
ステラリンク2015年10月号

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！

ビジネス・ソリューション営業部
システム・サポート課 (飯田橋オフィス) 朝の打ち合わせ風景

特集： オフィスのご移転はステラグループにお任せください!!
ステラグループライブオフィス・クリエイティブワークプレイスの概念

製品情報：スマホで監視＆⾒守り ネットワークカメラ
マイナンバー対策 取扱規程の作成
新しいフォト・レンタルサービス Canon Shuttle Photo
スマホ並みの軽量ボディ！ミニプロジェクター登場
迷惑ファクスは印刷しない！Canon せいとんファクス ほか

連載： 第18回 パソコンお役⽴ち情報 Information Point!



★ステラなら【ワンストップサービス】★

オフィスに関わる全ての事を、お気軽にご相談ください！！

物 件 引越しレイアウト
ステラなら物件探し
からお手伝いいたし
ます。

たくさんの引越し業
者からお客様に最適
な業者を選定いたし
ます。

⽴つ⿃跡を濁さず！
間仕切りの解体から
什器の廃棄など、何
でもお任せください。

機能性・効率性を追
求したオフィスレイ
アウトをご提案いた
します。

無償でオフィスレイアウト作成いたします！

原状回復

・内装工事
・オフィス家具
・電話 LAN配線
・セキュリティ構築
・周辺機器の増設
・引越し
・印刷物手配

従来の
お客様主導型

※オフィスレイアウト作成条件
・事前の現調・ヒアリングは必須とさせていただきます
・お客様あたり“１レイアウト”と致します
・お渡しは、現場調査・ヒアリング実施から1週間を目安とさせていただきます

ワンストップ
で対応させていただ

きます。

トータル
コーディネート

セキュリティ

引越し

電話・LAN

オフィス
家具

原状回復

OA機器
物件
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【お問い合わせ】 受付時間：9:00～17:00 （土日および祝祭日を除く） ※FAXは24時間受け付けております。

◆本社飯田橋オフィス TEL 03-5804-8787 FAX 03-5804-8790
◆立川オフィス TEL 042-525-2146 FAX 042-525-2164
◆三鷹オフィス TEL 0422-52-8351 FAX 0422-52-8461
◆神奈川オフィス TEL 045-651-7421 FAX 045-651-7424

ステラグループ株式会社 http://www.stargp.jp/

弊社のライブオフィスへ
ぜひお越しください

ステラグループでは本社オフィスを“ライブオフィス”として公開しております。
ご移転やリニューアルのご参考にぜひご覧ください。

『１２の知的創造行動』
と

クリエイティブワークプレイスの概念図

※ニューオフィス推進協会

▼04…ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

▼07…ｷｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

▼03…執務室壁面▼03…役員席ﾚｲｱｳﾄ

▼08…会議室

▼09…ｶﾞﾗｽ黒板

▼09…ＴＶ会議

▼07…ｻｰﾊﾞｰﾙｰﾑ

▼01…ﾃﾞｽｸﾚｲｱｳﾄ ▼05…ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ

▼11…ﾃﾞﾓｽﾍﾟｰｽ

05 ワイガヤブレストする。
03 見る。見られる。感じあう。

04 軽く話してみる。

02 接する。

01 ふらふら歩く。

12 理解を深める。

11 実践する。

10 試す。 09 診てもらう。聴いてもらう。

08 真剣勝負の討議をする。

06 絵にする。たとえる。

07 調べる。分析する。
編集する。蓄積する。

刺激しあう

自分のものにする まとめる

アイデアを表に出す
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jun.tanaka


yuta.muto

【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

yuta.muto

販売店：

yuta.muto

ステラグループ株式会社



マイナンバー対策情報
〜マイナンバーの取扱規程作成はお進みですか？〜

PCAマイナンバー取扱規程作成【セルフ】のご紹介

お急ぎください

PCAマイナンバー取扱規程作成【セルフ】

自社内で素早く簡単、独自に作成したいお客様向け
マイナンバーに付随する契約書や書式のひな形が一式揃って実務的にも安心できるオールインワンパッケージ

セット内容
①マイナンバー対応マニュアル作成の手引書
②特定個人情報関連規定 ひな形
③マイナンバー事務に必要な書式一式 ひな形
④実務担当者向けDVD
「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」
⑤社内研修用DVD
「45分でわかる はじめてのマイナンバー」 【サンプル】

