
ステラリンク2015年7月号

特集： 6月11日「STELLAR LINK フェア」ご報告
マイナンバー制度対応サービス
・対策実施の４つのカテゴリ
・マイナンバー取扱規定作成パッケージ
・マイナンバー収集・保管サービス

製品情報：Office 365 情報漏えい対策 “RMS”
imageRUNNER ADVANCE C3300系業務改善「封筒の宛名印刷」
講義やミーティングの記録に最適 プレゼンレコーダー
経費や旅費の精算業務をラクにする「楽楽精算」

連載： 第11回 ライブオフィスここが⾒どころRenew
第9回 複合機のお役⽴ち情報 「梅雨時期の湿気対策！」

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！

ステラリンクフェア2015 (6月11日/飯田橋)



162社・211名のお客様にご来場いただきました

誠にありがとうございました

よりよいオフィスづくりで
“ライフスタイル”を変革する

6月11日に飯田橋のベルサール飯田橋駅前にて、総合フェア
を開催いたしました。162社、211名という大変多くのお客様に
ご来場いただき、終日大盛況のうちに終えることができました。
ご多用の中、ご来場いただき誠にありがとうございました。

今回のフェアでは「よりよいオフィスづくりで“ライフスタ
イル”を変革する」をテーマに過去最大規模の会場に多数の商
品を出展させていただきました。また、セミナー会場では、大
注目の「マイナンバー制度への対応」をテーマに2種類と
「Office365の活用」のテーマでセミナーを開催させていただ
きました。いずれも「参考になった」「充実していた」との多

くのご感想をいただき、開催させていただいた甲斐があったと大変うれしく思っております。今回のフェアのご感想、ま
た新たなお悩みなどございましたらぜひ担当までお気軽にお声掛けください。

今後もお客様にお役に立ち、喜んでいただけるようなフェアを企画してまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。

▼フェアの様子 開催日：2015年6月11日(木)
会 場：ベルサール飯田橋駅前

たくさんのご来場ありがとうございました
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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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マイナンバーへの対応、進んでいますか？

マイナンバーへの対応はこれでバッチリ！
マイナンバー通知までの準備から取得・運用まで、すべてお任せ！！

2015年10月 通知開始

取得時 本人確認社内規程 廃棄
ウチは個人情報保護
規程がきちんとしている

から問題ないよ

個人情報保護規程とは別に、
マイナンバーを含む「特別個人
情報取扱規程」が必要になり
ます。
※中⼩規模事業者は特例措置あり

マイナンバーをメール本文中に
記載して送信したり、パスワード
をかけずに添付してメール送信
したりしてはいけません。

通知カードでの本人確認には、
顔写真のない身分証の場合は
２種類以上の証明書が必要に
なります。

マイナンバーの記載がある書類は
シュレッダーにかける等の手段で、
復元できないようにしなければ
なりません。

マイナンバーの記載のあ
る

書類をゴミ箱に廃棄

書類への記載が必要です
ので、メールでマイナンバー
を返信してください。

マイナンバーの取り扱い、御社では正しく理解できていますか？

「通知カード」と「健康保健証のコ
ピー」の郵送で本人確認

“法令・ガイドライン完全対応版”
PCAマイナンバー取扱規程作成【セルフ】
〜業務フロー＆書式から研修まで〜

マイナンバー対応に必要な業務フローを完全マニュアル化！
事務手続きに必要な各種書式のひな形もすべて実装！！

社会保険労務⼠が法律をかみ砕いて
現場に即した形に落とし込んだ、
そのまま使える規程のひな形

マイナンバーの取り扱いが必要にな
るシーンごとに業務フローを確⽴

業務で必要となる書式のひな形は
すべてそのまま利⽤可能

マイナンバーの取り扱い違反は罰則がたいへん重くなっています
従業員によるマイナンバー漏えいの場合：違反した従業員（4年以下の懲役・200万円以下の罰⾦）+ 企業（200万円以下の罰⾦）

