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イチ押し！ PC大規模導入をスムーズに
クライアントPC
大量キッティングサービス

隔月連載
お役立ち情報

複合機編 第13回
「スキャンした
データ文書に
名前を付ける」

商 品 情 報
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ストレスチェック対策も
PCAで安心！
メンタルヘルス対策・健康診断から衛⽣委員会、不調者対応まで
ストレスチェックを始め、メンタルヘルス対策・健康管理の実務をフルサポート！

『ストレスチェック実務安心パック』
②関連規程・必要な書式一式 約60種のひな形データ

④「メンタルヘルス管理・健康管理の実務ポイント
〜⼈事総務・衛⽣委員会メンバー・健康管理部⾨担当者向け〜」DVD

①ストレスチェック・メンタルヘルス対策 実務の手引書（Ａ4版冊子）

⑤従業員用「働く人のためのメンタルヘルス研修
〜ストレスチェックからセルフケアまで〜」DVD
管理職⽤「管理職のためのメンタルヘルス研修
〜ストレスチェックからラインケアまで〜」DVD

③衛生委員会コンテンツカード
（「３年使える衛⽣委員会テーマカレンダー付き」）

【価格】100,000円（税別）

専⾨知識が必要なストレスチェックも
PCAならスムーズに対応できる各種製品・サービスをご用意しています

新機能「ストレスアラートグラフ機能」搭載！

『PCA就業管理X』
労働基準法・メンタルヘルスチェック制度に準じた帳票を標準搭載
出⼒帳票は、「棒グラフ」「アラートライン」「カラー」で簡潔表示

残業45時間超等、労働基準法・ストレスチェック制度に活用可能な、アラート条件・帳票設定を登録した
テンプレートをご提供します。詳細設定不要で、グラフ表⽰の帳票をカンタンに出⼒。
設定したいアラート機能を有効化するだけで利⽤できます。
＜アラート予測個人グラフ＞ ＜アラート予測合計グラフ（実績と予測）＞

アラートグラフを活用する
ことで、アラート対象者（個人）
の残業時間超過日を事前に
「予測」「把握」が可能！
（超過時間数も確認可能）

提供：株式会社ブレインコンサルティングオフィス
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〒102-8171   千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル TEL:03-5211-2700  

※各製品・サービスの詳細はPCAホームページをご覧いただくか、弊社までお問い合せください。

法人向けメンタルヘルスケアクラウドサービス

『Cinfinityメンタルヘルスケア for PCA』

ストレスチェックは産業医がキーパーソン

求められるストレス対策は集団対応と個人対応

ストレスチェックの回数に制限なし

メンタルヘルスプログラム

『PCA ストレスチェック ALART』
ストレスチェック義務化対応をカバーした中小企業向けのメンタルヘルス対策パッケージです。

ア ラ ー ト

●職業性ストレス簡易調査票が利⽤可能
●組織分析レポート機能も完備、労基署への申請書作成フォーム、医師の意⾒書フォームも完備
●従業員データ管理、カウンセリング予約もシステム上で実現可能
●ブラウザベースのシステムのため、スマホからも登録・確認が可能

標準機能・サービス
・ストレスチェックWebシステム
・実施者代⾏
・組織分析
・規定集の提供

95,000円（税別）〜/100⼈まで（年額）

オプション

メンタルヘルス研修 要問合せ
体制構築コンサルティング 要問合せ
高ストレス者医師面談※ 25,000円（税別）/1人1回
カウンセリング※ 15,000円（税別）/1人1回

提供：株式会社ドリームホップ ※ドリームホップ社との直接契約となります。

提供：株式会社日本ブレーン

【価格】304,000円〜/99人まで(税別）
※別途初期費用がかかります。
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オフィス空間に「音」や「音楽」を上手く取り入れませんか？

