
ステラリンク2015年11月号

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート2課 (飯田橋オフィス) 朝の打ち合わせ風景

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！



「Office365 で最新版のOfficeを利⽤しよう！」
Office2016・Office for Mac2016

■最新版のOffice が使える ■管理の⼿間を削減■どこからでもアクセス可能

Office 365 Business OneDrive for Business
● 情報共有の促進
● ⽂書管理機能

● OneDrive for Business と連携して、いつどこ Office を実現
● Office アプリケーションの展開と管理を柔軟に、移管も自由
● 最新版 Office アプリケーションを 15 台までインストール可能
● Web ブラウザーから Office ファイルの参照と編集が可能

● Office から操作可能な共有設定
● Office Onlineでブラウザから Office 

ファイルを閲覧・編集 可能

バラバラだった Office の最新バージョンに
統一、かつ、⼀元管理!
※デバイスにOfficeアプリケーションをイン
ストール可能

運⽤管理も⼿間なし
ブラウザベースで社外からも
管理可能

一人 1 TBのストレージをクラウド上
で活用可能

PC / iPadなど様々なデバイスから、
オフィスファイルを編集でき
アウトプットをスピードアップできる！

文書・画像・ビデオなど
各種ファイルを社内外へ簡単に共有
できる！

通信・ファイル暗号化
安心の国内データセンター活用

※PC/Mac 5台、タブレット 5台、スマホ 5台

常に最新版 Office クライアントが利⽤可能
PC、Mac に インストール可能

50GBのメールボックス容量
人だけではなく施設、機材なども含め
たスケジュール管理
最高レベルのセキュリティーと多くの
コンプライアンス対応機

クラウド上でファイルの保存と共有。
組織内の共有ストレージと個人用のクラウ
ドストレージあり。
同期フォルダーを利⽤いただけば
オフラインでもファイルにアクセス可能

オンライン会議
インスタントメッセージ ＆ 在籍情報

Business ¥10,800/人/年、Business Premium ¥16,320/人/年

①Office アプリケーション ②Exchange Online

③SharePoint Online ④Skype for Business

Businessプラン（Office+Onedrive for Business)

Business Premiumプラン（①〜④までの機能）

PC/Mac、iPad や iPhoneに、Excelなどを

インストールして業務ファイルを編集できます！
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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頂ける
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

支払はイニシャルコストが下がり、予算
化しやすい⽅が良い（⼀括払いではなく
年額払い）

一つのExcelファイルを共同で作業する時
「読取り専用」や「共有ファイルの破損」
などが起こり、ストレスを感じる事がある。

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、管理に負荷が掛
かっている

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PCのように端末に権利が紐
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。仕事で使う場合必須で
す。

オンラインストレージOneDrive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

OfficeOnlineで複数人の同時編集が可能。もう
読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。
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
が下がります（支払いを後ろ倒しにしていると
考える事が出来ます）

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。

一つでも「はい」があった方はOffice365を検討下さい。

Office365 Business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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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



トライアル版 （無料デモ）

受付中です。

4つのカテゴリー「①集中⼒の向上②リラックス③リフ
レッシュ④気づき」別に職場に必要な番組をご用意。
時間や曜日別にプログラム放送が可能です。
■番組 ピックアップ
・働く⼈の集中⼒UP・オフィスのスピーチマスキング
・ノー残業デーアナウンス・朝のオフィスミュージック
・働くママのやさしいクラシック・終業時間BGM
・季節を感じるイージーリスニング・オフィスBGM

『労働安全衛⽣法の⼀部を改正する法律』により
ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

平成２７年１２⽉より施⾏のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を⾏い、本⼈にその結果を通知して
自らのストレスの状況に気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、
職場におけるストレス要因を評価し職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、
メンタルヘルス不調のリスクの⾼い者を早期に発⾒し、医師による面接指導につなげることで、メンタルヘルス不調を未然防止する取組です。
「ポイント」
※年１回、従業員に対して、ストレスチェックを実施することが５０名以上の事業所に義務付けられる。
※検査結果は従業員に通知し、高ストレスと判定された従業員は希望に応じて医師による面接指導を実施、結果記録の保存。
※面接結果に基づき必要に応じ、作業の転換、労働時間の短縮など適切な就業上の措置を講じなければならない。

