
ステラリンク2015年12月号

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート3課 (飯田橋オフィス)

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！

特集： 「クラウドは便利」って言うけどいろいろありすぎてわからない！
おすすめクラウドサービスをご紹介！！

製品情報：ご存知でしたか？ビジネス版Dropboxのご紹介
Excelよりも効率的！顧客管理システム
世界とつながるエプソンのインタラクティブプロジェクター
オフィスをおもてなしの空間に！新しいフォト・レンタルサービス

など

連載： 第19回 パソコンのお役立ち情報 「Windows10について」



メンバーの追加や削除、チームフォルダの作
成ができます。アクティビティレポートを生
成できるので、いつ誰が何を共有したかを管
理者が確認できます。

個⼈版からビジネス版へのデータ移⾏はもち
ろん退職者のデータも社内のユーザーにワン
クリックで簡単に引き継ぐことができます。

デバイスが盗難・紛失した場合でも遠隔から
データを削除可能。紛失したデバイスからの
情報漏洩を防ぎます。

必要に応じてストレージ容量を無償で追加。
ファイルのバージョン履歴を管理でき、削除
したファイルの復元が可能。

をお使いの皆様へ

今までの使い勝手をそのままに安心・安全に
お使いいただけるビジネス向けの Dropbox を
ご存知ですか？

ストレージ容量無制限

ビジネス向けのDropboxの特長

遠隔削除で情報漏洩対策

シンプルなデータ移行 徹底した管理機能

お仕事で
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ビジネス版と個人利用版の比較

ライセンス体系

※初期導入時、チームに対して１ユーザーにつき1TB (1,000 GB) の容量が提供されます。
必要に応じてさらに容量を追加することも可能です。（別途申し込み）

ビジネス版 個人利用版

Dropbox for Business Dropbox Dropbox Pro

価格 ¥15,000（税抜）/1ユーザー/年 フリー ¥12,000（税抜）/1ユーザー/年

容量 無制限（※） 2 GB 1 TB

基本機能

ファイル同期と共有 ✔ ✔ ✔

256-bit AES とSSL 暗号化 ✔ ✔ ✔

モバイルパスコードによる
2段階認証

✔ ✔ ✔

拡張セキュリティ

バージョン履歴とファイル復
元

無制限 30 日 1年まで

遠隔削除 ✔ X ✔

リンクとフォルダの共有権限
設定

✔ X ✔

アカウント引き継ぎ ✔ X X

チーム外への共有の制限 ✔ X X

チーム管理

ログインしたデバイスや
場所のトラッキング

✔ X X

法人契約としての
一括支払い

✔ X X

メンバー管理機能 ✔ X X

SSO /Active Directory連携 ✔ X X

サポート

メールサポート ✔（日本時間） X ✔（米国時間）

アカウントの追加

一般企業 15,000円（税抜）/アカウント（ユーザー）/年 ※ともに初期費不要

教育、非営利機関 13,500円（税抜）/アカウント（ユーザ－）/年

契約中は随時可能。
※追加契約アカウントの終了日は初回契約時の終了日（更新日）に

統一されるため残月数分の価格を購入いただきます

アカウントの削減 更新時のみ可能。 ※所定の期日までに手続きが必要です

価格

最小契約数

最小契約期間

都度更新型 ※次年度も継続利用するためには更新手続きが必要です契約更新

アカウントの解約 更新時のみ可能。 ※所定の期日までに手続きが必要です

容量

3アカウント～ ※ユーザーアカウント（1アカウントで接続端末は制限なし）

無償で容量を追加可能
※初期導入時、チームに対して１ユーザーにつき1 TB (1,000 GB)の容量が提供されます。

必要に応じてさらに容量を追加することも可能です（別途申請）

12ヶ月 ※途中解約は承れません
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業務効率向上に役⽴つ、オールインワン クラウドサービス

Office 365とは？

常に最新版のOfficeを利⽤可能

▸ローカルで利⽤できるOffice（PCにインストール）
▸スマホ版、タブレット版 Officeアプリの商⽤利⽤
▸オンライン版 officeの利⽤

最先端のメール環境

▸1人あたりのメールBOX50GB
▸予定表/会議予約
▸どの端末からでもメール利⽤可能

どこでもファイルを共有・編集

▸ストレージ『個人1TB』
▸共有『10GGB＋1ユーザー毎に500MB』
▸ファイル世代管理、サイト作成

Exchange Online

SharePoint Online
コストダウンとスピードアップを両⽴

▸在籍確認、チャット、通話⾳量、テレビ会議
▸ファイル・デスクトップ画面共有
▸最大250名にて同時会議可能

Skype for Business

初期投資を抑えて Officeをバージョンアップでき、業務に必要なクラウドサービスが365日使えます！

会社利⽤であれば、Enterprise E3プラン がお勧めです!!