安全管理措置
最終チェックリスト

事務手続きに必要な各種
ひな形を完全網羅！

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！

オプション『追加訪問Plusサービス』もご用意！
【価格（税別）】 ¥50,000
※訪問1回（2.5時間まで）
「PCAマイナンバー取扱い規程作成【セルフ】」に
ついてのわからないことや疑問点への問合せ対応や、
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等が訪問の上アドバイス
させていただきます。
※対応地域は別途お問い合わせください。
交通費・出張費は別途実費精算とさせていただきます。

⾃社での規程や業務フローの作成に不安を感じた場合

2015年10月の通知開始までのご準備をオススメします。
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PCAマイナンバー PSS会員様向け無償ツール＆有償サービスについて

PCAマイナンバー収集サービス 有償

かんたん・セキュアに従業員や個人取引先の個人番号を収集するためのツール＆サービスです。

マイナンバー収集ツール（Windowsアプリ） 無償

※PSS会員様向けに無償提供いたします。

Windows画⾯で個⼈番号を⼊⼒（扶養親族の個⼈番号も含む）
※本⼈確認資料が必要な場合は添付して提出が可能です。

事務担当者へメール送信またはファイル出⼒

事務担当者が提出された個人データの取込（マイナンバー管理ツールに取込）

［事務担当者］

［従業員］

従業員・扶養家族の
個⼈番号を⼊⼒

データ送信

マルチデバイス
からの⼊⼒

(拠点･⾃宅など) タブレットスマホPC

会社支給のパソコン等無い場合でも、個人のスマートデバイスや⾃宅のパソコンなどを利⽤し、個⼈番号を収集で
きるサービスです。また『マイナンバー管理ツール』とシームレスな連動!！個人番号をテキストで扱うことなく、安全で⾼度な管理を⾏
うことが可能です。

事務担当者から送られてきたメール内の指定URLクリック
Web画⾯で個⼈番号を⼊⼒（扶養親族の個⼈番号も含む）

・分割された個人番号＆本人書類画像ファイルを、
事務担当者がメール受信

・分割した片方をPCAマイナンバー収集サービスに保存
PCAマイナンバー収集サービスで分割された個人番号・本人確認書類を

マイナンバー管理ツールで受入

DB

［事務担当者］

ファイル統合

収集したデータを取込み、管理するツールです。

給与データと個⼈番号を別データで管理し、安全対策をしております。
また個人番号データは暗号化されているので、直接DBを参照しても
個人番号データを確認することができません。

安全管理措置

『PCAXシリーズ』と
同じ画面イメージ

『PCA給与X』等の通常の業務と切り離した管理
法⼈毎に個⼈番号の管理が可能
別アイコンで別画面を起動して使用

※PSS会員様向けに無償提供いたします。

マイナンバー管理ツール 無償
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キヤノンＭＪがお届けする
新しいフォト・レンタルサービス

はプロ写真家の価値ある写真作品の中から

お客様にお選びいただいた写真を定期的に新しくお届けし
ご利用いただけるレンタルサービスです。

Ｗｅｂで選んだお気に入りの写真をオーダーするだけ！ 毎回新しくプリントされた良質の額装写真が届きます。
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額装写真レンタルサービス

