
ステラリンク2015年4月号

特集： 電子文書の2つの課題「2次利⽤」と「編集作業」を解決！
マイナンバー制度対応はお済みですか？

イベント：POD体験会(飯田橋:4月15〜16日)
製品情報：Microsoft Office 365 Business

サーバの地震対策に THK免震テーブル
おすすめWindowsタブレット ThinkPad 10 for Softbank ほか

連載： 第15回 パソコンお役⽴ち情報
第8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！

西東京営業部（三鷹オフィス）



電子化した

過去の見積書や注文書の

宛先や日付や金額を

とっても楽なのですが、

結局最初から作っていませんか？

電子文書の２つの課題

2 つの課題、2 つで解決！ 2 つのメリット！

紙が

机や引き出しの上に

乱雑になり

取っていませんか？

２つで解決！

×

“２次利用”と“編集作業”
閲 覧 だ け で 活 用 で き な い

“スペース”を

“部分修正”ができれば

Case.2

Case.１
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活字の紙文書を全自動でWordやExcelに変換。Document

NavigatorでPCに保存したファイルを、OCR処理によりWordや

Excel、PowerPoint、PDFなどの実用性の高いファイルを自動

生成します。

iR-ADV × Document Navigatorが連携すると・・・・

ポイント １

紙文書をスキャンしてWord やExcelなどの

データとして編集できます！※１ ※２

ポイント ２

ドキュメントにあわせた

ファイル形式でスキャン（電子化）が可能です！

メリット

ドキュメント作成時間の
短縮に繋がります！

メリット ２
スペースの削減、
データ検索性の向上に繋がります！

e-Typist for MEAP

[あて先ボタン]から業務内容・文書名・部署名などを選択する

だけで目的の保存先にたどり着きます。

保存がすぐに見つかるあて先ボタン

帳票用紙からパソコンで入力可能なフォームを生成。手書き

用の市販の帳票や申請書をDocument NavigatorでPCに保

存すると入力可能なフォームを生成します。

ピタッとフォーム for MEAP

PCや内蔵のアドバンスドボックスのフォルダーを階層ごとに一

覧表示、タッチ操作だけで目的のフォルダーに保存できます。

タッチ操作のみで保存フォルダー選択

メリット １

※１ オプションのイー・タイピスト for MEAPが必要です。

※２ オプションのピタッとフォーム for MEAPが必要です。

スキャン

宛先の設定 フォルダの選択 スキャン設定

設定したファイル形式で保存

紙文書

文字入力が
可能なPDF
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マイナンバー取扱規程作成支援パック
【診断パッケージシリーズ】

（経営者）
マイナンバー制度って何？会社が⼤変になるだけ、と思っていたが、マイナンバー
取扱規程により、会社としてのルールがはっきりし、安心した。

（従業員）
マイナンバーで個⼈情報が知られたり、漏れたりするのが不安。
マイナンバー取扱規程で、担当者や情報管理が整理されて、少し不安は解消された。

（人事担当者）
マイナンバー制度によって、仕事が複雑になったり、管理の仕組みが変わることに対
応できるか色々疑問があった。マイナンバー取扱規程を作成する中で、人事部門と
して対応する範囲や、法律の理解が上がり、準備が進められそう。

（経理担当者）
取引先などの支払調書にもマイナンバーが必要になるとか、どう
やって情報収集したらいいか悩みがあったが、取引担当部署と
連携して対応出来ることが分かった。

マイナンバー制度対応はお済みですか？

特⻑

具体的事例

マイナンバー対応のエキスパートである社会保険労務士が、貴社業務
を診断し、最新の法令に準拠したマイナンバー規程を作成します。

マイナンバー制度対応は、すべての事業者に求められる法制度です。事業者は平成28年1⽉にスタートするマイナンバー制度に
対して、税・社会保障分野での対応を迫られています。マイナンバーは個人情報の取扱いなど罰則規定も有るため、会社内での
取り扱いルールなどを決めることが必要になります。『マイナンバー取扱規程」は社内でのルール取り決めにより、マイナンバーの適切
な取り扱い⽅法を定め、業務上の運⽤を円滑に⾏えるようにするとともに、トラブルを未然に予防するためのものです。

◆最新のマイナンバー制度を元に、貴社の業務⼿順を確認することで、マイナンバー対応を
スムーズに⾏い、貴社に最適な「マイナンバー取扱規程」を作成します。
◆「マイナンバー規程」により、事前の社内教育によるルール徹底が可能に！
◆もちろん最新の法改正等にも準拠！さらに事案を踏まえた幅広く対応可能な
「マイナンバー規程」を作成します。
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取扱店

