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複合機の“有効な使い方”をご提案いたします！

オフィスの“最適化”をご提案いたします！

最適な社内インフラやセキュリティーポリシーの設定・運用まで
“幅広いソリューション”をご提案いたします！

他社の機器やネットワークの保守契約などを自由に組み合わせることができる
安心の“総合サポート”システムです！

主な営業品目は・・・

OA商品

システム商品 オフィス商品

メンテナンス
サポート保守

アウトソーシング

・・・これらの“複合”提案をおまかせください！

私どもステラグループは、親切・親身なサポートをモットーに、30数年の
間、事業を行ってまいりました。
本社のある神田神保町を中心に都内全域、および神奈川県に、サポー
ト・ネットワークを展開しております。
「そうだ！ステラグループに相談してみよう！」
お客さまにとって、そんな身近で頼れる存在にしていただけるよう
これからもがんばってまいります。

ステラグループ株式会社の事業領域

すべてのお客様に信頼されたよりにされる会社になりたい…

それが私たちステラグループのねがいです。
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弊社にご用命ください
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大切なデータを誤って上書きしてしまった・・

突然PCが壊れてしまった･･

メールデータが消えてしまった･･

USBやCDなどでセキュリティが不安･･

ファイルサーバへの共有意識が薄い･･

無くして初めて気づく重要性・・・その時は既に遅い

Secure Back 3 Lite Editionは、社内のクライアントPCやファイルサーバ
すべてをバックアップできる集中管理型のバックアップソフトです。

リアルタイム+4方式にてバックアップを自動化しあらゆるファイルを
ネットワーク負荷をコントロールする機能を搭載することにより
無意識かつ安全にバックアップすることを実現しております。

これが 「 」 で解決！

ファイルサーバ

クライアントＰＣ

PCバックアップの決定版！

バックアップ用
サーバ

チェック項目

特徴１ データの「保存」と
同時にバックアップ！

特徴２ 自動的に暗号化をし
サーバへ保管！

特徴３ データの必要時は
自分で簡単復元！

- 3 -



パソコン上にデータ保存すると同時にリアルタイムにバッ

クアップ!! 世代保存の組合わせで 【上書きミスもカバー】

万が一、データを削除・機器のクラッシュなどでも自分
自身で簡単に復元可能!! 【リストアは1ファイルからOK】

Ｏｕｔｌｏｏｋ・Ｏｕｔｌｏｏｋ Ｅｘｐｒｅｓｓを含めた６メーラーにも
完全対応!! 【お使いのメールに応じてレ点チェックで設定！】

無意識な全自動バックアップだからこそ、煩雑な操作も必要
なく、企業内一括集中管理 【暗号化でセキュリティも強化】

■ Secure Back 3 Lite Edition の特徴

■ Secure Back 3 Lite Edition の主要機能

「上書き保存」、「名前を付けて保
存」など、ファイル更新タイミングで
自動バックアップしてくれる最新テ
クノロジー。これぞ、直前のデータを
復元する唯一のバックアップ方式
です。

メールのメッセージデータのほか、
アカウント情報・メッセージルール・
アドレス帳にいたるまで、自動バッ
クアップが可能！！

・Ｏｕｔｌｏｏｋ Ｅｘｐｒｅｓｓ
・ＭS Ｏｕｔｌｏｏｋ
・Ｂｅｃｋｙ！
・Ｔｈｕｎｄｅｒｂｉｒｄ
・Windows メール
・Windows Live メール

データは全てバックアップされた瞬
間に自動暗号化!!
暗号も圧縮も選択できます。
現状のセキュリティなどに合わせて
ご活用ください！

データ復元は、「PCユーザ」・「管理者」
とも可能です。バックアップは集中管理、
リストアは個人単位。SecureBack3なら
ではの柔軟機能！制限付き管理者機能
も搭載してます。

バックアップ・リストアだけでなく、「帯域
や領域管理」、「ログ管理」、「ディスク管
理」など、管理用画面から全てを把握で
きます。離れた拠点PCなどにも最適です。
※拠点運用の場合は別途VPNなどが必要です。

マイグレーションとしても有効活用！
当然、機器の故障などにも有効です。
データの移動をスムーズに自動化。

株式会社アール・アイ Secure Back はアール・アイの登録商標です。Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Vista,Outlook は、
米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。Intel, Pentium, 
Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
AMDは、Advanced Micro Devices,inc. の商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

製品の詳細情報 □ Secure Back 3 Lite Edition ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ http://www.ri-ir.co.jp/product/sb3lite/index.html
＜動作要件＞

【SecureBackManager】 ： Windows Server 2003 R2 , Windows Storage Server 2003 R2 , Windows Server 2008 Standard,Windows Server 2008 R2 Standard   
Edition,Windows Storage Server 2008※WindowsのFSRM(ファイルサーバリソースマネージャ)のインストールが必須条件

【SecureBackClient 】 ： Windows XP Home SP2 , Windows XP Professional SP2 , Windows Vista Home Basic , Windows Vista Home Premium , Windows Vista  
Business , Windows Vista Ultimate,Windows7各エディション※Secure Back Client動作モード：サービスの場合※ Windows Server 2003 
Standard Edition , Windows Server 2003 Standard Edition R2  , Windows Small Business Server 2003 , Windows Storage Server 2003 
R2 , Windows Server 2008 Standard,Windows Server 2008 R2 Standard Edition,Windows Storage Server 2008

東京都千代田区岩本町1-3-2 日伸ビル８F
http://www.ri-ir.co.jp

※記載内容については、予告なしに変更することがあります。＜2010年6月＞
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■会社概要■
会社名：ステラグループ株式会社
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 本 社 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 九段富士ビル4階
日本橋オフィス 東京都中央区日本橋小舟町12番10号 共同ビル堀留1階101号室
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
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
八王子オフィス 東京都八王子市東町9番10号 明治安田生命八王子ビル3階
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2階

■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

■ご挨拶■

第1号は、創刊号として様々な商品をご案内させていただきました。お届けしたい情報の多さを、改めて実感いたしました。
「STELLAR LINK」は、毎月発行させていただきますので、今後とも宜しくお願いします。

ステラグループ株式会社代表取締役社長の川井昇です。
この度、私どもでは、お客さまのお役に立つ情報をお届けすることを目的に、
情報誌「STELLARLINK」を発刊いたしました。
LINKは「つながり」。本誌が、お客さまと私どもステラグループをつなぐ架け橋と
なることを願ってつけた誌名でございます。
今後、毎月、お届けしますので、ぜひお目通しくださいますよう、
何卒よろしくお願い申しあげます。

■編集後記■

■フェア・セミナー情報■

『ペーパーレスと電子ファイリングセミナー』を開催しました

去る、2月17日・18日に当社 本社オフィスと立川オフィスにお客様をお招きして『ペーパーレスと電子ファイリ
ングセミナー』をキヤノンマーケティングジャパンと共催で開催しました。
お客様にはMFPと連動したPDFの機能をご紹介し「これは会社の業務に利用出来る」等の
お声を頂戴しました。

セミナーで大好評!! データが再利用出来るPDF

サーチャーブルPDF

ReaderExtentiosn付PDF

検索結果

コピー＆ペーストでメモ帳や
Word等で再利用できます。

【スタンプ → 電子印鑑】 【テキスト入力】 【注釈入力】 【タイプライター】

PDFで文字検索や
コピー＆ペーストで文字
情報を再利用出来ます。

AdobeReaderで開いても以下の4つの機能が利用可能です。
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