さらに詳しく ▶

これで、もう安心！！
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セット内容と価格

【価格】
100,000円（税別・送料込）

②特定個人情報関連規程 ひな形
すぐに使える「特定個⼈情報基本⽅針」「特定個⼈情報・雇⽤管理情報
管理規程」等のマイナンバーに関連する規程類のひな形を提供します。
※Wordデータでの提供になります。

③マイナンバー事務に必要な書式一式 ひな形
業務にあたってすぐに使える各種書式のひな形です。「採用通知書」や
「業務委託契約書」、「特定個人情報の取扱いに関する誓約書」など業務
に必要な書式を網羅し、マニュアル作成の⼿引書とあわせて必要シーンに
応じて使用できます。
※WordデータおよびExcelデータでの提供になります。

④実務担当者向け「マイナンバー制度開始までに
企業がすべき実務対応セミナー」DVD
企業のマイナンバー対応について制度概要などの基本から、企業の
具体的な対応まで、実務担当者向けに解説したセミナーを収録した
DVDです。（収録時間：約２時間）
※DVDと印刷したレジュメのセットになります。

⑤社内研修用
「45分でわかる はじめてのマイナンバー」DVD
企業のマイナンバー対応について制度概要などの基本や、マイナンバー漏
えいのリスクなど全社員が知っておかなければならないことについて解説
したDVDです。これを社員に視聴いただけば全社員用の
マイナンバー研修も簡単に実施できます。（収録時間：約45分）
※DVDと研修会用のPowerPointデータでの提供になります。

①マイナンバー対応マニュアル作成の手引書
マイナンバーの取得・利⽤・管理・廃棄/削除の運⽤について、⼊社や異
動、退職などシーンに応じた業務フローマニュアルを作成するための手
引書、自社用のマイナンバー対応マニュアルを簡単に作成することがで
きます。
※紙の資料での提供になります。

※画像は開発中のものですので、変更になる可能性があります。
※提供データはMicrosoft Office 2010で作成しています。

オプション 『追加訪問Plusサービス』

【価格】
50,000円（税別）

「PCAマイナンバー取扱規程作成【セルフ】」についてのわからないことや疑問点への問い合わせ対応や、
自社用にアレンジする際のフォローなどを、実務に精通した社会保険労務士が訪問の上、
アドバイスさせていただきます。
• 訪問１回（2.5時間まで）でフォローさせていただきます。

※1 対応地域は、別途お問合せください。 ※2 対応地域によっては、交通費・出張費等を別途頂戴することがございます。

株式会社ブレインコンサルティングオフィス
東京都千代田区神田神保町1-26
アイピー第２ビル２階
TEL : 03-6681-8372
FAX : 03-5217-2671
URL http://www.e-brain.ne.jp/

千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル
TEL:03-5211-2700
FAX：03-5211-2757
URL  pca.jp

ピー・シー・エー株式会社
【販売元】 【開発】

実務に精通した社会保険労務士の目線で、マイナンバー対応に必要な
業務を洗い出してマニュアル化、すぐに自社の業務で使える規程・書式
も作成し、パッケージにしました。制度開始まで時間がない中でも、
マイナンバー対応はこれだけあれば万全です。

種類 書式

規程類

特定個人情報基本方針
特定個人情報取扱マニュアル〈規程編〉
特定個⼈情報・雇⽤管理情報管理規程
就業規則作成・変更届
就業規則 意⾒書

配布資料

採用通知書
採用通知書（本人確認を委託する場合・自社でシステムで確認する
場合）
マイナンバーの連絡のお願い（既存従業員）
マイナンバーのご連絡のお願い（社外用）

契約書 業務委託契約覚書

保管資料

個人情報事務委託先評価票（確認書）
特定個人情報取扱事業者 自己点検票
特定個人情報の取扱いに関する誓約書
特定個⼈情報の取扱いに関する誓約書（退職・担当部署より異動
時）
個人番号取得時 本⼈確認⼿段管理表（取扱記録簿）
年末調整書類回収チェック一覧表
業務フロー＆取扱記録シート(入社時)
業務フロー＆チェックリスト(年末調整)
業務フロー＆チェックリスト(源泉徴収票・給与支払報告書)
業務フロー＆取扱記録シート(支払調書【取得時】)
業務フロー＆取扱記録シート(支払調書【作成時】)
業務フロー＆取扱記録シート(法定調書【提出時】)
業務フロー＆取扱記録シート(健康保険・厚⽣年⾦・雇⽤保険・労災保険等⼿続
時)
業務フロー＆取扱記録シート(住所・⽒名変更時)
業務フロー＆取扱記録シート(扶養親族異動時)
業務フロー＆取扱記録シート(退職時)
業務フロー＆取扱記録シート(転籍・移籍出向時)
マイナンバー 安全管理措置 最終チェックリスト