こころの保健室とは、Web上でストレスチェックやeラーニ
ングが実施でき、メンタルヘルス対策に関するさまざまな情
報提供もできるASPサービスです。
厚生労働省の指針や法令にそった取り組みに必要な仕組みを、
簡単かつ体系的に創り上げることができます。
メンタルヘルス対策に必要な多彩な機能を備えており、自社
に最適な保健室を創り出すための、細部にわたるカスタマイ
ズも可能です。

インフラや機器を選ばないマルチデバイス対応のASPサービス

今すぐできる！メンタルヘルス対策ツールのご相談は当社へお任せください。

企業のメンタルヘルス予防対策のひとつとして
手軽に始められるのが、「オフィス空間の環境改善」です。
静かすぎる職場では、緊張感の⾼まり、様々な雑⾳、話し声が気になり集中⼒
の低下、社内での会話がしにくいと感じることもあります。
オフィス空間に「音」を上手く取入れることによりマスキング効果や癒し効果
など職場に⼿軽に導⼊が⾏える改善策として期待ができます。
また、⾳楽を流すだけではなく「ノー残業デー・アナウンス番組」や、会議室
などの会話漏れ防⽌向けの「スピーチ・マスキング番組」などオフィス専⽤に
Sound Design for OFFICEには、多彩なコンテンツが準備されています。

♪ストレス緩和♪コミュニケーション活性化 ♪メンタルヘルスケア
働く人のストレス対策に会話が弾む空間作りに 音楽でストレスをやわらげる

対策

予防

「こころの保健室」
・制度の概要や貴社に最適な導⼊プランなどもお気軽にご相談ください。
・実際の操作画面でのデモンストレーション、トライアル版のご希望もご相談ください。

「Sound Design for OFFICE」
・番組の試聴音源もご準備しておりますのでお気軽にお問合せください。
・音響機器や取付もお得意様価格にてご対応いたします。
・レイアウトの⾒直、リニュアル、ご移転時にも併せてご相談ください。

「メンタルヘルス予防と対策」サービスへの
資料請求をいただいた先着50社様にオフィス
空間デザイン・サポートマガジンを資料とご
一緒にお届けいたします。
快適なオフィス環境創りにお役⽴てください。

資料請求：特典

お手軽にご導入いただける「対策ツール」と「予防ツール」のご案内

※番組音源を試聴いただけます。

■職業性ストレス簡易調査票
（一問一答形式 57問）

■ストレスプロフィール
（フィードバック画面）

2015年8月末まで

平成26年6月25日公布（平成26年法律第82号）

いよいよ「従業員のストレスチェック制度」が１２⽉１⽇より施⾏されます！

♪営業担当までお問合せください♪
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PCA製品情報
〜クラウドを利⽤したマイナンバー収集サービスのリリース開始〜

『PCAマイナンバー収集サービス利⽤パック』発売開始いたしました

出荷開始日

平成27年9月24日より

PCAマイナンバー収集サービスとは？

『PCAマイナンバー収集サービス』はインターネット（Web）を利⽤して個人番号・本人確認書類を収集する
ための有償サービスです。社員本人が、事務実施者より通知されたURL・IDで『PCAマイナンバー収集サービ
ス』（ブラウザで起動）を利⽤して、個⼈番号の⼊⼒・本⼈確認書類の提出を⾏います。