価値ある素敵な写真で、ワンランク上のおもてなし空間をご提供します
優れた特⻑ おもてなしの空間に、会議室に、ワークスペースに・・・

厳選された良質な写真を⼿軽に導⼊していただけます。
定期写真交換

ビジネス空間に、
いつでも新鮮なイメージを

高品質プリント

専門の技術者が1枚1
枚ていねいにプリント

厳選写真

キヤノンMJがお届けする
厳選写真の数々

お手軽レンタル

レンタルなので、いつでも、
手軽に始められます

ＷＥＢオーダー

作品の目的に合わせて、
イージー・セレクト

らくらくメンテ

保管や管理、修繕など
の手間が掛かりません

FT01 ナチュラル

FT スリム
サイズ：Ｍサイズ 482mm×636mm（写真：A3ノビ相当）

Lサイズ 604mm×814mm（写真：A2相当）

FC ワイド
サイズ：Ｍサイズ 523mm×677mm（写真：A3ノビ相当）

Lサイズ 645mm×855mm （写真：A2相当）

FM ツートン
サイズ：Ｍサイズ 513mm×667mm（写真：A3ノビ相当）

Lサイズ 635mm×845mm（写真：A2相当）

商品名 お届け回数 Ｍサイズ料⾦(税別)
※写真サイズ：Ａ３ノビ相当

Ｌサイズ料⾦(税別)
※写真サイズ：Ａ２相当

年間サービスパック
購入タイプ

年１回 26,400円 42,000円

年２回 33,600円 57,600円

選べるフレーム

ご利⽤料⾦（写真１点につき）

FT02 シルバー FC01 ブラウン FC02 ホワイト FM01 ブラウン×シルバー FM02 ナチュラル×シルバー

canon.jp/shuttle-photo
ホームページ

【サービス提供元】

本サービスに関する情報はこちらでご覧いただけます。

【お問い合わせ先】
キヤノンマーケティングジャパン株式会社「シャトルフォト事務局」
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 キヤノンSタワー
Tel：03-6719-9757
受付時間：平日9:00～17:30

●お求めは信用ある当店で

購入タイプ
年４回 48,000円 84,000円

お申込手順
1.ご購入

パッケージのご購入

2.登録・申込
ご利⽤者様サイトでID取得・
写真セレクト・お申込/確認変更

3.お届け・交換
宅配便にて額装写真の
お届け・交換・ご返却

■ 月額請求タイプの取扱いもございます。（月額請求タイプは、一部取扱いが出来ない販売パートナーもございます）
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ステラグループ株式会社

yuta.muto

【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

yuta.muto

販売店：



BUSINESS PROJECTION

驚くほど簡単に
商談力をアップする
方法があります。

これからの商談風景を、きっと一新することになる。

キヤノン ミニプロジェクター登場

特別な会議室も、事前の準備も、一切必要ありません。169gの

軽量・ポケットサイズだから、いつでもどこでも気軽に持ち歩け

て、使いたい時にパソコンやタブレット、スマートフォンにつなぐ

だけ。提案書や写真・動画をその場で壁面などに投写できる、

ミニプロジェクターの登場です。バッテリー内蔵だから、コン

セントも不要。焦点調整だけで誰でもすぐに使いこなせるので、

ビジネスチャンスを逃さず、大切な商談も成功間違いなしです。
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〒108-8011　東京都港区港南2-16-6 00512572

■特長

公園やビーチ、あるいはキャンプなど、野外でも使い道はいろいろ！

仲間との盛り上がりに必須の最先端のアウトドアギアです。

ベッドルームの壁や天井に映し出してホームシアターを楽しんだり、

他にもパーティー、勉強など、用途はアイデア次第です！

モバイルとつないで、瞬時にプレゼン！

タブレットやスマートフォンとも

その場で瞬時につなぐことが可能！

撮った画像・動画も

壁やスクリーンに投写するだけで、

提案時の説得力が違います。

パソコンと接続して、手軽にプレゼン！

プロジェクターがない環境や

予定外のプレゼン時なども、

これさえ持ち歩いていれば大丈夫！

電源不要、パソコンと接続するだけで、

簡単にプレゼン環境を実現します。

■仕様

DLP×1 
なし 
手動 
50 lm
VGA（640×480） 
なし 
LED（寿命10000時間）
ミニHDMI×1（MHL対応）
最大3時間
なし 
1Wモノラル
169g
W124×D71×H20

映像素子×枚数
ズーム
フォーカス
明るさ
リアル表示可能解像度
キーストーン
光源
入力端子
バッテリー駆動
USB入力（PCレス）
内蔵スピーカー
質量
外寸（mm）

□フォーカス調整リング

□電源ボタン

□音量調整ボタン □ACアダプター
　ジャック

□HDMI/MHL

□イヤホンジャック

□三脚取り付け穴（底面）

スマートフォン並みの軽量ボディ

ポケットにも収まるコンパクトサイズ

電源不要のバッテリー駆動（最大3時間）

スピーカー内蔵（1W）

耐久性に優れたLEDを使用

ケーブル1本（HDMI/MHL）で簡単接続

映像音声を1本のケーブルで再生

169g

LED

fffffffffffffffffffffffffffffffffooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  CCCCCCAAAAAAAAAMMMMMMMMMMPPPPPPPPPP fffffffffffffffffffffffffffffffffooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEAAAAAAAAACCCCCCCCHHHHHHH fffffooooorrrrrrrrr  BBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMM fffffffffffffffffffffffoooooooooooooooorrrrrrrrrr  SSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDDDYYYYYYYYYYYYYY

