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日々発生する帳票類、
定型帳票の多い部門の２つの課題

2 つの課題、2 つで解決！ 2 つのメリット！

管理帳票を
ファイリングや仕分けして保管。
どんどん溜まり、保管スペースが。。。

なんとかならないかなぁ・・・

スキャンしたけれど、
ファイル名がわかりにくい。。。
きれいにフォルダ分けしても、

なんとかならないかなぁ・・・

２つで解決！

×

⼤量に発⽣する様々な伝票類・・・
始めましょう！紙のダイエット!?”

“急に確認が必要になっても
探すのに一苦労・・・”

“毎回、発生する
リネーム＆振り分けが

大変・・・”

Case.2

Case.１

詳しくは裏⾯へ

電子化できる複合機等に、少し工夫を加えるだけです!
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iR-ADV × 帳票OCR が連携すると・・・

製品名 （初年度保守付き） 標準価格

せいとんファクス for MEAP ADVANCE 40,000円

⽉額保守料⾦ ¥500/月

かんたんシリーズで効果抜群 複合機標準 のストレージ機能

ポイント1

メリット 「名前付け」「フォルダ保管」の
作業負荷を軽減できます！

これまで、文書の数だけ発生していたスキャン作業が、
帳票OCRにより、まとめて複合機でスキャンする事により、
定型の箇所を読み取り、処理を⾃動化できます！

ポイント2

文書をすぐに探せる！メリット

電子化された文書に、ファイル名を付けることで
後から、誰でも簡単に探し出せます。
ネーミングルールも⼀緒なので、管理も出来ます！

管理・設定が不要で⼿軽に導⼊が可能!

情報共有の仕組みを
簡単に提供させていただきます！
複合機本体に、
パソコンのハードディスクと同じものを
標準搭載させました。

AD-
BOXネットワーク上の全員が

共有してアクセス可能です。

製品名 容量

iR-ADV C5200シリーズ 15 GB

※iR-ADV C2000 / C2200 / C3300 / C350Fシリーズには
アドバンスドボックス機能はありません。

&
imageWARE

Desktop

定型帳票 ワンタッチスキャン ⾃動ファイル名＋保存＋簡単検索
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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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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
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Office 365 Exchange Onlineの予定表は、PCで使用しているOutlookの予定表と自動的に連携
します。インターネット環境があれば社内、社外に関係なくデスクトップ、ノートPC、スマー
トフォンなどさまざまなデバイスから予定表へアクセスできます。

Office365で
個⼈スケジュールと設備管理をしよう予定表

Office 365 マイクロソフト

このソリューションで解決できる課題

課題 期待できる効果

課題１ 解決策１

個人の予定表・設備予約
会議室、プロジェクター、社⽤⾞などの備品も個
⼈の予定表と同じように管理可能です。
会議室も簡単に予約できます

課題2 解決策2

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。
関係者のスケジュールを⾒て、会議を設定すると
いったことも短時間で⾏えます。

課題4 解決策3

個人の予定表の他に設備予約
（会議室・プロジェクター）も一緒に確認したい

課題3 解決策3

秘書が上司の予定表を管理
例えば 秘書が上司の会議作成や出欠の返答を対
応したい場合など、代理⼈アクセスを利⽤して、
代わりにメール送信などができます。

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。

メンバーの予定がバラバラでわかりずらい。
社外からもメンバーの予定を確認したい

社⻑の予定を秘書が管理したい

一部の予定を非公開にしたい

商品名 標準価格
（税抜/年）

Exchange Online Plan１ ￥5,280
Business Eseentials ￥6,480
Business Premium ￥16,320

予定表機能が含まれる代表的なプラン

※Office 365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
当までお申し付けくださいませ。
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ありそうでなかった・・・
そんな機能を豊富にご用意した
販売管理システム『売上原価Pro』

原価管理の業務、こんなことでお困りではありませんか？
■エクセルで各種帳票・集計資料を作っている（⾒積書、発注書、請求書、在庫管理、回収予定など･･･）

■製品の売上に対しての原価を正確に把握できていない
■売れ筋商品や利益率の⾼い商品などを数値で把握できていない
■図面や仕様書の管理がうまくできていない
■会計ソフトとの連携が取れていない

リアルタイムな集計・経営分析ができない
正確な原価管理ができない
必要な情報を必要な時に把握できない
会計業務で手間が発生

『売上原価Pro』を導入すれば・・・

製品の原価や受注ごとの利益をリアルタイムに把握！
製造番号や製品管理を改善！

案件ごとの利益をリアルタイムに分析し利益額を上げる！
社員の作業費や営業経費もコスト計算し正確な粗利を把握！
顧客情報を一元化し営業効率を上げ利益を上げる！
⼊⼒作業を減らし業務効率化を図り残業を減らす！
『PCA会計』とのスムーズな連携で業務を効率化！

その結果・・・

PCA会計に仕訳データ連携！
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仕入れてすぐに納品する在庫
を持たないような業種のお客様で
は⼊⼒時間を格段に削減できます。

