
ステラリンク2015年5月号

特集： 印刷作業の２つの課題「製本加工」と「印刷設定」を解決！
マイナンバー制度対応はお済みですか？

製品情報：Microsoft Office 365 Business
防水、防塵、耐衝撃対応スマートフォン「DIGNO U」
ELECOM ドライブレコーダー
データ保管に最適な New ステラNAS ほか

連載： 第8回 複合機のお役⽴ち情報
第9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！

2015年度新入社員
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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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印刷作業の２つの課題

2 つの課題、2 つで解決！ 2 つのメリット！

お客様にデータを送る際に

エクセルやパワーポイントを

PDFにして送りたいが

PDFを生成するのに

いませんか？

ページ集約や両面印刷、

モノクロ変換など応用印刷は

コスト削減に貢献しますが、

設定に手間取り、

多発していませんか？

２つで解決！

×

“製本加工”と“印刷設定”
手 間 が か か る 手 作 業 の

“手間がかかって”

“ミスプリント”が

Case.2

Case.１

詳しくは裏面へ
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iR-ADV × imageWARE Desktopが連携すると・・・・

ポイント 1

異なるアプリデータでもまとめて

簡単にPDFにする事が出来ます！

ポイント 2

複数ファイルをPC上のアイコンに重ねるだけで

詳細な設定ができ、

ミスなく簡単に印刷できます！。

メリット

作業効率向上に
繋がります！

メリット 2
ミスプリント削減、
作業効率の向上に繋がります！

閲覧しかできなかった電子文書にメモ書きやスタンプや電子

印鑑を付けられ、電子文書だけの承認作業ができます。

電子文書へ書き込みや電子印鑑を付与

オフィス内の多種多様な紙文書やいろいろなソフトのファイル

を簡単に取り込み、一元的な管理ができます。

紙文書やデータを一元管理

ＰＣ上で印刷仕上がりを見ながら余白を削除したり、ページ毎

のカラー/モノクロ指定など高度な印刷設定が簡単にできます。

簡単・正確な印刷設定

色々なソフトのデータをすべて取り込み、プレビュー表示しな

がら並べ替えや製本加工指示が簡単にできます。

ＰＣ内のデータを簡単操作で整理整頓

メリット 1

ＰＣ上に表示しているアイコンにいろいろなソフトのファイルを

まとめて重ねるだけでプレビュー/大量印刷、PDF作成、ファク

ス送信が簡単にできます。

更に便利な簡単印刷ツール

編集してプリント

追加

移動

削除
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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。
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「ユーザー単位」のライセンスっ
てどういうこと？
PC台数ではなく、利⽤される
人数分をご購入ください

クラウドをご利⽤頂く事で
皆様の課題が解決できるんです。

Office365でのOffice購入とは？

クラウドのOfficeだから
今まで通り利⽤できないでしょ？
365のOfficeアプリケーションも
PCにインストールして利⽤しますの
で、使用感は従来と変わりません。

データーはデスクトップへ保存
PCが壊れたときは大変。
365ならデータをクラウドにも
保存できます。

Officeのバージョンが混在していて
管理が⼤変！
365ならバージョンが統一さ
れ管理が簡単です！

タブレットで最新版のパワーポイントを
使ってプレゼンしたい！
タブレットでも利⽤可能なOffice
アプリケーションが提供されま
す。

「今後はOffice365で Officeを購入しよう！」

MACとWindows２つ利⽤。
365なら同一ユーザー様は
1ライセンスでどちらもご利⽤
可能です

Office アプリケーション
常に最新版 Office クライアントが利⽤可能
新旧バージョンの Office を共存利⽤可能
PC、Mac に 5 デバイスまでインストール可能

個人用のクラウドストレージ+
ストレージ

1TB会社で

外で

2015年中に
容量無制限予定

退職者がでて新しい社員が入った場合の
ライセンスはどうなるの？
ライセンスとユーザーの紐づけを
変更すればOKです。

無料のオンラインストレージサービス利⽤。
365は法人向けのサービスですのでセキュリ
ティーがしっかりしています。Officeプランを
購入いただくとオンラインのファイル保存場所
（ストレージ）もついてきます。