HDMIケーブル

HDMI/MHL
ケーブル

iPhoneAndroid

MHLケーブル
+

5to11変換
アダプター

Lightning-Digital 
AVアダプタ（別売）

□同梱品
ミニ三脚・ACアダプター
HDMIケーブル・MHLケーブル
5to11 変換アダプター
取扱説明書

ビジネスシーンだけでなく、オフもさまざまなシチュエーションで大活躍！

※画面はサンプルイメージです。
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迷惑ファクスを印刷しない
が出来るキヤノン複合機のご紹介

×

受信ファクスの流れ ※2015年5月12日発売の新バージョンより可能
※この機能を使用する場合はFAX文書の保存形式はTIFF形式となります

登録のある会社
印刷（今まで通り）
＆ 電子化（バックアップ）

① FAX受信

登録の無い会社
紙で出さずに電子化。
確認後に、必要な物だけ印刷

② 全て電子化する。その後、複合機のアドレス帳に『登録』or『未登録』で処理する

宛先表登録ユーザー

キヤノンMJ_0367191234.tiff

宛先表登録不明ユーザー

登録名称不明_0529123456.tiff

登録名称不明_0527765432.tiff

・簡単に迷惑FAX撲滅が実現!!
・受信FAXは、全て自動電子化（バックアップ）
・容易に検索でき、紛失も無くなります

TIFF

TIFF

TIFF

※印刷サイズはA4となります

取引先からのファクスは紙出⼒（今まで通り）
複合機に登録のない宛先から来たファクスは、
PCで確認してから印刷できます（迷惑撲滅!!）

不要な広告ファクスが
印刷されてしまうのは
もったいない!!

登録のない宛先からの
ファクス受信時…

ポップアップでお知らせ！
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ポップアップでお知らせ！
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『店内販促』ひとつとっても、例えば、壁面にポスターを貼ったり、POPを作成したり、方法は様々です。
さらに忘れてはいけないのは、遠くからでも訴求力抜群の『吊り下げポスター』

両面印刷で効率的な訴求を行い、さらに店舗の雰囲気づくりにも役立つバナーも作れます。
「吊り下げポスター」を作って、訴求力をUPさせましょう！

高級感溢れるアルミタイプとプラスチックタイプの2種類をご用意！！

店内装飾として、抜群の情報発信ツールとして、大活躍の吊り下げポスター！！

活用シーン

店内ポスター、フル活用

壁面バナー 店頭バナー 店内装飾

ガラス面に吊り下げポスター 店内装飾
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ポスター吊り下げセット
（ゴッチャホルダーセット）
※プラスティック製

ポスターを吊り下げる際に必要な以下の商品(ゴッチャホルダー
(594mm×2本入)×5セット､ゴッチャクリップ(2個入)×10セット､サク
ションキャップ×20個)をセットにした商品です｡
■標準価格 6,750円（税別）

ポスター吊り下げセット
（アルゴッチャセット）
※アルミ製

ポスターを吊り下げる際に必要な以下の商品(アルゴッチャホルダー
(594mm×2本入)×3セット､ゴッチャクリップ(2個入)×6セット､サクショ
ンキャップ×12個)をセットにした商品です｡
■標準価格 8,450円（税別）

普段使っているプリンタと同じ感覚で、いつでも気軽に出力！

おすすめ機種と用紙

吊り下げポスターを作るために準備するもの（どちらか）

2
imagePROGRAFで出力します。

PosterArtistを使えば、両面ポスターも、もっと簡単！

吊り下げ用の両面ポスターを作成する際は、フリーレイアウト機能を活用します。

canon.jp/imageprografキヤノン イメージプログラフ ホームページ

PosterArtistで出力するポス
ターを選択します。

【印刷設定】で「フリーレイアウ
ト機能を利用」にチェックを入
れ、印刷を押します。

フリーレイアウト画面が立
ち上がります。[折り返し両
面]ボタンを押し、折り返し
両面画面を立ち上げます。

ドラッグ＆ドロップでオ
ブジェクトを下に追加
します。

3
出力したポスターをゴッチャホル
ダーにはさみます。

4
ゴッチャホルダーにゴッチャクリッ
プをつけます。

1
PCで「ポスター」出力用データを
作ります。

紐等で吊り下げれば完成！5 6 ガラスに貼り付ける際は、サクショ
ンキャップを活用します。

レイアウトが折り返し
両面印刷になっている
ことを確認し、「印刷」
ツールボタンを選択し、
印刷して、完成！

iPF6400SE
本体標準価格：￥298,000
専用スタンド（オプション）：￥50,000
対応用紙サイズ：A1ノビ
PosterArtist Lite同梱
A1ポスター1枚 約1.1分