メールで受信した個人番号データとク
ラウド上に保存されている個人番号
データを『マイナンバー管理ツール』で
受入

データ管理は『マイナンバー管理ツー
ル』にて⾏います。当該サービスでは
管理いたしません。

ご注意

分割・暗号化で安心

『PCAマイナンバー収集サービス利⽤パック』は『PCAマイナンバー収集サービス』の
利⽤料1年分をパックにしたプリペイド型の製品になります。

サポート期間中の下記各製品いずれかをご利⽤中で、かつサポート&サービス会員にご加入のお客様
・『PCA給与シリーズ（クラウド含む）』 ・『PCA⼈事管理シリーズ（クラウド含む）』
・『PCA所得税（クラウド含む）』 ・『PCA Dream21給与計算モジュール』
・『PCA Dream21⼈事管理モジュール』

サービスをご利⽤いただけるお客様

※1法人単位での契約が必要です。

従業員数 50名 100名 150名

価格 20,000/年 40,000/年 60,000/年

【サービス価格（税抜）】

※150名以上のライセンスもご用意しておりますので、担当営業までお問い合わせください。

本サービスのお申し込みの際に
必ず法人番号が必要となります。

ご注意
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増えるリスクとELECOMが出来ること

2015/10マイナンバー通知開始！

現在、ばらばらで管理されている年金の基礎
年金番号、介護保険の被保険者番号、自治
体内での事務に利用する宛名番号を、1つの
｢個人番号(マイナンバー)｣で管理し、各分野、
各機関で横断的に利用することができる「番
号制度」です。
2015年10月には個人への通知が開始され、
2016年01月に、実際の利用がスタートします。

マイナンバーは給与、株式配当など、個人へ
の金銭支払いが発生する全ての取り引きで用
いられます。特に注意すべきなのが「給与・人
事関連業務」。民間事業者は全従業員からマ
イナンバー（本人／家族のマイナンバー）の提
示を受け、源泉徴収票に各人のマイナンバー
を記載の上、行政機関（地方自治体や税務
署）に提出しなければなりません。

なぜセキュリティ対策が必要？
多くの個人情報を含むマイナンバーは、流出、
不正利用されてしまうと、今までの個人情報
の比ではないリスクがあります。従業員だけで
なく、その扶養家族のマイナンバーを一括管
理している企業のデータベースは、悪用したい
人間からすれば宝の山。つまり、金庫に入れ
てあるお金が10倍になるにあたってこれまで
以上の対策をしませんか？というご提案です

マイナンバー（社会保障・税番号）制度とは？
マイナンバーとは？ どこに使うの？

（例：営業部） （例：人事部）

EHB-SG2Aシリーズ アクセス不可

共有サーバー
共有プリンタ等

型番 定価（税抜）

EHB-SG2A08 ￥22,800

EHB-SG2A16 ￥32,000

EHB-SG2A24 ￥52,000

MF-PUVT302GM1 トレンドマイクロ/2GB/1年ライセンス/管理ソフト対応 ¥8,700

HUD-SUMA セキュリティUSBマネージャー ¥42,000

リスク１．退職予定者・出入り業者が社内でデータベースを狙う

マイナンバーは管理部以外知る必要がありません。
VLANを構築し、マイナンバー管理PCのアクセスを制限しましょう！

VLAN機能搭載スイッチ

リスク２．攻撃者が事業所近辺から無線LANにアクセス→データベースを狙う

傍受が容易な無線では、1.無線通信の暗号化 2.認証 が必須です！

1.無線通信の暗号化
暗号化方式は、強い順にWPA2＞TKIP＞WEPの3種類があります。
WEP・TKIPは脆弱性が指摘されており、特にWEP暗号は1分あれば解読されてしまいます。

WPA2対応の無線アクセスポイントがおすすめです！

2.無線LAN接続の認証
接続を試みるクライアントPCが、関係者かどうか確認する必要があります。
確認方法は、強い順にRadius認証＞MACフィルタリング＞ID・パスワードの3種類があります。
■ID・パスワード：漏洩や解読のリスクが高く、これだけでは堅牢とは言えません。
■MACフィルタリング：注意しなければいけないのが、MACアドレスは暗号化されません！