Officeが使えるプランを教えて！
Business￥10,800/年
ProPlus￥15,720/年

契約期間途中で追加はできますか？
可能です。追加するとライセンスの終
了期⽇が変わりますので都度ご確認く
ださい。
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46,400円
（9,280円/

年）

54,000円
（10,800円

/年） OfficeのPCでの
利⽤権2台分

これらのサービスが
年間1,520円（14%分）追加
で利⽤できるようになります。

Office2013
Standard

Office365
Business

365の方が
高い！

内訳を試算してみると
付加価値部分は14%（1,520円/
年）

14
%

86%

46,400円
（9,280円/

年）

1年⽬ 2年⽬ 3年⽬ 4年⽬ 5年⽬

Offce 365 Business 10,800 21,600 32,400 43,200 54,000
Office 2013 Standard 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000

●5年経過時のコスト総額

Office365は「イニシャルコスト」が下がり、支払いを先延ばしにできるメリットがあります。
⾦額のみに注⽬すれば、5年経過時に累積コストが⼀括購⼊のコストを上回ることになります。

●差額部分で何が出来る？

●特に注目の3大バリュー

7,600円
（1,520円/年） ・PCでのOfficeの利⽤権＋3台

・スマホ/タブレット版Officeの
利⽤権（各5台）

・OfficeOnlineの利⽤権
・最新版の利⽤権
・電話/Webサポート
・1TBのオンラインストレージ

5年間利⽤した際の累積コスト

参考）オンラインストレージだけでも、他社のメジャーなオン
ラインストレージサービスは10倍以上の費用が必要です。

丸5年利⽤で考えるOffice 365 Business

スマホ/タブレットでの
利⽤権

オンラインストレージ＆
OfficeOnlineで業務効率化

電話/Webサポート

iPhoneやiPadなどで、Word/Excel/Powerpointをフル活用できます。
従来型のOfficeを買ってしまうと、今後iPhoneやAndroid端末でOfficeを使いたく
なったとき、Office365で買い直しが必要になります。

Excelファイルをチームで共有する際はOfficeOnlineを活用できます。他人がファイ
ルを開いている間は「読み取り専用」になってしまったり、間違って上書きされて重
要な情報を失ったりするストレスから解放されます。

Office365には優秀なサポートが付いています。資料ファイルを添付して確認しても
らったり、電話とテキスト両⽅で回答をもらえたり、と早期解決と履歴保持を両⽴で
きます。
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1人で2台以上のPCを使う（デス
クトップとノート、Windowsと
Macなど）

PCが壊れて新しいPCでもそのま
まOfficeを使いたい

不具合やエラー時にしっかり対
応してくれるサポート窓口が欲
しい

スマートフォンやタブレットで
もOfficeを利⽤する機会がある/
利⽤出来れば便利だ

イニシャルコストを抑えたい。
予算化しやすい⽅が良い。
（⼀括払いではなく年額払い）

共有のExcelファイルを開くと
き、「読み取り専用」や「共有
ファイルの破損」などが起こ
り、ストレスを感じることがあ
る。

許諾違反がないか、保有ライセ
ンス数と実際の利⽤数の調査、
管理が⼤変。

最新版が使える権利をいつも
持っていたい

いつでも、どの端末からでも
ファイルを閲覧・編集出来ると
便利だ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

