
ステラリンク2015年6月号

特集： マイナンバー制度が始まります 対策実施の４つのカテゴリ
情報共有管理の課題「FAX対応遅れ」と「重要情報の管理」

製品情報：Office 365 コラボレーションツール「Skype for Business」
経費や旅費の精算業務を楽にする「楽楽精算」
ELECOM ドライブレコーダー
フォントワークス フォント年間ライセンス 「LETS」

連載： 第10回 ライブオフィスここが⾒どころRenew
第16回 パソコンお役⽴ち情報 Information Point!

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！

プリンティング・ソリューション営業部
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〜「準備」は始めていますか？〜
マイナンバー制度が始まります！

マイナンバー規定
就業規則

基幹システム

物理的安全措置 ネットワーク
セキュリティ対策

マイナンバー取扱規定は誰が作成？ マイナンバーを管理する場所は？

③④

②①

物理漏えい対策は？ 情報漏えい対策は？

「マイナンバー制度」対策実施項目を４つのカテゴリに分類

まずはマイナンバー取扱規定の作成から始めましょう！！

■マイナンバー取扱規定
安全管理措置及び特定個⼈情報の取得から廃棄・削除に至るプロセスにつ
いて、法人様固有の規定を作成して提出し報告します。

■マイナンバー対応マニュアル
マイナンバーを円滑に処理するための、社内で活用できる運用マニュアル
及びQ&Aを作成します。

企業がすることは？

101名以上の従業員様がいらっしゃる企業様はマイナンバー取扱
規定の作成が義務づけられております。

100名以下の企業様であってもマイナンバー取扱規定を作成する
ことでマイナンバーを取り扱うための安全管理措置、マイナン
バーの取得から廃棄・削除までの管理など実施が必要な措置に対
して貴社の現状にとって何が不⾜かが分かり、補うためには貴社
がどのような対策をする必要があるかを明確化するメリットがご
ざいます。

■何故マイナンバー取扱規定を作成しなければいけないの？

支援パックの作成内容

社内で作るか、社労士に委託
するのかどうしようかな？
もし社内で作るにしても
どんな内容で作ればいいんだろう？

社内サーバーにデータを置くのか、
それとも外部のサーバーを借りる？
マイナンバーの収集と廃棄を管理
するシステムはどうしようかな？

外部からのセキュリティ対策ソフト
は今のままで大丈夫だろうか？
社内管理のためにログ管理のシステム
の導⼊もしたほうが良いのかな？

預かったマイナンバーのデータを
保有しているパソコン、サーバー
を持ち出せないようにする対策は
何が一番効果的なのかな？
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情報共有・管理の２つの課題

2 つの課題、2 つで解決！ 2 つのメリット！

出張中や急を要する

お客様からのＦＡＸは

会社に戻るまで対応できずに

しばしば

なっていませんか？

貴重な紙文書は電子化して

ＰＣに保存していますが

ＰＣのトラブルで

経験していませんか？

２つで解決！

×

“ＦＡＸ対応の遅れ”と
“重要情報の管理”

“クレーム ”に

“データ消滅”を

Case.2

Case.１

詳しくは裏面へ
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type-P

iR-ADV × HOMEが連携すると・・・・

ポイント 1

受信FAXはどこからでも

ＰＣやスマートフォンで閲覧・共有できます!

ポイント 2

貴重な情報はPCだけでなく、

高度なセキュリティの保存スペースに

バックアップできます。

管理者不在で高度な情報共有環境を導入でき、専任スタッフ

が問い合わせや設定方法をわかりやすくサポートします。

HOMEコンタクトセンターがリモートでサポート！

iR-ADVに届いた受信ＦＡＸはHOME-BOXへ自動転送でき、

どこからでもＰＣやスマートフォンで閲覧・共有できます。

HOME-BOX機能を使って、
受信FAXにどこからでもアクセス！

スケジュール、設備/備品予約、ファイル共有、伝言メモ、掲

示板など社員間の情報共有がすばやく情報伝達できます。

HOME-PORTALでセキュアに情報共有を！

FAX受信

自動転送

閲覧・共有

HOME‐BOX

PC

スマートフォン

迅速な対応でお客様からの
信頼度がＵＰします！

メリット 2
貴重な情報を安全な環境で
守秘できます！

メリット 1

type-U
HOMEのすべての機能を
ご利用いただけます。 ◎

◎

－

¥60,000

¥48,000

¥12,000

契約タイプ セキュリティ ポータル 資産管理 初期費用 月額費用

type-F
セキュリティ機能を中心に
ご利用いただけます。

ポータル機能のみを
ご利用いただけます。

◎

○

◎

○

△

△

¥12,000

¥8,800

¥3,200

◎：標準でご利用いただけます。 △：オプションで追加可能です。
○：一部機能のみ標準でご利用いただけます。 －：機能の提供はありません。

HOME価格
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企業向けコラボレーションツール
Skype for Business (旧 Lync Online)