社員研修 全社員向け研修・説明会用DVD「45分でわかる はじめてのマイナンバー」レジュメ

【提供書式一覧】

※WordおよびExcelもしくはPowerPointデータでの提供になります。
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マイナンバー制度の
準備はおすみですか？

番号取得 個⼈番号の取得はどのように⾏いますか。本⼈確認はどのように⾏いますか。 □

保管 個⼈番号の保管はどのように⾏いますか。セキュリティは万全ですか。 □

利⽤
必要書類（源泉徴収票、⽀払調書等）への個⼈番号の印字はどのように⾏いますか。
印刷履歴はどのように管理しますか。

□

安全管理 基本方針や取扱規定は策定していますか。 □

チェックポイント
※準備が済んでない項目ににチェックをしてください

マイナンバー収集保管サービス

導入支援キット

2015年10月に個人番号が通知され、

2016年1月からマイナンバー制度が施行されます。

1つでもチェックが付く場合、ステラグループ社にご相談ください。
マイナンバーの収集から保管までトータルでサポート致します。

マイナンバー収集保管サービス
で、個人番号の収集から保管まで
の業務を支援させて頂きます。給
与奉行や法定調書奉行を一緒にご
利用頂くことで個人番号を利用し、
必要帳票に印字することができま
す。

また、CSVで個人番号データ
の出力も可能なので、他社給与シ
ステムとも連携できます。

マイナンバー収集保管サービス
を御利用いただくお客様で、どの
ように準備を進めたらいいのかわ
からないお客様向けに、マイナン
バー制の導入ガイドをご提供させ
て頂きます。

また、準備に活用して頂くため
規定テンプレートや社員向け動画
も提供いたします。
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Office365情報漏えい対策

じゃあ、
こんなOff ice365の機能はどうかな！！

＜暗号化＞
コンテンツは暗号化され
紛失/盗難時から保護！

＜ユーザー認証＞
データの持ち出し紛失/盗難から保護
＜権限の制御＞
意図した権限範囲での共有印刷不可
Ex) メール転送不可など…

情報のオーナー 共有相手

⇒ データを安全に共有(⼆次、三次流出の防止)

 情報の所有者が意図した範囲で情報の共有が可能
 コンテンツ (ファイル、メール) を暗号化して保護
 情報にアクセスする際にユーザー認証
 閲覧、編集、保存、印刷、利用期限など権限を制御

先輩、
情報漏洩対策どうしていいか困ってるんです。
いいアイディアありますか？

▼RMS (Rights Management Services/アール・エム・エス)

 RMSで情報漏えい対策と安全な共有
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動作 社外秘 社外秘
（閲覧のみ）

転送不可 無制限
（RMSを掛けない

場合）

表示(閲覧） ○ ○ ○ ○

返信 ○ × ○ ○

全員に返信 ○ × ○ ○

転送 ○ × × ○

印刷 × × × ○

内容のコピー × × × ○

添付ファイルの保存 ○ × × ○

添付ファイルの印刷 × × × ○

 メールでのRMS動作

Office365のRMSでは、メールの送信者がRMSを掛けることで、×のつい
ている動作を受信者側で⾏えなくすることができます。
これにより、関係者以外で共有されたくないような機密情報や個人情報が
入ったメールをやり取りする際に、勝手に第三者に転送されたり、持ち出
されないようにコントロールすることができます。

Office 365 プランE3 ではこんなことができます

これらの機能を利⽤したい⽅は、Office365 E3 プラン！
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多彩な封筒も
カセット給紙で
連続出⼒可能！