一人5台まで（Win,Mac問わず）Officeをイン
ストール可能です。

プレインストール版Officeのように個別のPC
にライセンスが紐づかないので、合計5台まで
端末を問わず利⽤可能です。

常に最新版Officeの利⽤が可能です

スマホ版/タブレット版Officeの商⽤利⽤・フ
ル機能利⽤が可能です。お仕事でご利⽤いただ
く場合、必須です。

オンラインストレージOneDrive for Business
に保存すれば、どこでもどのデバイスからでも
ファイル編集可能です。

OfficeOnlineで複数人の同時編集が可能です。
もう読み取り専用で待つ必要はありません。

電話とWebで問い合わせ可能な窓口を用意し
ています。添付ファイルを送る事も可能です。

年額払いは予算化しやすく、イニシャルコスト
も下がります（支払いを後ろ倒しにしていると
考えることができます）

Office365は⼈数管理のライセンスなので、
ユーザ数とライセンス数が一致すればOKで
す。管理者画⾯で、利⽤状況の把握も簡単で
す。

一つでも「はい」があった方はOffice365を
検討下さい。

上記全てのメリットが+1,520円/年で利⽤頂けます。
（Office 365 Business 5年換算による試算）

Office365Businessチェックシート！
〜Office365「だけに」提供される付加価値を確認しましょう〜

●Office365の特徴●質問
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特長 型番 本体価格

ブラック LVR-SD500GHA OPEN

■ 2つのカメラ（HD対応）＆GPS機能搭載モデル

●常時録画+Gセンサーによる衝撃検知
と手動録画
●付属のプレーヤーソフトで事故の瞬間
を分析
●車外用と車内用の2つのカメラ&GPS
を搭載
●microSDHC 8GB（約1.5時間）同梱
※出荷時設定の場合

●車両後方や運転者の目線と、ＧＰＳで位置・速度も記録

特長 型番 本体価格

ブラック LVR-SD120H/P OPEN

■ HD高画質＆ディスプレイ付きモデル

●パソコンなしでもすぐに確認できる！
液晶ディスプレイを搭載

特長 型番 本体価格

ブラック LVR-HSD310HWG OPEN

ブラック LVR-HSD315HWG OPEN

■ HD高画質＆GPS機能搭載モデル

●高機能なプレーヤーでGPSで位置情報を取得●音声ガイダンス が追加
●WiFi接続による映像確認が可能に
●より小さくコンパクトなサイズに
●動作保証範囲も拡大
●駐車時監視システム

（*SD31DHWG/Pのみ）

●常時録画+衝撃検知+手動検知で、
まさかの瞬間もしっかり録画
●付属の専用ソフト※で事故状況の
分析ができる！
●SDHC 8GB（約2時間）同梱
※出荷時設定の場合

※1：事故の状況がすべて記録されるわけではありません。設置する位置や角度によって記録できる映像や音声は異なります。
※2：裁判で証拠として採用されるかどうかは裁判所の判断であり、本製品による記録データが証拠として採用されることを保証するものではありません。

ドライブレコーダー NEWラインナップ まさかの車両事故の瞬間を映像で記録！

相手の不注意による、もらい事故！
過失について争うよりも、
事故時の映像があれば一目瞭然です。

業務改善・予防対策・意識改善

http://www.elecom.co.jp/     http://www.logitec.co.jp/            詳細はこちら

● HD画質で、まさかの事故の瞬間を鮮明な映像で記録！
● 特殊フォーマットでデータを記録し、不用意な画像消去やデータ改ざんを防止！
● 日常の運転を記録する事で安全運転やエコドライブへの意識向上！
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お問い合わせ先：

【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

ステラグループ株式会社

定格出力 型番 本体価格

150W LPA-CIVT150BK OPEN

100w LPA-CIVT100BK OPEN

■ 車載用DC-ACインバーター
●車の電源(DC12V)を家庭用の電
源(AC100V)に変換することができ
る
●USBポート充電も可能
●コンパクトで置き場所に困らない、
シンプルなデザインを採用

特長 型番 本体価格

ブラック LPA-CC2U02S OPEN

■ シガーソケット搭載2連USBシガーチャージャー●2連USBを搭載したシガーチャー
ジャーで2台まとめて充電可能
●2.1A出力可能な
iPad/iPhone/iPod用のUSBポートと
1A出力のスマートフォン用USBポート
を搭載

●12V車だけではなく24V車にも対応

電源確保 営業車でのパソコン・スマートフォン・タブレット充電に最適！

エレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp

本ドキュメントの作成にあたっては細心の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述の誤りや欠落があっても
エレコム株式会社、ロジテック株式会社はいかなる責任も負わないものとする。本ドキュメントおよび記述内容は
予告なしに変更されることがあります。
本ドキュメントは、作成日現在の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、仕様の変更、バージョン
アップ等により、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。