→無線傍受で攻撃対象端末のMACアドレスを特定
→なりすましのリスクがあります。

Radius認証導入がおすすめです！（別途機器・設定が必要になります）

型番 定価（税抜）

WAB-S1167-PS ￥19,800

WAB-I1750-PS ￥29,800

リスク３．DVD・USBフラッシュメモリ盗難→情報漏えい

※1.USBメモリの容量は32GBまでございます。 ライセンスは5年モデルまでございます。 ※2.管理ソフトは買いきりです。

DVD・USBフラッシュメモリでのバックアップはコスパが良い代わりにリスクを伴います。
セキュリティUSBメモリ＋管理ソフトがおすすめです！

セキュリティUSBメモリ→暗号化・ウィルス対策・パスワードロッカー
管理ソフト→コピーガードの設定・パスワードポリシーの設定のカスタマイズ
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南京錠・シリンダ錠・ダイアル錠などお好みで選べるラインアップ。設置環境に合わせて、
サブワイヤーやキータイプの組み合わせが可能です。

製品型番 定価(税抜)

ESL-37I ダイヤル錠（一体型） ¥3,280

ESL-10 ダイヤル錠 ¥1,980

ESL-7U シリンダー錠 ¥5,500

事前検証で安心導入

豊富なラインアップから選べるセキュリティワイヤー

※キータイプ・オプショングッズなど他ラインアップはエレコムホームページをご確認ください

個人情報満載の画面を晒すなんてとんでもない！左右約30°より外の画面からは画面が真っ黒に見えるので、
お使いの画面をしっかりガード！

製品型番 定価(税抜)

EF-PFF133W2 13.3(16:9)インチワイド ¥5,800

EF-PFF156W 15.6インチワイド ¥7,800

EF-PFF17 17インチ ¥7,800

EF-PFFC1 フリーカット/14インチ ¥10,650

EF-PFFC2 フリーカット/23インチ ¥21,340

今までにない薄さを実現したのぞき見防止フィルター。

用途に合わせて、鍵の管理方法が選べます

多種多様な管理方法にあわせて、鍵の種類を選ぶことが可能です。オフィスの環境
や条件にあわせて設定していただけます。
※統一キー、マスターキータイプは受注生産品です。

・マスターキー
1本で全てのキーを管理

・統一キー
全て同じキーを管理者が一括管理

たった“0.3mm”と薄くて明るい

厚さ「0.3mm」と今までにない薄さを実現し、薄型ノート
PCでもフィルターがキーボードに干渉しないうえ、高精細
ディスプレイでもにじみにくく、明るく見やすい画面を実
現しました。

目に優しく見やすい明るさ

「反射率5.5％」で照明や外光の表面反射を軽減し、「透
過率69％」で目にやさしく見やすい明るさを実現。また、
「UVカット率99.9％」「ブルーライト」カット率約42％」と
高機能を備えています。

柔らか素材

曲がっても破損する恐れが少ない、柔らかい素材を採用
しているので、フィルターが割れる心配がありません。ま
た、反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分
けが可能です。

情報漏えいを防ぐ！
ELECOMセキュリティアクセサリ

USBポートやLANポートを物理的にふさぐ事によって、個人所有USBメモリ・HDDを使用させない。低コストなため、稟議不要！

製品型番 定価(税抜)

ESL-USB1 USB本体＋ストッパー6個 ¥1,800

ESL-USB1K USBストッパー12個 ¥1,600

ESL-LAN1 LANロック本体3個＋鍵1個 ¥1,900

USBポート／LANポートを塞いで物理的にガード

空いているUSBポート／LANポートへの不正な接続を防止

鍵付きのLANポートプロテクタ

LAN用のハブの空きポートに差込み、空きポートの無断使用や
誤使用によるネットワーク障害を防止する鍵付きのプロテクタで
す。オフィスからご家庭まで幅広く利用可能で、空きポートへのホ
コリの侵入も防止できます。