オフィス業務の改善をご提案します【封筒の宛名印刷】

新製品

※カセット給紙対応は⻑形3号、洋形⻑3号、角形2号
※封筒の種類によってはシワが発⽣したり、印刷不良が発⽣することがあります。

※住所や宛名だけを変えて、
あとは同じ内容を印刷できます。
※差し替えデータは、Excelで作成します
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imageRUNNER ADVANCE 
C3300シリーズなら
表現⼒や効率化など、
お客様のニーズにきめ細かく対応します。

用途に合わせた
多彩な仕上げを実現

充実した機能で
効率よくスキャン

用紙を置くだけ
直感手差し操作へ

多彩な機能でムダ
な印刷を抑制

業界トップクラスの
省エネ設計

アプリとの連携で
FAX業務を効率化

11 22 33

44 55 66

スリープ時1W以下低消費電⼒設計
でオフィスの省エネルギーを促進

高速起動で主電源投入から7秒以内
で画面操作
が可能
※「主電源ON時の
高速起動」設定時

印刷仕上がりを事前確認
(印刷プレビュー機能で実現)

ファクスやデータの受信をポップアップ
でPCに通知

受信ファクス文書に自動でファイル名
を付与

最大5枚のエコで安全な[針なし綴じ]
と通常の[針あり
綴じ]の両機能を
装備

最大45枚の原稿
をボタンひとつで
綴じ直し可能

電子化に最適な高圧縮PDFや
サーチャブルPDF
など用途に応じて
組み合わせが可能

LEDの点滅と一
部透明の原稿トレ
イによる原稿の取
り忘れを防止

[高圧縮PDF]
ファイル容量が⼩さいため
サーバー負荷軽減

1/10

用紙を置くだけ。設定もかんたん

[よく使う用紙]で
30種も設定が可能

TEC値TEC値

C3330

5,800円5,800円

6,800円6,800円

電気代/5年電気代/5年

0.9kWh0.9kWh

1.2kWh1.2kWh

C3320

※imageWARE
Desktop(別売）
との連携

※えらんでマイプリント(別売)
との連携

留め置き印刷で
ミスプリントや
放置プリントを
抑止

※せいとんファクス(別売)
との連携

※imageWARE
Desktop(別売）
との連携

A社_03XXXXXXXX_20150415012345.pdfA社_03XXXXXXXX_20150415012345.pdf

※オプションのインナーフィ
ニッシャー・G1が必要です。

※オプションのインナーフィ
ニッシャー・G1が必要です。

定型サイズ以外
は[フリーサイズ]
を選択可能
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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。
14
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部屋の配置や使用目的に合わせた
セキュリティ向上のひと工夫！

テンキーロック、セキュリティーバーにより物理的な侵入をシャットアウト！

・侵入がフリーになる場所にある会議室にロックを取り付け、侵入を防ぎます。

・執務エリアよりも求められるセキュリティレベルは低いため、
ICカードよりも安価なテンキーロックを採用しました。

・完全な個室は、消防上の問題もあり困難でしたが、侵入防止バーで解決できました。

【課題】

・エントランスエリアは、営業時間中開放されているため、
不正侵入防止のためにも会議室に鍵が必要だった。

・お客様の重要情報を扱う業務があるため、一般執務エリア
よりもセキュリティの高い作業部屋が必要だった。

【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.11

会議室はテンキーロックのおかげで、カギの管理が不要になりました。
紛失・閉め忘れ等のリスクもなく安心です。

ドキュメント・サポート2課 海⽼澤

取り扱うデータや情報の中には、よりセキュアな環境で管理する必要
がございますが、施錠管理と侵⼊防⽌バーによってセキュリティレベ
ルの高い部屋を設け、担当のみ⼊室可能な運⽤を⾏っております。
ご相談いただくお客様にも、自信をもって「安全」と言えています。