ロジテック株式会社
http://www.Logitec.co.jp

シガーチャージャー シガーソケットからスマホやタブレットを充電して営業活動に備える！

定格出力 型番 本体価格

ブラック MPA-CCDU31BK ¥3,190-

ホワイト MPA-CCDU31WH ¥3,190-

合計3.1Aの高出力対応。２台同時充電、急速充電にも安心２台同時充電、
急速充電にも安心な合計3.1Aの高出力対応です。
※本製品をシガーソケットに接続したままエンジンを掛けないで下さい。
※車内は高温になる場合がありますので車内に放置しないで下さい。
引き抜きやすいリング付

各種充電・データ転送ケーブル 車載用の予備として、幅広い長さをラインナップ！

特長 型番 本体価格

0.2m MPA-AMB2U02BK OPEN

0.8m MPA-AMB2U08BK OPEN

1.2m MPA-AMB2U12BK OPEN

■2A対応充電専用 Micro-USBケーブル

特長 型番 本体価格

0.1m LHC-UAL01BK OPEN

0.5m LHC-UAL05BK OPEN

1.0m LHC-UAL10BK OPEN

1.2m LHC-UAL15BK OPEN

2.0m LHC-UAL20BK OPEN

特長 型番 本体価格

0.1m LHC-UADO01WH OPEN

0.5m LHC-UADO05WH OPEN

1.0m LHC-UADO10WH OPEN

2.0m LHC-UADO20WH OPEN

■Dockコネクタ対応 充電・転送ケーブル

USB(A)オス側：USB（Aタイプ）端
子を持つパソコン及び充電器、
USB(Micro-B)オス側：USB（Micro-
B）端子を持つスマートフォンなど

■Lightningコネクタ対応USBケーブル

■ USBシガーチャージャー

iPhone4S/iPhone4 
iPad(3rd generation)/iPad2 
iPod touch(4th generation)/
iPod nano(6th )/iPod classic

＜接続可能＞
＜接続可能＞ ＜接続可能＞
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保守
ステラグループ
オンサイト保守

基本セット
3年保証 4TBモデル

オプション
NAS Securityなし
データ復旧費⽤保障なし

仮想ファイルシステム「拡張ボリューム」採⽤で⾼速な処理を実現

パッケージ特別価格

オプション価格に関しましては、
担当営業までお問い合わせください。

パッケージの詳細は裏⾯をご覧くださ
い。

¥258,000

丸ごとパックであんしん
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※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
RAID設定
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

オプション
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

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

オプション 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。

ステラグループ保守パックの主な内容

基本ハードウェア構成

ラインナップ

4TBモデル※1 8TBモデル※2

3年・5年保証

データ復旧費⽤保障※４

NAS Security※3

※1 2TB HDD×2の構成となり実際の保存容量は1.8TB程度となります。

※2 4TB HDD×2の構成となり実際の保存容量は3.8TB程度となります。

※3 購入時オプションとなります。
Trend Micro NAS Security 搭載モデル構成となります。

※4 購入時オプションとなります。
論理障害3回、物理障害1回の合計4回まで、かつ、合計最大100万円
までのデータ復旧費⽤をご負担致します。
ただし、基本ハードウェア構成以外での運用は対象外となります。
当オプションはお客様のデータの復旧を保証するものではありません。
また、データ消失の損害を賠償するものではありません。

オプション

オプション

高信頼ハードディスク
「WD Red」を搭載
し、
USB 3.0対応で超高速

データ損失を大幅に低減する
「拡張ボリューム」を採用した
2ドライブビジネスNAS

停電発生時にNASにシャット
ダウン信号を送り安全に停止

●NAS本体
I/O DATA製
HDL2-Hシリーズ

●バックアップ用HDD
I/O DATA製
HDJA-UT4.0W

●無停電電源装置(UPS)
OMRON製
BY35S
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セキュリティ対策は何をすれば良いの !？（次ページへつづく） 