USBポートガード

パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情
報漏えいを予防するUSBポートガードです。
本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物
理的にUSBポートをふさぐことができます。本体キャップにある突起
部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。

エレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp
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ウェブ閲覧や電⼦メールはビジネスにおいて不可⽋なツールとなり
情報発信、情報取得などは簡単な操作で⾏うことができます。

しかし⼗分に対策を⾏わなければ重要な情報は危険にさらされてしまいます。

会社の情報を外部のネットワークから保護し、会社のネットワークを強くす
ることにより、情報漏えいの危険性を低減します。

Fortigate 60D (UTM)パッケージ

ファイアウォールをベースに、アンチウイルスや不正侵⼊防御、
Webフィルタリングといった複数のセキュリティ機能が統合された機器の事です。

UTM(統合脅威管理)とは

リスク低減対策のご提案
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保守5年分⼀括⽀払タイプ 保守⽉額料⾦タイプ
導入費用 ※1 ¥560,000- ¥400,000-

月額費用 ¥0- ¥4,000-

最低利⽤期間 - 24ヶ月 ※2

 オンサイト(訪問)による設置

 お客様のインターネット環境にあわせたインターネット設定
※透過モードで設定した場合、リモートメンテナンスは受けられません。

 基本セキュリティであるアンチウイルス機能・不正侵入防御機能・アンチスパム機能・Webフィルタ機能の設定

 アンチスパムおよびWebフィルタのブラックリスト・ホワイトリストを設定

 UTMライセンス登録手続き代行

※1 導入費用にはUTMの利用ライセンスが5年分が含まれます。6年目以降は別途ライセンスを購入する必要があります。

※2 24ヶ月以内の解約は、残りの月額ランニング合算料金の請求となります。

※本商品はノード数を30台未満を想定しております。30台以上の場合はご相談ください。

日々変化する脅威に対し、ステラグループがお客様の変わりに日々の運用を
サポートするパッケージ商品をご用意しました

 トラブル時には弊社サービスエンジニアによる電話対応後、リモートもしくは訪問にて対応をいたします。

（オンサイト(訪問)保守：平日の9:00～17:00、電話受付9:00～17:30）

 リモートによるアンチスパムおよびWebフィルタのブラック・ホワイトリストの適用（ルータモードのみ）

13



★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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タブレット専用通信サービス