①無制限のメールアーカイブ機能：Exchange Onlineでは50GBの⼤容量メールBOXが1ユーザー
にて利⽤可能ですが、E3プランであれば別領域に無制限でメール保存が可能です。さらに退職し
た担当者などのメールも保管できます。
②メール保持機能：企業のコンプライアンス管理の為、メールのやり取りなどに関しても確認す
る必要がでてきます。Businessプランでは、社員が意図的に完全消去したメールは管理者でも検
索できませんが、E3プランであれば、全てのメールを保持、検索をすることが可能です。
③DLP機能：社外秘の情報などを誤って取引先にメール送信してしまった！！などのトラブルを
防ぐため、不適切な情報に対して、警告内容を表示させることが可能です。
「社外秘！」「クレジットカード情報！」など、該当する情報を含むメールに対して、自動で警
告文を表示させ、事故を未然に防ぐことが可能です。
④IRMの機能：Officeファイルのやり取りに関して「閲覧のみ許可」などの制限をかけることが
可能です。メールの転送不可、印刷不可などの設定やSharePoint Onlineでの社内資料共有に関
しても、印刷不可設定などを設定することが可能です。

上記設定全て可能なプランは E3以上のプランだけ！！

無制限の
アーカイブ

削除した
メールも
検索可能

退職者の
メールも
保持

重要
キーワード
をブロック
します

添付ファイ
ルのコピー
印刷、添付
禁止可能

E3

メール機能
E3編
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クラウドメールBOX50GB/人
＝メールボックスがパンクしない
＝メールをPCローカルに移動させる必要がない

だから・・・
①どこからでも全てのメールが⾒える＆作業出来る
②PCが壊れてもメールを失わない

どのデバイスからもインターネット経由で
アクセスできるため、すべての端末で同じ
メールを⾒ることが可能。すべてのデバイ
スは同期しています。

日本国内にあるデータ センターで冗⻑化し、
複数のサーバーで保持しています。
またオプションのアーカイブ機能を利⽤す
れば、コンプライアンスに対応したメール
アーカイブも可能！

マイクロソフトのノウハウを活かした、⾼度なフィルタリング機能を装備。
スパムや迷惑メールを自動的に遮断！

➡ そうです！上位プランにはこのような機能もありましたね！

●メール誤送信防止機能
社外向けのメールには上司を CC or BCC に追加
添付ファイルが含まれていたら、必ず上司の承諾を
必要とする。
「個人情報」の文字が含まれていたら強制的に
リジェクト 免責事項、キャンペーン情報の追記

●メールアーカイブ・インプレース保持機能
1人50GBのメールボックスとは別に、全ての送受信
ファイルをアーカイブします。仮に社員が個人メール
ボックスからメールを削除しても、アーカイブに
よって全メールは保持されます。

解決

解決

解決

解決
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小規模・多拠点向け監視カメラ録画システム

国内実績No.1の「アロバビュー」がクラウドサービスになりました!!
※

ショッピングモールなどの商業施設、チェーン店など複数拠点の統合管理に適しています。
またオフィスや⾃宅、外出先など、場所を選ばずモニタリングすることが可能です。

利⽤シーン

1フロアの企業、
数フロアのオフィス チェーン店・コンビニなどの複数拠点の店舗

カメラシステムの導入のお悩みを、アロバビュークラウドが解決します。
多拠点の監視カメラを
統合管理できます。 初期コストを削減できます。

※テクノ・システム・リサーチ社 調べ

レコーダーレスで初期コスト削減。機器の設置場所
やメンテナンスコストも削減できます。

各拠点の状況がいつでもどこでも確認できます。
外出先から、スマホでもチェック可能です！

月額3,980円〜
1カメラから利⽤OK！
（回線費用は別途必要となります。）
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お問い合わせ・お⾒積りなど
お気軽にご相談ください！