ピー・シー・エー株式会社 新市場開発部
〒102-8171   東京都千代⽥区富⼠⾒1-2-21(PCAビル)
TEL：03-5211-2700（代表） FAX：03-5211-2745

※診断は同一住所拠点のみとさせていただきます。
※訪問は２回が基本となります。 状況・必要に応じて訪問回数を調整致します。
※診断パックご購入の際はPCAサポートパッケージ利⽤規約に順じたものとなります。

「マイナンバー取扱規程」及び「関係書類」を提出させていただきます。
【内容】 経営者、⼈事担当者、経理担当者様にマイナンバー取扱規程の説明を

報告会形式で⾏います。

・マイナンバー取扱規程集 ・マイナンバー対応マニュアル

マイナンバー取扱規程最終版提出をもって本サービスは完了となります。
完了後1ヶ月間はご質問等があればメールにて回答させていただきます。

（その後のメンテナンス、サポートは有料となる場合があります）
ご希望に応じて、上記の診断パック以外の個別課題解決、就業規則メンテナンス、
労務相談、その他規程チェックなどについては、ご相談の上、対応させていただきます。

（別途有料となります）

① 事前に貴社にお伺いし、規程作成のための現状業務手順等のヒアリングをさせていただき
ます。 同時に貴社の就業規則を拝⾒し、お⾒積りを致します。
お⾒積りの際に作業内容⼀覧を作成し、請負内容を明確に規定致します。

② 受注後、貴社就業規則をお預かりし、ヒアリングした内容を基に、貴社に合ったマイナン
バー取扱規程の内容について分析・検討を⾏います。
その結果から最適なマイナンバー規程案を作成し、郵送又はメールにてお送りします。

③ お送りした規程案についてメール等で内容を精査し、より正確な内容に仕上げます。
④ ⽇程調整後、精査が終了したマイナンバー取扱規程最終版を提出し、詳細な説明と

結果報告を⾏います｡

支援パックの実施方法

支援パックの作成報告

作成後

地域 東京（東京駅を基点とした100km圏内）地区に限定 それ以外の地区はご相談ください

診断価格
200,000円〜 <表示価格は税抜価格です>
事前に専⾨家とのヒアリング後お⾒積させていただきます。
ご注文に際してはPCAサポートパッケージでのご発注となります。

5

yuta.muto

ステラグループ株式会社



6

yuta.muto




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

商品マスタ一覧

商品登録依頼画面

全社で商品マスタを共有し、閲覧でき
ますので、商品コードの確認や仕入れ価格
の一元管理が可能になります。

また新しい商品の登録は自動的にメールが
発信され管理者様の確認漏れを防ぎます。

機能ご紹介 ⑦商品マスタメンテナンス

Vol.8
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管理者の皆様へご案内です。
キヤノンのレーザープリンターはこんなに便利です

ドライバーのカスタマイズ印刷設定を統一化

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

ニーズに合わせてドライバーセット※1をカスタマイズできます。例えば、「必ず⽂書にユーザー情
報を印字する」、「必ず両⾯印刷を使⽤する」などの設定も可能です。ユーザーによる設定変更を
防止でき、社内ルールに従ってプリントできる環境を提供します。

Canon Driver Configuration Tool

対象機種カラーLBP   ： LBP5910F／LBP5910／LBP9660Ci／LBP9520C／LBP9510C／LBP9200C／LBP9100C／
LBP7600C／LBP7200C／LBP7200CN／LBP7110C／LBP7100C／LBP7010C

対象機種モノクロLBP： LBP8900／LBP8730i／LBP8720／LBP8710／LBP8710e／LBP6710i／LBP3410／
LBP6600／LBP6340／LBP6330／LBP6240／LBP6230／LBP6040／LBP6030

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

・社内で2in1の印刷設定などを徹底させたい
・カラーでのプリント⽐率が気になる
・ユーザーによる印刷設定の変更をさせたくない

管理部門の方
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皆さんこんな悩みありませんか？【MAC編】