ソフトバンクC＆Sが提供する、Surface 3(LTE)の新しい購入方式

Surface 3（LTE）+ SoftBank 4G LTE通信費用
(2年間)を一括でのお支払が可能です

通信費用一括払い

※キーボードは別売りとなります

ご提供価格（機種代⾦+通信費用2年分）

ご提供⾦額191,500円 ご提供⾦額201,600 円

64GBモデル+通信費2年パック 128GBモデル+通信費2年パック

（月あたり 約7,980円） （月あたり 約8,400円）
（税抜） （税抜）

通信容量5GB 900MHz 1.7GHz 2.1GHZ 2.5GHz 900MHz 2.1GHZ

〇 〇 〇 - 〇 〇

4G/４GLTE 3G
対応
周波
数帯最大112.5Mbpsの高速データ通信
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●本サービスは本サービスはソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）の通信サービスの利⽤権を、ソフトバンク コマース＆サービス（以下「当社」）がパッケージ化した商品です。サービス提供者は
当社となりますが、通信サービスについてはソフトバンクの提供する通信サービスを利⽤いたします。●本サービスは、予め定められた期間を持って⾃動的に終了いたします。契約期間を延⻑されたい場合には、
契約期間終了前（契約期間終了⽉の⽉末10⽇前まで）に、当社に対して更新の申込書をご提出頂く必要があります。開通月＋開通月の翌月1日より24ヶ月間（24ヶ⽉⽬の末⽇を持って契約期間終了となります。
●ソフトバンクの通信サービスは電波を使⽤しているため、サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・⼭間部等の電波の届かないところや、サービスエリア外ではご利⽤いただけません。
●ソフトバンクの通信サービスにおける最⼤通信速度は、ベストエフォート（規格上の最⼤速度）です。実効速度として保証するものではありません。●インターネット接続を⾏うにあたりソフトバンク指定の
接続先（APN）をご利⽤いただく必要があります。なお、接続先（APN）の設定をソフトバンクの承諾なくお客さまにて変更された場合、インターネット接続をご利⽤いただけなくなる可能性があります。●当
⽉ご利⽤のデータ通信量がご契約プラン上限の容量を超えた場合、当⽉末までの通信速度を制御します。なお、基準については、今後の通信品質状況によって⾒直す可能性があります。●本サービスは、上記の
帯域制限が実施された場合に、ご契約者様の意思で、即時制限を解除することができません。⽉間通信量である5GBを超過した場合には、翌月1日の制限解除までお待ち頂く必要がございます。●上記⾦額に別
途ユニバーサルサービス料と消費税がかかります。本案内に表示・記載されている各社の会社名・サービス名・製品名等の商標は、各社の商標または登録商標です。
SmaBiz! は、スマートフォン・タブレットなどのスマートデバイスの企業導入を支援するプロダクト・サービスの情報サイトです。スマートフォンやタブレットなどの端末と社内システムや営業ツールを連携
させた新しいワークスタイルのご提案・販売を⾏うことで、スマートなビジネススタイルの実現をサポートしています。

Surface3に最適化されたアクセサリで生産性がさらにアップ

ご不要になったＰＣや周辺機器をソフトバンクが買取り

あのDropboxが今まで以上に、あなたのビジネスを加速

下取り代⾦ 価格表

手間の軽減 コスト削減 高セキュリティ

買取による
所有権の移転だけ 廃棄コスト不要 データ消去から

HDD破壊まで対応

ＩＣＴライフサイクルサービス

ビジネス版 個人利用版

Dropbox for 
Business

Dropbox Dropbox Pro

価格 ¥15,000（税抜） フリー ¥12,000（税抜）

容量 無制限 2 GB 1 TB

Surface 3 Type Cover 15,680円（税抜）
SBC&Sコード：MS2OP00360（ブラック）

Surface 3 ドッキング ステーション 23,680円（税抜）
SBC&Sコード： MS2OP00420

Surface ペン 5,980円（税抜）
SBC&Sコード：MS2OP00310

セキュアな企業向けオンラインストレージ

※ユーザーあたりの年額 ※3ライセンスから
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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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ステラグループの保守サービス（Office Saver）

パソコンやOA機器の不調は突然やってきます。
そうなる前にステラグループの保守サービス
『Office Saver（オフィスセイヴァー）』に是非おま
かせください！
ＦＡＸやプリンターのほかに、Windows PC・Mac・
サーバー・NAS・ネットワーク機器・LANなどワンス
トップでサポートいたします。

■おもな保守料⾦

Windows PC／Macサポート ※自作PCなどは対象外

パソコン単体の不具合に関して、障害切り分けから復旧作業をオンサ
イト（訪問）で実施いたします。また、メーカー修理が必要な場合は、
代⾏して修理⼿配もいたします。※

※保証期間内であっても当サービスにご加⼊頂いていない機器の修理対応は有償となります。
※機器の移動、お客様のご要望によるシステム構成の変更作業は保守対象外とさせていただきます
※上記保守サービスはデータを保証するものではありません。また、トラブルによって万⼀データの破損等が発⽣した場合に関しましても、当社では⼀切保証致しかねますことを予めご了承ください。