Lot別 管理

定期請求

企業の複雑化した基幹システムにも対応

前受⾦

⾒積書 受注 売上計上 請求 ⼊⾦

発注 仕入
（原価計上）

支払依頼 支払

開発会社など前受⾦が
ある業種にぴったり

開発会社や設備業・ビルメンテナンス業
など保守契約や契約で企業を営んでいる業種に
必須の機能もご提供

１つの仕事単位での利益
管理が可能です。
プロジェクト管理など
開発会社や設備業向けの
案件別管理も標準装備

⼊⾦があった際も前受⾦から消込みもできます

直接販売している業態
はもちろん販売店商流
している業態でも購入
頂いたお客様だけでなく
商流も管理できます

管理

完成品などは出荷するが
検収を受けるまで売上は
計上しない業種も対応

定期請求業務 対応

ディーラー 管理

原価管理も標準で出来る
ので案件に紐づけて発
注・仕入も出来る

管理

在庫受発注同時処理

売仕⼊同時⼊⼒

保守管理

リース管理

４次店管理ができて便利✔

検収基準 対応

作業日報
（労務費）

出荷

仕入原価
外注費
経費

顧客管理で次の訪問予定も
アラーム機能でお知らせ

受注したらすぐに発注するような
業種でも⼊⼒時間を格段に削減で
きます。

どの仕事が
赤字なのか
わからない

管理
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www.inaba-inter.co.jp 2016.02.24

BOX

Case1

RS-580
P.423

RS-100
P.423

Case2

RS-630
P.416-417

Case3

RS-970
P.446

MB-600
P.365

NEWNEW

NEW

www.inaba-inter.co.jp 2016.03.09
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会議室予約ユニットRM-1のご提案

会議室の利用効率でお困りではないですか？

⇒ 例えばこんなことありませんか？

確か、会議室の予定は
埋まっていたが、空いてるのかな？

空いてるなら使おう！

予約時間が過ぎても部屋が使われない場合は、オートキャンセル機能が
働き、グループウェアの会議室の予定が空室になります！

グループウェア上で予約が入っていたはずの会議室が使えた秘密は？

会議室予約ユニット RM-1を導入することで実現可能です！

◆会議室予約ユニット用の専用サーバー不要！
◆予約は、グループウェアからでも部屋前からも

予約可能。もちろん延長、早期終了も端末で可能。
◆部屋前端末から他の部屋の予約状況が

分かります。

赤は使用中緑は空室

㈱共栄商事 ホームページ
http://www.kyoei-shoji.co.jp/ct/index.shtml

明るい壁だと、光が壁に反射して
おしゃれ度もアップ間違いなし！
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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



ほ

ご存知ですか？ネットアイサービス その1

第十五回へつづく

カウンターの自動検針、エラーや紙づまりの発生情報、トナー残量
情報などをネットアイセンターへ自動通知することで、万が一のトラ
ブル発生時に速やかな対応を可能にし、消耗品の在庫スペースを
削減して、複合機の管理負荷を軽減します。
ほぼすべてのサービスを標準でご利用いただけます。

ほ

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

ほ

この様な事で、お困りではありませんか？

「トナー交換」表示が
出たけれど、交換用ト
ナーがない。コピーが取
れなくて困る。

予備トナーが邪魔に
なっている。備品倉庫
の中を有効活用したい
から、必要最低限のト
ナーだけ保管したい。

最近機械の調⼦が良くない。
頻繁に紙詰まりを起こしたり、
エラーが出たり・・・。

機械が故障してしまった
けれど、どこに依頼すれ
ばいいのだろう？

毎⽉カウンタチェックの⽴ち会いをするの
は時間をとられて困るなぁ。

遠隔監視サービス
2 4 時間、複合機を見守ります。
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2016年度 複合機保守サービス顧客満⾜度調査

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、お客さまへの「より質の高いサービス」のご提供を目指し、
キヤノン製複合機をご愛用のお客さまを対象にインターネットによる
アンケートを実施させていただきます。
ご多用の折、大変恐縮でございますが、お手元に「お客様アンケー
トのお願い」というハガキが届きましたら、ご協力を賜わりますようお
願い申し上げます。
お客さまからいただいたご意見から、さまざまな改善を続ける事で
『より質の高いサービスの提供』につなげて参ります。

お問い合わせは、
担当のセールスかサービスマンまでお気軽に
お申し付けください

お手元にはがきが届きましたら
記載URLへアクセスをお願いいたします

◆実施期間： 2016年4月上旬～ 2016年6月30日
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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5月号
2016年4月15日発行

ステラリンク2016年5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まして、誠にありがとうございます。

先月に続いてのお願いになりまして、誠に恐縮でございますが、4月1日より
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」が実施されています。

私どもステラグループでは、この調査結果を経営上、最重要な指標と考えております。
いただいたご意見に真摯に向き合い、日常の業務改善につなげております。
ご多用の折に、大変恐縮でございますが、お手元に【お客様アンケートのお願い】というハガキが届きましたら
ぜひ忌憚のないご意見をお聞かせくださいますよう心よりお願い申しあげます。

ステラリンク編集長の武藤です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

今号のおすすめは、12ページの添付ファイルZIP暗号化サービスです。
メール誤送信による情報漏えいの防止はもちろん、社内外への

情報セキュリティへの意識付けの効果も期待できます。
低コストで導入できますのでぜひご検討ださい。

4月になり、新入社員を迎えられたお客様も多いと思います。パソコン、デスクなど、
不足しているものがございましたら、すぐにお届けできる商品もございます。
まずは担当になんでもご相談ください。

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1課
武藤 雄太

P 2 始めましょう！紙のダイエット！？ 「iR-ADV」x「帳票OCR」
P 4 WEB勤怠管理システム 「勤労の獅子」
P 6  Office365 「個人スケジュールと設備管理」
P 7 複合機お役立ち情報 「ネットアイ」
P 8 PCA販売管理システム 「売上原価Pro」
P10   イナバインターナショナル 「カジュアルオフィス家具」
P11   AURORA 会議室予約ユニット「RM-1」
P12   GUARDIANセキュリティサービス 「添付ファイルZIP暗号化サービス」
P14 ホームページ丸々パックのご紹介
P15 顧客満足度調査のご案内

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