個人番号カードイメージ 業務での個人番号の利用イメージ 

 
 

御社に当てはまるものはありますか？ 

１つでも当てはまるなら、情報漏えいの脅威が迫っているかもしれません 

 
 
 

派遣社員が「うっかり」
USBを使って情報を持ち出
していないだろうか…。 
 

 
 
 

会社の機密情報を社員はど
のように扱っているのか。
「うっかり」メールに添付
して送信していたりする 
かも…。 
 
 

 
 
 

ITに詳しくない社員が 
「うっかり」不正なソフトをイ
ンストールしている 
かも…。 
 
 

2014年7月 

某教育通信会社の 
大規模情報漏えい事件 
 おわび費用など260億円の特別損失 
17,000人が退会 

2016年1月～ 

マイナンバー制度施行 
 

 
 

情報漏えい事件は他人事ではありません！ 

4年以下の懲役・200万円以下の罰金 
（会社側にも罰金刑が科される場合があります） 

情報漏えいの8割は「うっかりミス！？」 

情報漏えい対策は万全ですか？ 

参考：2013年セキュリティインシデントに関する調査報告書～個人情報漏えい編～ 
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市場シェア 

10年連続No.1 

サポート満足度調査 

サポート・サービスNo.1 

富士キメラ総研 
2014ネットワークセキュリティビジネス調査総覧 
IT資産/PC構成管理ソフトウェア 市場シェア1位 

日経コンピュータ 
2014年8月21日号 顧客満足度調査 2014-2015 
統合運用管理ソフト（サーバー/ネットワーク管理系）部門1位 

エムオーテックス株式会社   
【東京本部】〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-4     品川グランドセントラルタワー5階 

LanScope Catは圧倒的な業界シェアを誇っています！ 

操作ログの記録 デバイス制御 ソフトウェア管理 

「営業秘密ファイル」を 
PCにコピーして、 

「営業秘密ファイル」を 
メールに添付して送信 

最後はファイルを 
廃棄していた！ 

○ 

× 

会社支給の 
暗号化・パスワード機能付き 

USBメモリ 

利用OK 

例えば、 
PC操作を時系列で 

マウスクリックだけで簡単追跡 

例えば、 
会社で支給したセキュリティ 
USBメモリだけを使用させる 

例えば、 
どのPCにどんなソフトウェアが 
インストールされているのかを

チェックできる 

利用NG 
私物のUSBメモリ 
やスマートフォン 

情報漏えい対策はコレで解決！？ 

LanScope Catのご紹介 

LanScope Catなら全て解決 

管理者の端末から 
ソフト管理が可能 
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ステラは床にもこだわりました。
機能性とデザイン性を兼ね備えた床材
“ルースレイタイル”

機能的なうえ、タイルカーペット一辺倒でなく見た目も美しくなりました！

・デモルームは木目調にすることで高級感を演出、落ち着いてじっくりと
機械を見ていただくことができます。

・台車の使用が多い倉庫では、スムーズに台車での運搬が行えます。

・ホコリが舞いにくいのでサーバールームにも最適です。

【課題】

・通常のタイルカーペットでは倉庫やサーバールームの用途に合わない。
・デモスペースを執務エリアとは違った雰囲気の空間にしたい。

【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！

Renew.9

倉庫ではお客様にお届けする商品が毎日出入庫いたします。
フラットの床だと台⾞を使う際もスムーズに動かせるのでとても便
利です。

営業支援部 総務課 寺田

ライブオフィスにお越し頂いたお客様に「綺麗なオフィスだね」と
言って頂けた時はとても嬉しいです！
ルースレイタイルを導入するだけでオフィスを視覚で楽しめるよう
になります。

システム・ソリューション営業課 ⾦⼦

■ルースレイタイル：粘着剤で施工する簡易置敷き床材
タイルカーペットのようにホコリが舞いません。デザインも多様で、シーンに合わせた空間づくりに最適
です。施工や貼り替えが簡単ですので、テナント退去時の現状回復コストも抑えられます。