ビジネス・プロデュース課 今井

見た目もスマートな
テンキーロック

ICカードリーダーよりも
安価に工事可能です

欄間からの侵入を防止
する「バー」を取り付けて
セキュリティ向上

スプリンクラー配置など、
消防上の問題も解決できました

・会議室への入室制限

・作業部屋への侵入防止

【エントランスエリアレイアウト】

エレベーターホールから会議室まで
受付を行わずにダイレクトにアクセス可能
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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 夏のPOD体験会！！

【飯田橋】
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丁目３-21
住友不動産飯⽥橋ビル11階
・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

◆開催日時・会場

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 7月 14日(火)・ 15日(水)
飯田橋： 2015年 7月 21日(火)〜 30日(木)
当日は、imagePRESS C700で PODの体験をしていただけます。
※オプション：imagePRESS Server G100 多段デッキ・B1 サドルフィニッシャー・AM2

【⽴ 川】
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 ⽴川営業所
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
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ほ

ほ 複合機は湿気を含んだ用紙が苦手・・・

コピー用紙の湿気対策！

第十回へつづく

梅雨の季節になりました。梅雨は湿気が多くイヤな時期ですね。

実はコピー用紙は湿気などの水分を吸いやすく、それが原因で紙づまり
やカール、画像不良などのトラブルが発生してしまうことがあります。

西東京営業部
ドキュメント・サポート2課
武居

1.保管方法

・棚やキャビネットの中など、湿気が少ない所に保管する
・開封後の用紙は包装紙に包んで保管する

2.用紙のセット

・用紙補充の際、右写真のように適度にさばく
・あまり使用しない用紙は少なめにセットする

3.その他

・用紙カセットの隙間に右写真のような乾燥剤を入れる
・室内が暖まってから複合機を使用する（寒い時期）
・複合機の電源を落とさない
(最近の複合機はヒーターがついているものが多い為)

３つの湿気対策！

梅雨だけでなく、“冬”にも注意が必要です。

エアコンなどの暖房機器で冷えている室内が急に暖まると複合機のカセット内部に結
露ができてしまい、用紙が水分を吸ってしまいます。また、カセット内だけでなく機械内
部の重要部品に結露が発生してしまうと画像不良なども起きてしまいます。

最近の複合機は湿気対策されていますが、今回ご紹介する湿気対策を実施していた
だくことでより快適に複合機を使用することができます！是非お試し下さい。

ワンポイント！
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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。
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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」を開催させていただきました。
マイナンバー制度対策のセミナーは受付開始から数日で満員御礼とな

り、注目度の高さを再認識しました。
そこで今号では、マイナンバー制度の対策でまず必要になる「規定の

作成」や、「どうやってマイナンバーを集めるか」といったポイントに関連
するサービスを特集いたしました。全体の運用方法、セキュリティ強化、
システム化など、ご検討いただくことが今後も多々出てくるかと思います。
ぜひ何でも弊社担当までご相談ください。それでは次号もご期待ください。

ステラリンク2015年7月号

P 2 STELLAR LINK フェアレポート ご来場御礼
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 PCAマイナンバー取扱規定作成パッケージ
P 6 OMSS+マイナンバー収集・保管サービス
P 7 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 8 Office365 情報漏えい対策
P10 ADVANCE C3300系 「封筒の宛名印刷」を改善
P12 講義・ミーティング記録にプレゼンレコーダーCV910
P14 経費や旅費の精算業務を“楽”に「楽楽精算」

P15 捨てられない紙書類、データにしませんか？
P16 ライブオフィスここが見どころRe⑪
P17 夏のＰＯＤ体験会のご案内
P18 複合機のお役立ち情報⑨「湿気対策」
P19 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。

今号の2ページにも掲載しておりますように6月11日に飯田橋におきまして、
ステラリンクフェアを開催させていただきました。
たくさんのお客さまにご来場を賜りました。
この場をお借りして、心より篤く御礼を申しあげます。

来月以降も、マイナンバーに関するセミナー、夏のPOD体験会、西東京フェアなど
様々な催しを企画しています。ぜひご期待くださいませ！
日に日に暑くなってまいりました。お客さまみなさま方には、くれぐれもご自愛の上、
ますますのご活躍・ご繁盛を心よりお祈り申しあげます。

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7月号
2015年6月15日発行