使いやすい操作画面

アロバビュークラウドサービスご提供メニュー

システムイメージ

※価格は税抜となります。
※ライブモニタリングの申込みは、録画サービス１つに対して、１つまでとします。また、解像度等は、録画サービスで選択したメニューと同じとします。

アロバビューはSSL通信と二重鍵暗号化方式により、高い機密性を確保しています。
映像は録画と同時に暗号化されるため、万⼀のデータ漏えい時にも復号鍵がないと
録画データの再生はできません。

※対応するカメラはお問い合わせください。

VPN不要のため、ランニング
コストが低減できます！

型番 解像度 コーデック フレーム
レート ビットレート 保存期間 費用

CRS-REC-S7D1Y 7日
CRS-REC-S15D1Y 15日
CRS-REC-S30D1Y 30日
CRS-REC-S60D1Y 60日
CRS-REC-HQ7D1Y 7日
CRS-REC-HQ15D1Y 15日
CRS-REC-HQ30D1Y 30日
CRS-REC-HQ60D1Y 60日
CRS-LIVE1Y － － －

H.264 5fps

１カメラ単位
月額費用でご提供。
詳細は、是非お問い
合わせください。

VGA
（640*480） 128kbps

720P
（1280*720） 512kbps

安心のセキュリティ
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Copyright 2015 –PCA Corporation. All rights reserved.

クラウドを使ったマイナンバー対応

『PCA クラウド』は、

自社にサーバーを準備する必要がなく、インターネット経由で
カンタン・低コストで基幹業務ソフトが利⽤できるサービスです。
また、業界初の関東もしくは関⻄のデータセンターをお客様側で
選択できる柔軟なサービス、安定した稼働率でクラウド環境を実現。おかげさまで全国6,700社
の導入実績を達成することができました。

ネ ッ ト ワ ー ク運用を低コ ス トで実現！

業務担当者様へ
クラウドサービスを利⽤するにあたり、
こんな心配をされていませんか？
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Copyright 2015 –PCA Corporation. All rights reserved.

マイナンバー制度はPCAクラウドという提案

13,500円×12ヶ月 【追加分】3,500円×12ヶ月

給与業務と人事情報はPCAクラウドで管理

銀⾏や証券会社が利⽤している
日本屈指のデータセンターなの
で安⼼してご利⽤頂けます

7年間で6,700社以上の企業に
導⼊して情報漏えいなど1度も
ない強固なセキュリティ

SaaS型基幹システムなので1ヶ
⽉の無料テストをして頂き動作
確認なども簡単に⾏えます

⽉稼働率が99.95%に満たなか
った場合は⽉額利⽤料10%返
⾦する⾃信をもった品質保証
(SLA)

PCAクラウドなら定額運用費で
法改正にも対応できるので
急な費用発生がありません

実績

信頼

低コスト

簡単

自信

東⽇本と⻄⽇本サーバーセンタ
ー間で夜間に相互バックアップ
を取るのでBCP対策も万全です

＋

収集 利⽤

廃棄
タブレッ

ト
スマートフォ

ン

PCA収集サービス

分散⼊⼒ 対面確認

保管

PCA管理ツール

パソコン

社労⼠・税理⼠

提供

PCAクラウドなら
先生も同じデータを
⾒れるので漏洩リスクが
ありません。

PCAクラウドは従業員様の⼤切なマイナンバーをPCAデータセンター内に保管し自社内の
パソコンやサーバーにマイナンバーをおかないことで不正アクセスなどによる漏洩リスクを
抑えます。また社労⼠の先⽣にマイナンバーを提供する場合も、クラウドを利⽤すれば
メール送信・紙での郵送を⾏わなくともマイナンバーの情報を提供を⾏うことが可能です。

『PCAクラウド』において、受託業務の内部統制のうち、情報システムのセキュリティ、可用性、
処理のインテグリティ（完全性）、機密保持およびプライバシーを対象とした合理的な保証を
提供するための規準である「SOC2ガイド」「Trustサービスの原則および規準」（米国公認会
計士協会：AICPA）及び「国際保証業務基準（ISAE）3000」に基づき評価された
『SOC2（ソックツー） Type1報告書』を平成26年11月10日に独⽴監査人より取得して
おります。