Office365は最新のOfficeが利⽤できます！

会社のPCに1人2台
インストール可能

これまでのOffice これからのOffice
・PC5台（Macでも⾃宅PCでも）
までインストール可能

・スマートフォン、タブレット用ア
プリもインストール可能

・オンライン版Officeでブラウザが
あればどこからでも利⽤可能

・1人1TBのストレージ

・電話/Webでのサポート付

外出先で

会社で

MacとWindows両方利⽤しているんだ。
ライセンスが2つ必要だから大変だよ。。。

そんな場合はOffice365がおすすめ！
1ライセンスで1人5台までOfficeがインストール可能なんだ。
もちろんMACとWindowsもOKだよ！
（※Office365はユーザーライセンスです）

Office入れ替えの初期費用がかさむんだ。
Officeは最新版が利⽤したいしね。

そんな時もOfffice365がおすすめ！
Office365は常に最新版が利⽤可能だよ！
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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

MacでOffice365を使おう！！！

XX,XXX円(年
額)

Office 365 Business
(Office Standard ライセンス含む)

Office365 Businessなら
年額 10,800円でMacでもWindowsでもiPadでも利⽤可能

是非この機会にOffice365をご検討ください

Office for Mac 2011
(参考価格:33,000円)

Office Home and Business 2013
(参考価格:34,800円)

BootCamp利⽤ユーザーの購⼊例

Office for iPad

Office365 Business
年額10,800円
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地震時の事業継続（ＢＣＰ）に
貢献する免震テーブル

御社のサーバの地震対策は大丈夫ですか？

・長期メンテナンスフリー

・総高さ90mmと薄く重心を低くできる

・1200kgまで搭載可能

・0.8Gの加速度を0.2Gまで減衰可能

・幅調整が可能

・組立てが容易

・既設ラックでも工事が可能

・ケーブル切断の可能性が低い

・上下プレートが外れない

・ウィスカ対応
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免震テーブルはサーバーの地震対策に最適です。

常に安定した姿勢でサーバーを守ります。

免震テーブルは地震の揺れに対し360°自由に動き、ネジレが生じない
為、常に安定した姿勢を保って、上に置かれたサーバーを地震災害から
守ります。その心臓部に採用されているのは、直交させたＬＭガイド（直線
運動案内）。世界の産業機械に採用され、サブミクロンの精度を誇るＬＭ
ガイドの滑らかな動きによって、小さな揺れにも瞬時に応答します。

設置が簡単でメンテナンスフリー。

【免震テーブルＴＳＤ型の特長】
●固定工事が不要（固定も可能）
●連結による増設も簡単
●メンテナンスフリー
●搭載荷重は30～1200kg
●瞬時に揺れに応答

●その他の用途にも免震テーブルは活躍します。顕微鏡 精密測定器 光学機器

免震ウェブサイト｜www.menshin.biz
詳しくは、ｗｅｂサイトで

上野支店
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-5-12
TEL：03-5812-2071 FAX：03-3832-3051
E-mail：thk-ueno@thk.co.jp

会社情報を入力して下さい。
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【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



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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(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
４月開催のご案内

会場：ステラグループ株式会社
東京都文京区後楽２丁目３-21
住友不動産飯⽥橋ビル11階
TEL:03-5804-8787

・都営⼤江⼾線 飯田橋駅 出口C3より徒歩2分
・JR飯田橋駅 より徒歩６分
・丸ノ内線・南北線 後楽園駅 出口1より徒歩10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

2015年 ４月15日(水）16日(木) 10:00〜17:30
＊当日は、imagePRESS C800で PODの体験を

していただけます。
オプション：imagePRESS Server F200

多段デッキ・B1
サドルフィニッシャー・AM2
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■事前お申込み FAX送付先 0120- 08–3381 
新製品をしっかりとお試しいただけるように、ご来場時間の事前予約を
お願いしております。
ご希望開始時間帯を担当営業へご相談ください。

■開催日時

⾼い表裏⾒当精度 他を凌駕する幅広い用紙対応⼒

 imagePRESSで採用していた弾性のITBベルトと
新トナーの組み合わせにより、⽤紙対応⼒が⼤幅
に向上。凸凹のあるエンボス紙への高品位な印刷
や封筒やはがき*への印刷も可能になりました。
*本体カセットより給紙可能

卓上封入投かん機 DI380

・丁合い
・紙折り
・封入
・封緘

逆回転

レジストローラー

CIS（横レジ検知センサ）
プレレジストローラー

 突き当て版・逆転レジによる斜⾏補正の他、セン
サーによる先端・左端レジ補正により、省スペース
でありながらクラス最⾼のレジ精度を実現。

TITLE

■同時展示機器
インターテクノ社製

・裁断
・スジ押し
・ミシン目

プロスカット PCM-15

① 10:00～12:00 ④ 10:00～12:00 
② 13:00～15:00 ⑤ 13:00～15:00 
③ 15:30～17:30 ⑥ 15:30～17:30 