Lync から Skype for Business へ
Microsoftの企業向けコラボレーションツール「Lync」は、「Skype
for Business」に移⾏されます。ユーザーは、Lyncの従来の機能もそ
のまま使え、使い慣れたSkypeのユーザーインターフェイスの利⽤が
可能になります。

プレゼンス（在席状況）が一目でわかると共に、ワンタッチでコンタクト可能！

利⽤するとさらにこんなメリットがあります！

インターネット環境さえあれば、音声や映像で、どこからでも会議に参加できます。
オンライン会議

※交通費ゼロ、移動時間ゼロで充実した会議ができる

デスクトップ共有
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同じ資料を⾒ながら会議可能

相手と画面を共有できる

 Excel や PowerPoint のスライドなどの Office ドキュメントや自分のPC 
のデスクトップを⾒せながらの会議も簡単に実現できます。

 相手に自分の PC やアプリケーションの操作権を譲渡（相手が操作可能に）
することも可能です。

暗 号 化

Lync によるコミュニケーションは暗号化によって保護されています。
重要な案件の情報もセキュリティがしっかりしていれば安心です。

オンライン会議の内容をレコーディングで残せます

動画

 保存したファイルはそのまま議事録として利⽤できます。
 オンライン会議に参加できなかったメンバーに WMV 形式で配布することも可能
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楽楽精算とは
・経費・交通費・旅費など、経費にかかわる全ての処理を一元管理できる経費精算システムです。
・申請→承認→経理作業の電子化や、自動仕訳・会計ソフト連携など、様々な機能で業務効率の
向上や、人的ミスの防止を実現させることができます。

・過去のデータをいつでも利用可能で、内部統制の強化や監査対策にもお役立ちいただけます。

経費や旅費の精算業務を“楽”にするシステム
経費や旅費のワークフローを改善して、コストを削減！
精算業務の課題を【楽楽精算】が解決します。

その他の機能

御見積・対応システムなどは、担当営業までお気軽にご相談ください。
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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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書体ごとの明確な使用推奨場所
・本文に .........「UD 明朝」
・見出しに ......「UD 角ゴ _ラージ」
　　　　  ......「UD 丸ゴ _ラージ」
・詳細表示に ...「UD 角ゴ _コンデンス」

あぶない !

この先50m
スリップ注意！

3.『UDフォント』が使えます！より読みやすい、より見やすい、より伝えやすい

2.広く使用されているフォントが使えます !さまざまな業種で

ニューシネマ B -D

君の瞳に乾杯
コメット -B

超早い飛行機で
スランプ -DB

いちごの大福
ラグランパンチ -UB

満身創痍デス

くろかね - E B

パズルで攻撃
カラット -UB

カバとハサミ
マティス - E B

第壱話 襲来 
筑紫アンティーク L 明朝 - L

漱石の「心」

フォントワークス
フォント年間ライセンス製品

1.人気の筆文字が使えます！他社との差別化を図る大きな武器として

武
士は喰

わ
ね
ど

高
楊
枝

Adobe Illustrator 用プラグイン写真、イラスト素材（商用利用可能）

4.デザインサポートツール『LETS Power Up Tool Kit』が無償で使えます！素材集もライセンスに無償で含まれています。写真 /イラスト素材 18,600点以上

ライセンス料金 / 提供書体
OpenType 日本語フォント　399 書体 
OpenType 欧文フォント　5,530 書体
OpenType 韓国語フォント　  26 書体
OpenType 中国語フォント　  18 書体年会費 ¥24,000 税抜 (3 年毎年払いコース時 ) 

入会金 ¥30,000 税抜 (1 法人 初年度のみ )
使用許諾 1PC / 1ライセンス / 1年

お見積りをご希望の際は、担当営業までお気軽にお申し付けください。

優先席Priority Seat
おゆずりください

フォントワークス株式会社 マーケティング本部  東京グループ  上山（080-3361-7237）

※記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
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キャビネットの配置には、見た目、耐震、
さらに将来の費用削減も考慮されています