BCP対策

マイナンバー

PCAデータセンター
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顧客情報や個人情報等あるのに、
今のままのセキュリティーで本当に
大丈夫かな？

さっきプリントアウトした
重要な書類がないなぁ？

マイナンバーが始まっ
たら何かする必要ある
のかな？

■紙媒体
67.7%

■インターネット・
電子メール
17.7%

■USBメモリ・PC・
スマホ
11.6%

■その他3%

●出典：日本ネットワークセキュリティー協会
「2013年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書〜個⼈情報漏えい編〜」

●出典：中小企業庁委託「ITの活用に関するアンケート調査」
（2012年11⽉三菱UFJリサーチ&コンサルティング）

利用シーンごとの対策利用シーンごとの対策オフィスでのマイナンバー対策として・・・

マイナンバー漏えい防止に役立つソリューションマイナンバー漏えい防止に役立つソリューションマイナンバー漏えい防止に役立つソリューション

各種届出書類の印刷 imageRUNNER ADVANCE ＋レーザービームプリンター＋えらんでマイプリントで

セキュリティレベルをアップ！！

①自分のアイコン/ID
を選択

①自分のアイコン/ID
を選択

②印刷ジョブ
を選択

②印刷ジョブ
を選択

さらに、印刷警告
することも可能

① ② ③

Image RUNNER
ADVANCE

LBP9660Ci

LBP6710i

③プリント開始を
タッチ/印刷を選択
③プリント開始を
タッチ/印刷を選択

■Image RUNNER ADVANCEの場合

■レーザービームプリンターの場合

注意が必要な印刷設定に対して赤文字で表示されます。
(○○ページ以上のプリント、片面プリント、カラープリント）

＊管理者が設定している場合のみ

①カラー文章 ②片面文章
③ページ数

LBP8730i
①パネルから
自分のIDを選択
①パネルから
自分のIDを選択

②出力する
ジョブを選択
②出力する
ジョブを選択

③印刷を選択し、
実行する。

③印刷を選択し、
実行する。

解決策：すぐに印刷されないよう溜め置き印刷をして、他人
に重要書類の持ち去られを防ぎます。同時にコスト
削減にも貢献します。

■印刷時に他の人に持ち去られないようにしましょう。

源泉徴収票、被保険者資格取得届、支払調書等を印刷する場合
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顧客情報や個人情報等あるのに、
今のままのセキュリティーで本当に
大丈夫かな？

さっきプリントアウトした
重要な書類がないなぁ？

マイナンバーが始まっ
たら何かする必要ある
のかな？

■紙媒体
67.7%

■インターネット・
電子メール
17.7%

■USBメモリ・PC・
スマホ
11.6%

■その他3%

●出典：日本ネットワークセキュリティー協会
「2013年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書〜個⼈情報漏えい編〜」

●出典：中小企業庁委託「ITの活用に関するアンケート調査」
（2012年11⽉三菱UFJリサーチ&コンサルティング）

利用シーンごとの対策利用シーンごとの対策オフィスでのマイナンバー対策として・・・

マイナンバー漏えい防止に役立つソリューションマイナンバー漏えい防止に役立つソリューションマイナンバー漏えい防止に役立つソリューション

各種届出書類の印刷 imageRUNNER ADVANCE ＋レーザービームプリンター＋えらんでマイプリントで

セキュリティレベルをアップ！！

①自分のアイコン/ID
を選択

①自分のアイコン/ID
を選択

②印刷ジョブ
を選択

②印刷ジョブ
を選択

さらに、印刷警告
することも可能

① ② ③

Image RUNNER
ADVANCE

LBP9660Ci

LBP6710i

③プリント開始を
タッチ/印刷を選択
③プリント開始を
タッチ/印刷を選択

■Image RUNNER ADVANCEの場合

■レーザービームプリンターの場合

注意が必要な印刷設定に対して赤文字で表示されます。
(○○ページ以上のプリント、片面プリント、カラープリント）

＊管理者が設定している場合のみ

①カラー文章 ②片面文章
③ページ数

LBP8730i
①パネルから
自分のIDを選択
①パネルから
自分のIDを選択

②出力する
ジョブを選択
②出力する
ジョブを選択

③印刷を選択し、
実行する。

③印刷を選択し、
実行する。

解決策：すぐに印刷されないよう溜め置き印刷をして、他人
に重要書類の持ち去られを防ぎます。同時にコスト
削減にも貢献します。

■印刷時に他の人に持ち去られないようにしましょう。

源泉徴収票、被保険者資格取得届、支払調書等を印刷する場合
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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