4月15日（水） 4月16日（木）

エンボス紙や再生紙など、表面に
空間や凸凹のある用紙にもしっかり転写。

御社担当

◆お問い合わせ先
下記、もしくは担当セールスへお問い合わせください。
ステラグループ株式会社 プリンティング・ソリューション営業部 ＰＯＤ体験会担当 大島勝美
TEL：03-5804-8787 FAX:03-5804-8790

御社名 お電話番号

御申込者様 ご参加人数

ご希望の日時の数字をご記入ください。

第一希望 第二希望 第三希望

◆ご来場いただけるお客様はお手数ではございますが、事前のお申し込みをお願いいたします。
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ただの収納キャビネットにあらず。
“立ち会議”の場として役立っています！

スマートな立ち会議で社内コミュニケーション活性化！

・ちょっとした内容であれば呼び止めて打ち合わせできるようになりました。

・スペースも十分なのでお互い見せたい資料なども広げて
簡易といっても中身はしっかりとした有意義な打ち合わせが可能となりました。

【課題】

・ちょっとした打合せでもそのたびに会議室への移動するの
は無駄があった。
・気軽に使えるコミュニケーションの場がなかった

【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！

Renew.8

普段は商品カタログや備品の
収納キャビネットとして機能。
上に物を置いたりできるよう天板
をつけています。 資料を広げて、立ち会議にもちょうど良い高さ

ただの立ち話が、効果的な打ち合わせに！

ちょっとした打合せが必要な時に会議室を使用しなくてもよいとこ
ろが便利です。会議室を使⽤すると⾃然と会議時間も⻑くなります
から・・・

サポートセンター 和山

主に毎朝のチームミーティングで使用しております。
短時間で終わることを⽬的としているので、密度の濃い緊張感のあ
る打合せができています。

システム・サポート課 桜庭
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コミュニ
ケ—ション
いつものミーティングを
もっと活発に
ステラの仕組みを
ご紹介いたします

移転
移転をきっかけに
理想のオフィスを実現
最新のオフィス事情を
お教えいたします

例えばオフィス家具の
選択・配置・使い方で
環境は変わります
こだわりのオフィスを
ご見学ください

改善
業務効率、コスト削減など
お客さまのさまざまな
課題解決・改善のための
ソリューションを
ご提案いたします

オフィス
レイアウト

▼ライブオフィス・ソリューション

※その他、実際に見て触っていただけるご提案が多数ございます。ぜひご体感ください。

・日立ハイテク テレビ会議システム LifeSize

低コストでリアルなコミュニケーション
を実現。弊社でもフル活用しています。

※上記期間中に弊社ライブオフィスにご来社いただきましたお客様には、特典をご用意しております。

・Canon imageRUNNER ADVANCE

ICカードを使った複合機の“賢い”運用方法
をご提案いたします。コスト削減、業務効率
アップにも効果抜群です。

▼アクセス

ステラグループ株式会社
http://www.stargp.jp/

東京都文京区後楽2-3-21住友不動産飯田橋ビル11F
TEL：03-5804-8787 FAX：03-5804-8790
●最寄り駅
・都営大江戸線「飯田橋駅」 出口C3より徒歩2分
・JR線「飯田橋駅」 東口より徒歩6分
・丸ノ内線・南北線「後楽園駅」 出口1より徒歩10分

※ご不明な際には、お気軽にお電話ください。

★ご来社特典
ご来社いただいたお客さまにはQuoカード(500円)を進呈！

下記の弊社おすすめサービスを
無料でお試しいただけます
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第15回（廃棄編）

パソコンお役⽴ち情報

運用管理

導入廃棄

2003 年の 10 ⽉以降に販売された家庭向けパソコンには、
『PCリサイクルマーク』が付いています。
この『PCリサイクルマーク』が付いたパソコンには、あらかじめ
リサイクルにかかる費用が、パソコンの価格に含まれており、
消費者はリサイクルに出す際に、新たな費用を支払う必要はありません。

所有しているパソコンのメーカーによって廃棄・処分方法は異なりますので、
メーカーごとに問い合わせ窓口へ連絡して確認することをおすすめいたします。
また、「PC リサイクルマーク」が付いていないパソコンは、リサイクルに出す際に料⾦がかか
ります。