お客様オフィスで
音楽が流れる空間をご体感されませんか？

環境音楽でメンタルヘルス予防対策

担当まで
ご相談ください

BGMが流れていると、気分転換をもたらし集中⼒が⾼まりやすくなります。
また、雰囲気が和やかになって社員同士のコミュニケーションも活性化されます。
逆に、無音状態では、ストレスが発生したり緊張感より集中⼒が低下し、⽣産性が落ちる場合があります。
オフィス空間においては、“音”も重要な要素ですが、音源の選び方が難しくもあります。
オフィスに合わせた適切なBGMを流すことにより、様々なメリットや効果が期待できます。
詳しいご説明をさせていただきますので、担当までお問い合わせください。

★集中⼒アップ ★メンタルヘルス対策 ★職場環境の改善 ★オフィス空間デザイン

集中⼒と効率UPを目指した
オフィス向けBGM

ストレスを和らげる音楽で
「働く人」のメンタルヘルス対策

明るく爽やかなサウンドで
職場環境の改善

快適なサウンドを演出利⽤し
オフィス空間をデザイン

職場環境を改善する「オフィスBGM」
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スキャンした文書に名前をつける

第十四回へつづく

複合機でスキャンした文書は日付・時間がファイル名になりますが、
今回ご紹介する機能を使うとスキャンした文書のファイル名を

つけることができます。ファイル名で何の書類か一目で見分けられる
のでデータ整理が効率よくできるようになります。

ほ

設定方法

[スキャンして送信]
→ 右図①の[その他機能]
→ [ファイル名]を選択

ここでファイル名を入力すると文書に
名前がつけられます。

一緒に使うと便利な機能として＜カスタムメニュー機能＞と＜よく使う設定＞をご紹介します。
どちらも設定した機能を保存してすぐに呼び出すことのできる機能です。

上図の②のアドバンスマークを選択すると[カスタムメニューの登録]、[よく使う設定の登録]という
項目があり、そこから簡単に設定することができます。
＜カスタムメニュー＞の場合は操作部のメインメニューの下にあるボタンから＜よく使う設定＞の
場合は上図の右上のよく使う設定ボタンからそれぞれ保存した設定を使用できます。

一緒に使うと便利な機能

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート2課
小林 俊介

・＜カスタムメニュー機能＞ ・＜よく使う設定＞

②

①
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クライアントPC
展開サービス

短納期！統一化！
低コスト！

パソコンの入れ替えや導入時に是非ご検討ください！

展開サービス ５つのポイント！

※1 ご導入されるPCの台数により、納品までの日数は変動します。
※2 同一機種・同一構成に限ります。
※3 ステラグループ出荷時のイメージを復元できるディスクとなります。

設定作業費の削減！

設定内容の統一化！

ご受注から１０営業日程度で納品可能！ ※１

追加のPCも即時対応！ ※２

イメージディスク付き！ ※３
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展開サービスとは・・・

ご導入頂くPCの元となるマスターPCを作製し、
クローニング(複製)を行うことでセットアップをする
サービスです。

納品までの流れ

環境調査及びヒアリングを実施し、ステラグループ社内にて
「マスターPC作製」「クローニング(複製)」「個別設定」を行い、
ご納品となります。

価格についてはお問い合わせください

マスターPC作製 クローニング 個別設定 納品

↓導入後の既存PC廃棄も承ります↓

専用ソフトウェア・専用破壊機器を使用してハード
ディスクのデータを消去し、情報漏えいを防ぎます。

データ消去後に、「データ消去作業報告書」を発⾏
致します。

データ消去したハードディスクは
お客様にご返却、もしくは当社にて廃棄いたします。

※別途費用が発生します。

※ご導入頂くWindows™のエディションがProfessional以上である必要があります。
※プリインストールモデルのMicrosoft Office™は使用できません。
※２本までのソフトウェアインストールが含まれます。
※現地での作業実施やメモリ増設等のハードウェア変更は別途ご相談ください。
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初めてでも安心のWEB勤怠管理システム