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)

15



Q. もっと伝わりやすい資料をつくりたいのですが…

経営理念

感動を伝えるために── 
人を通じて社会に貢献し、新しい未来を作る。

感
謝

私たちは誠意と感謝の心 
でお客様に接します。 
仕事を通じて地域社会に 
貢献し、共に発展します。

創
造

私たちは継続的な工夫を 
繁栄の基とし、貢献できる 
｢人づくり｣そして｢物づくり｣ 
に励みます。

どこよりも良い製品を 
どこよりもスピーディーに 
そしてどこよりも丁寧に 
ご提供します。

挑
戦

年間契約制 フォントライセンス 
自由に安心して使えるフォント環境を実現します。

資料作りの装飾に欠かせない写真やイラスト素材、19,800点以上のロイヤリティフリー素材を
無償でご利用可能です。

特徴2. 写真素材やイラスト素材が使用可能

特徴3. 導入・運用しやすいコスト感
リーズナブルな年会費で利用可能なシンプルなライセンスです。フォントや写真素材を豊富に
揃えたい方におすすめです。

特徴1. 多種多様なフォントが使用可能
デザイン業界のみならず、ビジネスユースやパワーポイントなどでも使用可能です。

一般 OＳの付属フォントを使用Before ※ヒラギノ角ゴ　W3（経営理念、感謝･創造･挑戦の本文）  ※ヒラギノ角ゴ　W6（感謝･創造･挑戦の見出し）
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A. フォントを変えてみてはいかがでしょう!

経営理念

感動を伝えるために── 
人を通じて社会に貢献し、新しい未来を作る。

創
造

私たちは継続的な工夫を 
繁栄の基とし、貢献できる 
｢人づくり｣そして｢物づくり｣ 
に励みます。

挑
戦

どこよりも良い製品を 
どこよりもスピーディーに 
そしてどこよりも丁寧に 
ご提供します。

感
謝

私たちは誠意と感謝の心 
でお客様に接します。 
仕事を通じて地域社会に 
貢献し、共に発展します。

日本語フォント　　 402書体 
欧文フォント    　5,530 書体 
韓国語フォント　　   26書体 
中国語フォント　　   18書体

▶ 19,800 Photo & Illustrations 付属  商用可/ロイヤリティフリー▶ LETS 提供フォント

ライセンス価格
 使用許諾 1PC / 1ライセンス / 1年

入会金 ¥30,000 税抜き（1法人 初年度のみ）
年会費 ¥24,000 税抜き（3年コース毎年払い時）

※LETS書体数は2015年11月現在のものです。※本誌「ステラリンク」の表紙および背表紙にLETSフォントを使用しております。 
※記載されている会社名、商品名、ロゴは各社の商標または商標登録です。 4

After LETSのフォントと付属写真を活用
※筑紫B丸ゴシック　B（経営理念、感謝･創造･挑戦の本文） 
※白舟書体　大髭113　H（感謝･創造･挑戦の見出し）※LETS 付属写真素材（空の背景）
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● 顧客管理を⼿書きで⾏っているため、顧客情報がすぐに取り出せない…
● 条件に合わせた帳票を作成したい…
● ExcelやAccess等による顧客管理に限界を感じている…
● 現在導⼊している顧客管理ソフトでは、本当に必要な項⽬を管理できない…

『顧客大臣』なら顧客データの情報管理を迅速・的確にサポート！
Excel、Accessで⾏っていた顧客情報の管理を『顧客大臣』で

⼀元管理可能！
煩雑になっている社内のデータ管理を簡素化することができ、
求められている情報を迅速に表⽰、出⼒することができます。

顧客管理システムへの⼊⼒作業
効率化をご検討されているお客様へ

帳票

ファイル
出 ⼒社内データ

データ
ベース化社員データ

入 ⼒

資格など
様々な条件で
抽出可能！

帳票作成

加 工

※⼊⼒画⾯を⾃由に設計可能 ⼊⼒データを帳票やExcel
ファイルへ出⼒可能

社員データ

⼊⼒画⾯を⾃由に設計できるためオリジナルの
画面設計も可能です。
今まで煩雑になっていたデータ管理を簡素化し、
業務効率をアップすることができます。

▲顧客データ⼊⼒画⾯
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◎ 会員管理

『顧客大臣NX』活⽤例

会員の保有している資格情報や資格の有効期限から
会員検索が⾏えます。また、会員証やタックシールの
レイアウトを⾃由に作成し、オリジナルの会員管理を
実現できます。