Serverサポート (Windows2008・Windows2012） ※自作PCなどは対象外

サーバ単体の不具合に関して、障害切り分けから復旧
作業をオンサイトにて実施いたします。※

インターネット接続不良に伴うメール送受信エラー、印刷ができない、
などのネットワークトラブルの復旧作業をオンサイトにて実施いたし
ます。※

ネットワークサポート ※PC/Macサポートの追加メニュー

ハードウェア（FAX・プリンタ・コピー機・その他周辺機器
等）のメンテナンスを実施いたします。（サービス内容は各
メーカーサポート規定に準じます）※

ハードウェアサポート

まずはご相談ください！

※上記保守サービスは、不具合時の切り分けおよびシステム（OS)修復を⾏う契約となり、ハード的不具合により部品交換が発⽣した際には、メーカの保証規定に準じた部品代⾦等が必要となります。
（ハードウェア保守締結時は除く）
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ほ

メモリーメディア(USB)の活用法

第十二回へつづく

複合機にはメモリーメディア(USBメモリ)にデータ文書を直接保存したり、
直接プリントアウトする機能がついています。
この機能を活用するとデータ文書をより気軽にやりとりすることができます。

ほ

① USBメモリを複合機のUSB差込口に挿入
② [メインメニュー]→[スキャンして保存]
③ [メモリーメディア]を選択
④ 保存先となる階層を選択
⑤ [原稿読込する]を押してスキャン設定をする

直接保存

直接プリントアウト

※この機能は事前設定が必要になりますので、担当サービスマンへお問い合わせください。

① USBメモリを複合機のUSB差込口に挿入
② [メインメニュー]→[保存ファイルの利用]
③ [メモリーメディア]を選択
④ プリントしたいファイルを選択
⑤ [プリントする]を押しプリント設定をする

・imageRUNNER ADVANCE以外の機種は非対応です。
・保存できるファイル形式はJPGE・TIFF・PDFになります。
・プリントアウトできるファイル形式は標準でJPEG・TIFFになります。PDFをプリントするには
別途オプション(ダイレクトプリント拡張キット又はPS拡張キット)が必要です。

ここを押して手順に従うと安全に取り外せます！注意事項

西東京営業部
ドキュメント・サポート2課
武居
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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。先日、チームのメンバーが担当させて

いただいているお客様先に同行訪問いたしました。初めてお会いし

た方でしたがステラリンク編集長として私の名前を覚えていらっしゃいま
した。とても嬉しく、ますますお役に立てるような情報をお届けしなけれ
ばならないと思った出来事でした。今後も一層頑張ってまいりますので、
ステラリンクに関するご意見、ご要望がございましたらぜひお聞かせい
ただければ幸いでございます。

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11月号

P 2 Office365で最新バージョンのOffice2016を使おう
P 4  社内に散在する膨大な量の紙文書を簡単解決！！
P 6  ナカバヤシシュレッダでお悩み解決！
P 8 USEN【Sound Design for OFFICE】メンタルヘルス対策
P 9  PCAマイナンバー収集サービス
P10  エレコムマイナンバー対策商品
P12 ステラからリスク低減対策のご提案
P14 オフィスのご移転はステラグループにお任せください！
P16 ホームページ丸々パックのご紹介

P17 書類電子化サービスのご紹介
P18 Surface3の新しい購入方法
P20 データ保管の新境地 ステラNAS
P22  ステラグループの保守サービス Office Saver
P23 複合機のお役立ち情報⑪ メモリーメディアの活用

★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。

お客さまみなさま方にご協力いただきました
キヤノンマーケティングジャパン主催のお客さま満足度調査の結果が出ました。
誠にありがたいことに昨年に続き全国1位を獲得いたしました。
みなさま方のご協力に心より感謝御礼申しあげます。
また、過去5年で4回の1位獲得は、私たちの誇りであり、励みでございます。

お客さまみなさま方のご期待にお応えするべく、更にサポート品質の向上に努めてまいります。
これからも私どもステラグループをよろしくお願い申しあげます。

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。
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