スマートフォン PC接続型端末 ICカード専用機

Point 1. タイムカード運用とは比較にならないコスト削減効果！
これまで手作業で⾏っていた作業がほとんどなくなります！

時給2,000円の社員が作業した場合、約65,000円のコスト削減！

Point 2. 就業者のニーズに合わせた幅位広い打刻方法に対応！
職場環境に適した打刻器をお選びいただけます。
現在ご利⽤の打刻器も使⽤可能です！
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Point 3. 複雑な計算式にも柔軟に対応可能な拡張項目！
「うちは独⾃の複雑な時間計算があるから無理…」
と諦める必要はもうありません！
勤労の獅子なら、企業ごとの就業規則にあわせた追加項目を
自由に設定可能です！
例えば…
・深夜勤務の回数で手当を出しているのでカウントしたい！
・水曜日の勤務に手当を払っているので回数を知りたい！
・時間帯によって時給が違うので、時間帯ごとの集計をしたい！
・朝5時以降も深夜割増しで計算したい！
等、現在別途エクセル集計を⾏っているものを⾃動化できます！

Point 4. 導入時も専任のサポートメンバーがとことん対応します！
勤労の獅⼦は他の勤怠管理システムにはない、柔軟な設定が
可能な作りとなっております。
そのため勤労の獅子の導入サポートは、貴社専任の導入担当
が、電話・メール等でのサポートに加え、初期設定の代⾏や
運用の相談等にもとことん対応させて頂きます。
サーバーのいらないクラウドだからこそ、しっかりとした
サポートが結果としてシステム導入かかる時間を最小限に
抑えます。

Copyright© Software Agency System co.,ltd. All rights reserved. 

その他にも弁当管理、⾷堂管理、プロジェクト管理
など弊社独自のユニークな機能が豊富に揃っています。
やりたいこと、困っていること等、勤怠のお悩みを
是⾮⼀度ご相談ください！
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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

hiroaki.tanaka
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オフィスにおける出⼒ドキュメントの
コストと情報漏洩対策の２つの課題

2 つの課題、2 つで解決！ 2 つのメリット！

複合機（プリンター）を
他部署と共有しているため、
印刷書類を探すのが大変・・・
再印刷やプリントミスも多く、

発生していませんか？

印刷したことを
つい忘れてしまい
排紙トレイに印刷物が放置され、

危険にさらされた経験ございませんか？

２つで解決！

×

“印刷コスト削減”と
“出⼒放置の削減”

“ムダな時間と印刷 ”が

“情報漏えい”の

Case.2

Case.１

詳しくは裏⾯へ

意識して気を付けていても “ うっかり ” はつきものです・・・・。
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ポイント1

ポイント2

貴重な情報を安全な環境で
守秘できます！

メリット ⽤紙削減の意識を⾼められる！

メリット

iR-ADV × ICカード認証 が連携すると・・・

製品名 標準価格

えらんでマイプリントfor MEAP ADVANCE 40,000円

⽉額保守料⾦ 500円/月

管理・設定が不要で⼿軽に導⼊が可能!

ICカードで

ログイン

ログイン画面

操作画面

ICカード認証により、
ユーザー毎の出⼒枚数を把握でき、
カラー出⼒の抑⽌、印刷ミス予防ができる。

個人認証することで
複合機／プリンター利⽤の適正化、
セキュリティーの⾼い利⽤環境!

「部門ID番号」

「パスワード」を

入力

操作画面

複合機標準的 な認証機能かんたんシリーズで効果抜群
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本キャンペーンに関するご注意

 「エプソンのスマートチャージ」の導入をご検討されている企業様（事前審査が必要となります）
申し込み条件

 お申込みを頂くお客様には審査がございます。審査結果によっては本キャンペーンを提供できない場合がありますことを予めご了承願います。
なお審査する項目についてお答えすることはできません。

 申込機器の搬入設置時、機器返却時における費用のお客様のご負担はございません。
 お試しキャンペーン期間は、機器設置後2週間となります。
 お試しキャンペーン期間終了後、機器の継続利⽤をご希望され、エプソンのスマートチャージ契約を締結される場合、契約期間はお客様の選択された

3,4,5年のいずれかの契約期間となります。中途解約をする場合には解約⾦が⽣じます。
 お試し期間終了後、機器をご返却いただけない場合、また、故意や重過失により機器を破損、滅失等された場合は、損害⾦を請求する場合があります。
 付加機能とは「スキャン to フォルダー機能」「ファクス to フォルダー機能」「スキャン to メール機能」「ファクス to メール機能」「PCファクス」