PosterArtist
本体標準価格：￥59,800
ポスターテンプレート約250種類
オートデザイン機能搭載
キヤノン製プリンター対応
画像編集機能
フリーレイアウト機能

フォト半光沢紙HG （A1)
吊り下げホルダーにぴったり収まる
ジャストサイズ。
半光沢でアイキャッチ効果抜群

厚口コート紙HG（A1）
用紙に厚みがあり、折り返し掲示 が容易。
吊り下げホルダーにぴったり収まるジャスト
サイズ。
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Office365でスケジュール管理しよう！

グループ メンバーの予定も一覧表示
予定表で確認できるのは、自分の予定だけではありませ
ん。グループメンバーの予定も一覧表示で確認可能。
関係者のスケジュール状況を⾒て、会議を設定すると
いったことも、短時間で⾏えます。

秘書が上司の予定表を管理
代理⼈アクセスを利⽤し、あるユーザーが他のOutlook
ユーザーの代わりに作業することができます。
例えば 秘書が上司の上会議出席依頼の作成や会議出席
依頼への返答を対応したい場合、秘書が上司の受信トレ
イを確認して、上司に代わってメールを送信したりでき
ます。

メンバーの予定を
把握しづらいんだ。
外出先でも
メンバーの予定を
確認したいな。

タブレットやスマートフォンで予定確認
外出先からでもiPadなどタブレットPCやスマホを利⽤
して社内にいるように予定の確認や⼊⼒ができます。

そんなときは、
Office365の
スケジュール管理
がおすすめだよ

社⻑の予定も
管理しないと
いけないんだ

大丈夫！
Office365
ならできるよ
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※Office365は予定表以外にもメール機能、WEB会議機能、情報共有機能もございます。
ご興味頂いた方はステラグループ営業担当までぜひお申し付けくださいませ。

予定を非公開
他のユーザーに⾒られないように予定を設定することが
可能です。

会議室の予定表
管理者によって会議室メールボックスが作成されて
いれば、ユーザーは会議出席依頼に会議室メール
ボックスを含めることによって、会議室を簡単に予
約できます。

タスク リストや予定表との連携
受信メールの右側にある「旗マーク」を右クリックし
て期日を設定すれば、そのままタスク リストや予定表
に反映されます。たとえば「会議招集メール」の内容
を、そのまま予定化できるわけです。

共有した予定のアクセスレベル設定
空き時間情報のみ
→すべての予定が非公開となり「予定あり」と表示。

詳細情報の一部
→予定の「予定名」と「開催場所」のみ表示。

詳細情報
→予定のすべての情報が表示。

編集者
→自分の予定表に予定を書き込む権限を付与。

代理⼈
→自分の予定表に予定を書き込む権限を付与。
予定の出欠依頼を返信することも可能。

毎回ではないけど、
スケジュールの
一部を非公開に
できないかな？

そんなときも
Office365
です！

他にも便利な
機能を紹介し
てくれる？

もちろん！
Office365
の機能はこれだけ
ではありません！
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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

丸ごとパックであんしん

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

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

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
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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

ラインナップ

※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。

8TBモデルに変更※2

4TB・3年保証の基本モデル※1

5年保証モデルに変更

ウイルス対策※3を追加

データサルベージ保障※4を追加

お客様のご要望に沿ったモデルへ
※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

(+¥40,000)

(+¥100,000)

(+¥20,000)

(+¥30,000)

(¥258,000)
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ランサムウェアというものをご存知でしょうか。
ランサムウェアとはマルウェアの一種で、侵入したパソコンのデータを勝手に暗号化してしまい、
ファイルを開けなくしてしまうウィルスです。

どんなことが起こるの？

暗号化されたファイルはユーザーにはほぼ複号することができず、暗号化を解除するために身
代⾦を要求されます。

解除する方法はないの？

対応策はないの？

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！！

ご注意ください！ パソコンのデータが人質に！？

隔月連載 第18回

現時点ではランサムウェアによる暗号化を解除することはほぼ不可能です。
またランサムウェアの要求通り⾝代⾦を払ったとしても、本当に解除をしてくれるのかはわか
りません。

