


