「メールプリント（無償版）」を指します。
 付加機能は本貸出機1台とクライアントPC２０台まで無償で設定いたします。

申込機種： A3複合機（ベーシック・フルセット）
A3プリンター（ベーシック・フルセット）

申込期間： 2016年1月12日(火)〜2016年3月31日(木)
設置期限： 申込書到着日より3週間以内
申込方法：「エプソンのスマートチャージお試しキャン

ペーン申込書」をご記入の上、販売店まで
お申込下さい。

18



ビジネス⽂書印刷でインクジェットプリンターはちょっと不安…
 裏写りしやすく、資料が⾒づらいイメージ…
 水に濡れると印字内容がにじんでしまうのでは？
 マーカーを引くとにじみやすい…
 細かい字がにじんでつぶれてしまうのでは？

エプソンのビジネスインクジェットプリンターの特⻑

ビジネスインクジェットプリンターはコストが安い！
けど、ページプリンターから置き換えても大丈夫かな…？

エプソンのビジネスインクジェットプリンターなら大丈夫！
ビジネス文書でも安心して印刷できます

お求め・ご相談は下記まで

色材が樹脂に
覆われており
水に溶けない。

（2016年1月12日現在）
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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

yuta.muto

販売店：

yuta.muto

ステラグループ株式会社
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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
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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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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）
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東京本社：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-6 WAKAMATSU BUILDING 5F
TEL:03-3516-6400(代表) / FAX:03-3516-6401(代表) / TEL:03-3516-7800(直通)
横浜支店：231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通4-23 マリンビル7F
TEL:045-550-3535 / FAX:045-550-3536
名古屋支店：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-3-21 セントライズ栄 4F
TEL：052-249-3533 / FAX：052-249-3530 
大阪支店：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-12-12 ニッセイ心斎橋ウェストビル 13F
TEL：06-6120-9696 / FAX：06-6120-9697
福岡支店：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-10-17 ⻄⽇本ビル 3F
TEL：092-753-9744 / FAX：092-753-9644

採用に強い
魅せるエントランス

企業風土を反映した
エントランスデザイン

無機質な空間に、
コーポレートカラーが際⽴ちます 明るい色味で統一したリフレッシュスペース

社内ミーティングを
落ち着いた⽊⽬の床
とハイカウンターで
ご提案しました。

ミーティングの時間
短縮や作業効率の向
上に貢献します。

フロンティアコンサルティングはオフィス専門の
デザイン・設計会社です

オ ス ス メ 物 件
多 数
そ ろ っ て
い ま す 。

リーマンショック以降、外資系企業の撤退・オフィス需要の低下で空室率が増加し、オフィスの賃料は下がり続けて
きました。しかし、政府の経済政策をきっかけに徐々に企業の業績が改善され、オフィス需要も増加してきました。
それを受けて、昨年後半から今年にかけてオフィス相場も下げ⽌まり感があり、渋谷区や港区の一部地域では上昇し
始めた地域も出ております。また、今後は東京オリンピックが開催されることなどで、首都圏のオフィスニーズが
益々高まり、多くの地域で賃料が上昇に転じる可能性もあります。しばらくオフィスの賃料を⾒直していない⽅は、
ご移転により⼤幅な賃料削減に繋がる可能性がありますので、ぜひ、⼀度⾒直してみることをオススメします。

株式会社フロンティアコンサルティング
〒103-0023 
東京都中央区日本橋本町3-3-6 WAKAMATSU BUILDING 8F
TEL / 03-3516-7800 FAX / 03-3516-7801

物件
情報

物件
情報

物件
情報

詳しくは。/ 0120-734-343

frontiercube.co.jp

物件
サイト

バナナタワー
⽬⿊区⽬⿊２－９－６
８Ｆ＋９F（メゾネット）３９．５７坪
坪単価１５,０００円(税抜き・共益費込)
フリーレントキャンペーン中
※詳細お問合せ下さい！