統一感のある見た目の美しさ、地震対策はもちろん、
将来の退去時の工費まで視野に入れました！

・片側の壁沿いに一列に並べることで、デスクからの動線も考慮。
限られたスペースでも最大限の収納力を確保しました。

・造作壁やパーティションに耐震施工を行い、建物躯体を傷つけて
いませんので、退去時の現状復旧工事の費用削減が見込めます。

【課題】

・旧オフィスは、収納方式やトビラ有無など異なる仕様の
キャビネットが混在し、雑然とした印象。

・移転前よりもキャビネットの数が半減するため、ムダの
ない配置が必要。

【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！

キャビネットの数が半分以下になるということで移転前の書類の整
理・削減は⼤変でしたが、ムダな書類も減り、かえって効率的になっ
たと思います。

営業支援部 サポートセンター 天野

移転前のオフィスでは、扉が付いていないキャビネットもあり、
中⾝が丸⾒えで⾒栄えは良くなかったと思います。
現在は⾒た⽬も綺麗になり、⾃然と整理整頓が⾝に付きました。

ビジネス・ソリューション営業部 オフィス営業２課 田中

トビラがないキャビネットも多く、中身が丸見え
とびら付のモデルに統一、見た目もすっきり
施錠も可能なためセキュリティも向上しました

Renew.10
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Windows Server 2003は2012年の調査においても約16%が導入されたまま
になっているというデータがあります。
御社のサーバーは2003ではありませんか？
この機会にサーバーのバージョンをご確認のうえ、ぜひ弊社にご相談ください。

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

Windows Server 2003をご利⽤ではありませんか!?

サポート終了後も使い続けることは、非常に危険です！

2014年4月にサポートが終了したWindows XPと同様に、Windows Server 2003もサポート終了を
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。

意外と知られていないお得な情報や
今ICT業界で話題になっている事をご紹介！！

実際の被害事例があります！

下の表は日本のトレンドマイクロのサポートセンターに寄せられた2009年のウイルス感染被害報
告数ランキングです。
第2位にランクインしているWORM_DOWNADはWindowsの「MS08-067」という脆弱性を悪用
して感染を広げる機能を持ったワームに感染してしまった企業がありました。

その企業はクライアント、サーバ含めて約8000台を保有していました。本社のシステム管理は数⼈
の専任担当者が⾏っており、全国に数⼗ある拠点には管理者は不在で、拠点の管理は本社のシステム
管理者がリモートで⾏っていました。
そしてワームに感染したことがネットワークのトラフィックログからわかり、駆除ツールを用いて感
染コンピュータの駆除を試みましたが、駆除作業と並⾏して再感染が発⽣し、社内ネットワークを完
全にクリーンナップできなかったため、感染が⻑期化した結果、約500台まで感染が広がり、システ
ムが停止する事態となってしまいました。

！

隔月連載 第16回
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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。いつも読んでいただき、
誠にありがとうございます。

6月11日(木)に「ステラリンクフェア」といたしまして、展示会を開催
させていただきます。弊社でも3年ぶりの大きなイベントです。マイナン

バー制度対策やOffice 365の活用など、話題のテーマでのセミナーをご
用意しております。展示も30社以上の協力企業様に出展いただき、盛り
だくさんの内容になる予定です。必ずお客様に役立つ情報をお届けで
きると思いますので、ぜひお越しくださいませ。

今号掲載の商品も出展予定です。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。それでは次号もご期待ください。

ステラリンク2015年6月号

P 2 捨てられない紙書類、データにしませんか？
P 3 マイナンバー制度対策実施を4つのカテゴリに分類
P 4 情報共有・管理の2つの課題を解決！
P 6 Office365の新しいコラボレーションツール Skype for Business
P 8 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 9 経費や旅費の精算業務を“楽”に「楽楽精算」
P10 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
P12 フォントワークス LETS

P13 ライブオフィスここが見どころRe⑩
P14 パソコンお役立ち情報⑯
P15 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。

私どもステラグループでは、6月11日に、
「ステラリンク・フェア」と銘打ち、展示会を開催します。
さまざまなメーカーの製品を一堂に集めますので、
きっとご参考いただけるものに出会っていただけると確信しております。
今、話題のマイナンバー制度対策のセミナーも開催いたします。
ぜひ、来月11日は飯田橋駅前のベルサールまでお越しくださいますよう、お願い申しあげます。

日に日に暑くなってまいります。
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6月号
2015年5月15日発行