不要なパソコン

電話やWebサイトで申し込みます。

パソコンメーカー

「エコゆうパック伝票」が送られてきます。

郵便局が引き取りに来ます。
または郵便局に持っていきます。

※メーカーによって回収⽅法が異なる場合があります。詳しくはメーカーにご確認ください。
※「PCリサイクルマーク」の付いたパソコンでも、万一メーカーが倒産した場合などの場合は

「パソコン3R推進協会」が回収し、その場合には所定の回収再資源化料⾦が必要となります。
※「PCリサイクルマーク」が付いていないパソコンは、回収再資源化料⾦が必要です。

『パソコンは粗大ごみで捨てられないってご存知ですか？ 』

パソコンはリサイクルを⾏う事が義務化されているため、廃棄すると
きは粗大ごみとして自治体では処分できません。パソコンに付属する
液晶モニターなども同様です。

ライフサイクルに合わせた
情報をお伝えいたします！

PCリサイクルマークが貼付されているPCをリサイクルするときの手順
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日頃よりキヤノンの機械をご利用いただき、
誠にありがとうございます。
より良いサービスをご提供させていただくために、
皆様へアンケートをお配りしております。
日頃のサービス活動へのご意見、ご要望をぜひお聞かせください。

◆ 実施期間：2015年4月上旬～2015年6月30日 ◆

世界最小・最軽量の一眼レフ！(2014年3月時点)

EOS Kiss X7レンズキット

キヤノン初のワイヤレス送信機能内臓ビデオカメラ

iVIS HF R52
※色はお選びいただけませんのでご了承ください。

●お問い合わせ先●

内側記載のURLへ
アクセスください。

お手元にハガキが
届きましたら

ご協力よろしくお願いいたします。

お客様に代わり、N`PO法人による自然再生活動『未来につなぐ
ふるさとプロジェクト』へ、寄付をさせて頂きます。

プレミアムデザインのテンキー電卓

X mark I KRF
ワイヤレス接続ミニ卓上タイプ

※色をお選び頂けませんのでご了承ください。
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お手元に左記ハガキが届きましたら内側記載のＵＲＬへアクセスください。

tsutomu.saito

ご協力よろしくお願いいたします。

tsutomu.saito




いつも大変お世話になっております。編集長の武藤です。

先月号でのステラリンク50号到達の喜びもつかの間、51号と
なりました。今さらながら、継続の大変さが身に染みております。

・・・でも！お客さまに有益な情報をお届けしたい！その一心でつくっ
ております。ぜひ隅々までお読みいただけたら幸いでございます。

誌面にもございますが、弊社ライブオフィス絶賛キャンペーン中です。ご
多用とは存じますが、ぜひオフィス見学にお越しくださいませ。

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。
次号もご期待ください。

ステラリンク2015年4月号

P 2 電子文書の2つの課題「2次利用」と「編集作業」を解決
P 4 マイナンバー取扱規定作成支援パックご紹介(PCA)
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」⑦
P10 捨てられない紙書類、データにしませんか？
P11 Canonのプリンタはこんなに便利「ドライバーカスタマイズ」
P12 超高速インターネット接続「NUROアクセスエントリー」
P14 MacでOffice365を使おう！！
P16 サーバの地震対策に THK免震テーブル

P18 おすすめWindowsタブレット ThinkPad 10 for Softbank
P20 ステラグループPOD体験会のご案内
P22 ライブオフィスここが見どころRe⑧
P23 ライブオフィス春のご来社感謝キャンペーン
P24 パソコンお役立ち情報⑮ パソコンの廃棄
P25 キヤノンお客さま満足度調査アンケートご協力のお願い

★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 代表取締役の川井昇です。

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。
日毎に暖かさが増し、春の訪れを感じております。

この春、弊社でも新入社員を迎えます。
お客さま方におかれましても入社・異動などで新しいデスク・チェア、パソコンのご入用ございましたら
ぜひ私たちステラグループにご相談、ご用命くださいませ。

今年もキヤノンマーケティングジャパン主催のお客さま満足度調査が開始されます。
お手元にアンケートはがきが届きましたら、ご多用とは存じますが、ご協力いただけましたら幸いでございます。

末筆ながらお客さま皆様方の益々のご発展・ご繁盛を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4月号
2015年3月16日発行