今までのパッケージソフトにはない、カスタマイズ機能を搭載！

対象業種：社団法人／組合／団体／社会福祉協議会

◎ アフター管理 専用システムより安値で提案可能！ 建築業で必要なアフター管理・6ヶ月点検・1年点検など
の検索が⾏えます。
施⼯当時の担当者・下請業者契約⾦などの情報のほか、
リフォーム履歴や⼊⾦履歴・修理履歴などの項⽬も追加
できるため、お客様に関する情報を⼀元管理可能です。

対象業種：建築業／設備業／防災設備・機械製造業

年間の建築推移やタックシール
なども出⼒できます。

◎ 社内データ管理 こんなデータをExcelで管理していませんか？
賃貸物件情報･･･････････支払条件・支払先
セミナー管理情報･･･････集客情報
社宅管理情報･･･････････空き部屋管理
消耗品在庫管理･････････在庫管理
⾞両情報･･･････････････⾞検・メンテ管理
人事情報･･･････････････資格取得情報
設備メンテナンス情報･･･メンテ履歴
アンケート情報･････････評価の集計
⾒込み案件情報･････････進捗管理

社内で管理している様々な情報を、『顧客大臣』
で⼀元管理できます。
情報の検索性がUPしたり、担当者引継時のロス
を減らすことができます。

製品カタログ・体験版は弊社ホます。

東 京 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-12 応研新宿ビル
TEL：03-3299-0789 FAX：03-3299-0707

顧客大臣

画像データとのリンクや
契約書などのPDFが開けます。

構成表などの集計表が
作成でき、合計・構成比・
平均値などを集計可能

レイアウトエディタを
使って自由に作成！
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【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
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（2015年8月17日現在）

オープンプライス

ホワイトボード一体型なら、
もっと便利！

会議やプレゼンの効率化を実現する

遠隔会議※の質を高める プレゼンの注目度アップ

ホワイトボード機能PCインタラクティブ機能

オープンプライス

リアル
解像度 重さ

明るさ

WXGA 約5.6kg
カラー
3300lm

全白
3300lm

リアル
解像度 WXGA 重さ

明るさ

WXGA 約5.6kg
カラー
3300lm

全白
3300lm

WXGAWXGA

「共有ホワイトボード」 「指deタッチ」操作

※画像はEB-1430WTです。

EB-1430WT対応
ワイド72型ボードスタンド
＜タッチユニット取付対応＞

オープンプライス

ワイド
72型

EB-1420WT対応ワイド72型ボードスタンドはIWS-72VECです。

2070mm

747mm
1615mm
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[教育機関向け]大学などの研究発表時におけるポスタープレゼン向けセットモデル

新製品
大判インクジェットプリンター

大判プリンターセットモデルに新ラインアップ登場。

※時間指定搬入：9：00～17：00 間のご希望の時間をご指定いただけます。ご希望の場合に現在ご使用中の対象機種を引き取り処分させていただきます。＊引き取り対象機種についてはエプソンのホームページまたはカタログをご確認ください。
（新規納入台数以下の引き取り。）＊引き取り対象機種が、リース品の場合、リース会社様からの所有権放棄とリース残債が精算されていることが前提です。＊引き取り対象機種は、購入機種と同サイズ以下の製品が対象となります。

半光沢紙がセット、時間指定搬入サービス/旧機種無償引取サービス付き。

＋＋ ＋＋

SC-P8ACD
オープンプライス

プロフェッショナルフォトペーパー
〈薄手半光沢〉
型番：PXMC36R13

・時間指定搬入サービス※

・旧機種無償引取サービス

エプソン

＊「かんたん！POPプリント Standard Edition 3」の開発、発売元は株式会社クレオ、開発元は株式会社モーリンとなります。「POPプリント」は株式会社クレオの登録商標です。＊「かんたん！POPプリント Standard Edition 3」に収録されている一部のテン
プレート/素材/画像の著作権はデザインエクスチェンジ株式会社に帰属します。＊「かんたん！POPプリント Standard Edition 3」に収録されているTrueTypeフォント「HG～」は株式会社リコー社製です。