デモスペースは木目調にし、シックな雰囲気にサーバールーム、倉庫はフラットな床で
機能性重視
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ほ

ファクスメモリー受信機能

第九回へつづく

本体のメモリーに受信したファクスを一時的に保存する機能です。
指定時間のみ機能させることができるので、夜間など管理者が不在時
でも排紙トレイに受信文書を放置されることや情報漏えいを防げます。

※指定時間のみメモリ受信設定
[ファクスメモリー受信を使用]の下
に[メモリ受信開始時刻]および[メ
モリ受信終了時刻]という項目が

あり、指定時間のみ使用する設
定ができます。

→

システム管理者としてログイン→[ファンクション設定]→[受信/転送]→[共通設定]
→[受信トレイ]→[ファクスメモリー受信を使用]の順番で押して最後にＯＫを押します。

ほ

常時メモリ受信を使用したい場合

受信トレイ内のシステムボックスを押して、ファクスメモリー受信をＯＮにすると
ファクス受信文書はすべてシステムボックス内に保存されます。
出力は、システムボックス内で必要な受信文書を選択し、[プリントする]で出力
されます。
※受信トレイがメインメニュー画面に表示されない場合は右上の[すべて表示]
を押して下さい。

※システムボックス(本体内メモリ) のデータはメモリ受信が切れるとすべて出力され、ボックス内のデータは削除
されます。指定した時間のみメモリ受信を設定している場合、設定した[メモリ受信終了時刻]にすべて出力されま
す。終了時刻を出社時間にしておくと出勤してすぐ確認できるのでオススメです。

本体内メモリーに保存ファクス受信

必要なファクス受信
文書を出力

不要なファクス受信
文書を削除

メモリー受信設定

西東京営業部
ドキュメント・サポート2課
武居

ファクス受信したはずの文書を紛失してしまった！

ファクスメモリー受信概要
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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




ステラリンク編集長の武藤です。いつも読んでくださりあり
がとうございます。

先日、家族で宮城県の松島に旅行いたしました。ところどころに
震災の跡が残っており、現地の方々の大変な苦労が伝わってまいり

ました。日本三景というだけ、素晴らしい景色で、美味しいものもあって
とても良いところでした。おすすめです。

さて、今号も様々な商品やお役立ち情報を掲載しております。気にな
るものがございましたら、ぜひ担当までお気軽にご相談ください。

次号もご期待ください。

ステラリンク2015年5月号

P 2 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 3 ライブオフィス春のご来社感謝キャンペーン
P 4 印刷作業の2つの課題「製本加工」と「印刷設定」を解決
P 6 マイナンバー取扱規定作成支援パックご紹介(PCA)
P 8 “Office 365”でOfficeを購入しよう！
P11 防水、防塵、耐衝撃対応スマートフォン「DIGNO U」
P12 ELECOM 新世代ドライブレコーダー 法人が社用車にすべきこと
P14 データ保管の新境地「ステラNAS」リニューアル
P16 情報漏えい対策に「LanScope Cat」のご紹介

P18 超高速インターネット接続「NUROアクセスエントリー」
P20 捨てられない紙書類、データにしませんか？
P21 ライブオフィスここが見どころRe⑨
P22 複合機のお役立ち情報⑧ ファクスメモリー受信
P23 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

★Facebookもぜひご覧ください！
https://www.facebook.com/stargp.jp

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。

今年も、キヤノンマーケティングジャパン主催の
「キヤノンお客さま満足度調査アンケート」が始まりました。
昨年、大変ありがたいことに全国一位となりました。
私どもステラグループは、今年も更にお客さまにご満足いただけるよう社員一同、努めております。
今号23ページの「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」をご一読賜りまして、
お手元にハガキが届きましたら、ぜひ忌憚のないご意見をお聞かせ願えれば、幸いに存じます。
何卒よろしくお願い申しあげます。

末筆にて恐縮ですが、お客さま皆様方の益々のご健勝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5月号
2015年4月15日発行