暗号化され開けなく
なってしまったファイル

事前の防御が一番の対応策です！
ランサムウェアによって暗号化されてしまうと手の打ちようがありません。
感染する前に防御し、ランサムウェアをパソコンの中に入れないようにしましょう。
多くのランサムウェアはすでにウィルス対策ソフトで弾くことが可能です。※
また海外の怪しいサイトを開かないようにする、UTM（統合脅威管理装置）をネットワーク上
に設置するなど、も有効な防御策です。

UTM(Unified Threat Management)

アンチウィルスソフト

※出現から時間の経っていないウィルスは検知できない可能性があります。
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[講師紹介]
合同会社のぞみプランニング
社会保険労務士 佐々木 隆氏

昭和45年12月31日生まれ
平成10年 建設会社でﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務、人事労務系業務に従事
平成17年 人事労務コンサルタント会社にて、就業規則作成、各種ｾﾐﾅｰに従事
平成18年 社会保険労務士事務所にて、従事
平成19年2月 佐々木社会保険労務士事務所を設立、現在に至る

【開催日時】

2015年10月15日(木)
10：00～18：00

いよいよ本年10月よりマイナンバー通知カードの発送がスタートとなります。
今回は、マイナンバー対策セミナーを中心に、対策を検討するうえでポイントとなる製品群を
実際のオフィスに⾒⽴てた状況でご覧いただく展⽰を企画いたしました。
秋の風が心地よい中、ぜひステラリンク多摩フェアに足をお運びいただけたら幸いです。
皆様のご来場をこころよりお待ち申しあげます。

マイナンバー法施⾏に伴う
⺠間事業者への影響と実務上の対応ポイント
■概要■
通知カード発送開始に伴い、企業が運用開始までに準備し
ておくべき内容・事項、どのような業務が発生するのか、
また⾒直すべき社内規定についての具体的な解説をして頂
きます。

【アクセス】
※立川駅南口より、徒歩13分

（すずらん通りを直進）
※西国立駅より、徒歩8分

0

1
2 4

5
6
7 8

9
3

【開催会場】
たましんＲＩＳＵＲＵホール
東京都立川市錦町3-3-20

第1部 10:30〜12:00 (10:00〜受付開始）
第2部 13:30〜15:00 (13:00〜受付開始）
第3部 16:00〜17:30 (15:30〜受付開始）

マイナンバー制度の対策を
多数展示しております！

-マイナンバー制度への企業対応について-

※第1部、第2部、第3部とも同じ内容になります。
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ステラリンク編集長の武藤です。先日の休みに川崎市にあ
る藤子・F・不二雄ミュージアムに行きました。ドラえもんやパーマ

ンなどの原画展示や、「アンキパン」など漫画に登場するメニューを
出してくれるカフェなど、子供はもちろん、大人も楽しめる施設でした。

お客様におかれましては、本業のみならず、マイナンバー制度やメンタ
ルヘルス対策など取り組まなければならないことも多くなり、お困りのこ
ともあるかと存じます。ドラえもんのようなひみつ道具はありませんが、
弊社はお客様の「困った」を解決できるよう精一杯お手伝いさせていただ
きますので、ぜひお気軽にご相談ください。

ビジネス・ソリューション営業部

システム・ソリューション営業課 武藤

ステラリンク2015年10月号

P 2 オフィス移転はステラグループにお任せ下さい！！
P 4 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 5 捨てられない紙書類、データにしませんか？
P 6  “スマホで監視”ネットワークカメラELECOM SkyLinkMobile
P 8 マイナンバーの取扱規程作成はお進みですか？
P10 店舗や応接に写真でおもてなし。キヤノンのShuttle Photo
P12 超軽量169g！ミニプロジェクターで商談力アップ
P14  迷惑ファクスは印刷しない！せいとんファクスで実現
P16 吊り下げポスターを作ろう。Canon imagePROGRAF

P18 Office 365でスケジュール管理！
P20 データ保管の新境地 ステラNAS
P22 パソコンお役立ち情報⑱ Infomation Point!「ランサムウェア」
P23 ステラリンク多摩フェアのご案内

★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

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
ステラグループ株式会社代表取締役社長の川井昇でございます。

今号の私からのお勧めページは、
P14～15のファックスに関する記事でございます。
こちらから望んだわけでもないのに、一方的に送られてくる広告ファックス。
迷惑千万でございますね。
その解決策をズバリ！掲載しております。
ぜひ、ご参考賜りますようお願い申しあげます。

朝夕の涼しい風に秋を感じる今日この頃、お客様みなさま方におかれましては、
ますますご健勝を祈念申しあげます。

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10月号
2015年9月15日発行