誰でも簡単に販促ツールが制作できる、バリエーション豊かなテンプレートを多数収録。 デジカメやスキャナーで取り込んだ画像を使って個性的なPOPを低コストでお手軽作成。

テンプレートを使って誰でも簡単にPOP作成 撮った写真を使って簡単に画像編集

豊富に収録されているテンプレートで、初心者の方も思い通りに販促ツールをデザインすることができます！

業種・用途に合わせてすぐに使えるセットモデルをご用意！

大学・研究室に、おススメ！

プリンター本体

HDDモデル HDD(320GB)装着で、HDDに保存された
ジョブをプリンターから直接印刷可能。

用 紙 搬 入

型番：PX44HNJ

外注に劣らない高画質ポスター作成セットモデル

＋＋ ＋＋

プリンター本体 ソフトウェア

プロフェッショナルフォトペーパー
〈薄手半光沢〉
型番：PXMCA1R13

用 紙

SC-P6POP

テンプレートソフトと半光沢紙がセット、高品位な表現が可能。

かんたん！POPプリントStandard Edition3
型番：EPSPOPSE3

SC-P6050セット （標準価格／税別）408,000円SC-P6050H

SC-P8050セット （標準価格／税別）658,000円SC-P8050H

研究発表のための写真・絵図を忠実に再現 A0サイズ
印刷可能

ポスタープレゼンで
よく使う

914ｍｍ

用紙幅

百貨店・ショッピングモールに、おススメ！ 高品位な販促ツールを手軽に手早く内製

ポスターの増刷、
写真プリントの焼き増しも
プリンターから直接印刷
PCレスで簡単再印刷！

オープンプライス

594ｍｍ

用紙幅
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CPSソフトリッパーLite2インストールPCセットモデル

手軽にAdobe® PostScript®環境を導入できる。

こだわりに応える高画質と、業務が求める高生産性を。
特色・広色域が求められるプルーフ業務に、高度な色再現力で応える。

高画質と高生産性で、印刷業務とグラフィックの要求に応える。

バイオレットインク搭載 バイオレットインク搭載

製品特長

特色オレンジ・グリーンインクを搭載。
さらにバイオレットを搭載したモデルを追加ラインアップ。
バイオレットインク搭載モデルは、
従来機に比べ青・紫方向への色域が劇的に拡大。
特色・広色域を必要とするパッケージプループ用途にも。

製品特長

新フォトブラックインクにより階調性や黒濃度が向上。
深くなった「黒」再現により、より立体的なモノクロ表現が可能に。
色空間全体の精度を高め、
色被りや色転びのない締りのある色再現が可能です。

CPSソフトリッパーLite2
型番：PXCPSRP80L
（インストール済）

＋ ＋

※：CPSソフトリッパーLite2専用サーバーとしてご使用ください。CPSソフトリッパーLite2以外のソフトウェア
のインストールは行わないでください。
＊PCとプリンターを接続するケーブルは別売となります。＊クライアントPC環境からご利用になる場合は、クライ
アントPCへのセットアップが別途必要になります。同梱のセットアップガイドを参照の上、お客様自身で行ってい
ただくか、サービスメニュー「オプション追加ドライバー」のご利用が必要になります。PCのスペックはエプソンの
ホームページをご覧ください。＊セットPC、モニターの仕様は予告なく変更する場合がありますがご了承ください。

アドビシステムズ社純正のPostScript®3TMを搭載し、CMYKシミュ
レーションやRGBソースプロファイルなどのカラー調整機能の他に、
ジョブ印刷設定の変更や再印刷・削除ができるなどのPostScript®