神田風源ビル
千代田区岩本町１－１１－２
６Ｆ ５３．６９坪
坪単価１５,０００円(税抜き・共益費込)
フリーレントキャンペーン中
※詳細お問合せ下さい！

芝エクセージビルディング
港区芝３－２４－７
５Ｆ １１５．８７坪
坪単価２０,０００円(税抜き・共益費込)
フリーレント６ヶ月キャンペーン中
※詳細お問合せ下さい！
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東京本社：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-6 WAKAMATSU BUILDING 5F
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大阪支店：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-12-12 ニッセイ心斎橋ウェストビル 13F
TEL：06-6120-9696 / FAX：06-6120-9697
福岡支店：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-10-17 ⻄⽇本ビル 3F
TEL：092-753-9744 / FAX：092-753-9644
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上に貢献します。

フロンティアコンサルティングはオフィス専門の
デザイン・設計会社です
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多 数
そ ろ っ て
い ま す 。

リーマンショック以降、外資系企業の撤退・オフィス需要の低下で空室率が増加し、オフィスの賃料は下がり続けて
きました。しかし、政府の経済政策をきっかけに徐々に企業の業績が改善され、オフィス需要も増加してきました。
それを受けて、昨年後半から今年にかけてオフィス相場も下げ⽌まり感があり、渋谷区や港区の一部地域では上昇し
始めた地域も出ております。また、今後は東京オリンピックが開催されることなどで、首都圏のオフィスニーズが
益々高まり、多くの地域で賃料が上昇に転じる可能性もあります。しばらくオフィスの賃料を⾒直していない⽅は、
ご移転により⼤幅な賃料削減に繋がる可能性がありますので、ぜひ、⼀度⾒直してみることをオススメします。

株式会社フロンティアコンサルティング
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25

hiroaki.tanaka


hiroaki.tanaka


hiroaki.tanaka


yuta.muto

■ まずはステラグループまでご相談ください



★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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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
ぜひフォローお願いします。

ステラリンク2016年3月号
2016年2月15日発行

ステラリンク2016年3月号

★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

代表取締役社長 川井 昇

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。

1月15日に理想科学工業の「リソー・テクニカルチャンピオンシップ」が開催されました。
これは弊社取り扱い製品のカラー高速印刷機【オルフィス】のメインテナンス技術と
商品知識を競うコンテストで、全国約1,400人が参加の予選を勝ち抜いた20人による
決勝大会です。
おかげさまで、弊社ドキュメント・サポート部ドキュメント・サポート2課課長の斎藤修一が、チャンピオンとなりました。

（http://www.riso.co.jp/c/release/post_218.html）
培った技術と知識を全サービスマンにフィードバックし、お客さま先の機械を順調に稼働させるよう努めて参ります。

春の兆しを感じ始めました。
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。

ステラリンク編集長の武藤です。
いつもお読みいただき、誠にありがとうございます。

キヤノンから待望の新型複合機が発売となりました。様々な新機能が
ございますが、中でもおすすめは「パーソナライズ機能」です。
ワンタッチで自分専用の画面にログインでき、表示画面、よく使う設定、

アドレス帳など、自分だけのカスタマイズが可能です。さらにタッチパネルも
スマホやタブレットのような感覚で操作できる「静電式」になり、従来機種と
比べて操作性が大きく進化しました。
ご紹介記事を今号14ページに掲載しておりますのでぜひご覧ください。

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1課
武藤 雄太

P 2 PCAのストレスチェック対策ソリューション
P 4 メンタルヘルス対策のご紹介（USEN）
P 5 複合機のお役立ち情報⑬「スキャンした文書に名前を付ける」
P 6 クライアントPC展開サービス
P 8 お手軽なのに高機能！勤怠管理クラウドの決定版！
P10  ホームページ丸々パックのご紹介2015

P11  PDF化(書類電子化）サービスの案内
P12  キヤノン新型モノクロ複合機6500/8500シリーズ
P14  フォントワークスコレクション2015

P16  オフィスにおける出力ドキュメントの2つの課題
P18  エプソンのスマートチャージ2週間無料お試しキャンペーン
P20  データ保管の新境地ステラNAS 
P22 ネットワークリスク低減対策のご提案
P24  オフィスのオススメ物件ご紹介
P26  オフィスの移転はステラグループにお任せください！

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>   
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