環境を低コストで実現できます。

SC-P7050Vセット （標準価格／税別）598,000円SC-P7VPSPC

SC-P7050Gセット （標準価格／税別）598,000円SC-P7GPSPC

SC-P9050Vセット （標準価格／税別）898,000円SC-P9VPSPC

SC-P9050Gセット （標準価格／税別）898,000円SC-P9GPSPC

SC-P6050セット （標準価格／税別）548,000円SC-P6PSPC

SC-P8050セット （標準価格／税別）798,000円SC-P8PSPCプリンター本体 Windows®7搭載PC※
+17型TFTカラー液晶

製品の詳しい情報は、カタログまたはWebで ! ■   お求め・ご相談は下記まで

エプソンのホームページ

エプソン

〒160-8324  東京都新宿区西新宿6-24-1  西新宿三井ビル24階 （2015年9月9日現在）

＊カタログ上の画面および印刷サンプルは、一部ハメコミ合成です。＊このチラシに記載の価格および仕様、デザインは2015年9月9日現在のものです。技術改善により、予告なく変更する場合がありますがご了承ください。＊このチラシに記載の価格はメーカー希望小売価格であり実際の価格は取扱販売店に
てご確認ください。＊。※：Adobe、PostScript、PostScriptロゴ、PostScript 3 は、Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。
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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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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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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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Windows10無料アップグレード後の疑問にお答えいたします！
今回は、2015年7月29日より開始されました、巷で話題の
新OS Windows10の無料アップデートに関しての疑問にお答えいたします。

再インストールをするにはどうすればよいのですか？

ちなみに、無償アップグレードを⾏ったデバイスでは、Windows 10 は自動でオンライン
認証され、プロダクト キーの⼊⼒を省略できるようになります。
また、2015年10月13日に公開されたアップデートの「Build 10565」を適用することに
より、Windows7/8/8.1のプロダクトキーで認証が可能になりました。

Windows10の状況は日々変化がございます。
困ったときはお気軽に弊社へお問い合わせください。

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！！

隔月連載 第19回

OSが不調になった場合、再インストールが必要になることがありますが
Windows10に無償アップデートしたパソコンでは再インストール用ディスクがありません。

ディスクの作成方法は？

まずは、下記よりWindows 10 をダウンロードし、USBドライブまたはDVDディスクに
インストールメディアを作成することが可能です。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10

プロダクトキーは？

困ったときは？
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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。

ステラリンク編集長の武藤です。先日、我が家にマイナンバー通知
カードが届きました。誌面にもたびたび取り上げてまいりましたが、

現物を見ていよいよ実感がわきました。ストレスチェックの義務化も12月から
始まります。お困りのことがございましたらぜひ弊社までご相談ください。
さて、次号は12月15日発行の予定ですが「新年1号」となります。
ただいまデザインリニューアルを計画中ですので楽しみにしていただければ
幸いです。ステラリンクに関するご意見、ご要望がございましたらお気軽に
弊社員までお申し付けください。

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12月号

P 2 ビジネス向けDropboxの特徴・ご説明
P 4  Office365 PlanE3 メール機能紹介
P 6 アロバビュークラウドでセキュリティー対策！
P 8 クラウドを使ったマイナンバー対応
P10 マイナンバー漏えい防止に役立つソリューション
P12   社内ネットワークを強くするステラUTM(統合脅威管理)
P14   データ保管の新境地ステラNAS
P16 フォントワークスコレクション2015
P18 顧客管理システム「顧客大臣」
P20    ホームページ丸々パックのご紹介

P21   PDF化(書類電子化）サービスの案内
P22 エプソンのビジネスプロジェクター
P24 エプソンの大判プリンターに新ラインアップ登場
P26   Surface3の新しい購入方法
P28   キャノンの新しいフォト・レンタルサービス
P30   メンタルヘルス対策のご紹介（USEN）
P31  パソコンお役立ち情報⑲ Infomation Point!「Windows10」

★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ございます。

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
このたび複写機のメンテナンス・スキルを競う
「京セラドキュメントソリューションズジャパン(株)主催KDJマスターズ2015」
におきまして、弊社ドキュメントサポート部次長の緑川隆文が、
見事優勝の栄誉に輝きました。
日々精進し高めてきた技術力をご評価いただき、社員一同大変喜んでおります。
これを励みに、それぞれの社員がそれぞれの持ち場でお客さまのお役に立てるよう
腕を磨いて更に参りたいと存じます。
年の瀬に向かいまして、何かと慌ただしくなって、

そして日に日に寒くなって参りますが、
お客さま皆様方のますますのご健勝とご繁盛を祈念申しあげます。
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<営業拠点>   
本社オフィス 東京都文京区後楽2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
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