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イチ押し！社内の通信コストを削減
ドコモかんたん料金診断

隔月連載
お役立ち情報

PC編 第２２回

商 品 情 報
Canon レーザープリンター
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キヤノンマーケティングジャパン
お客様満⾜度調査実施中！



ファクス受注が多いお客さま必⾒！
ファクス受注のペーパーレス化事例

⾃社導⼊事例 ： ステラグループ・サポートセンター

多くのお客さまからファクスを受信します・・・。
ファクスが届いていないか？頻繁に確認を
しなければならないため、デスクワークの効率が
低下してしまいます・・・

ファクスで届いた「注文書」に気づかず、
対応が遅れてトラブルの原因と
なっています・・・

ステラグループ本社移転の2012年8月から

サポートセンターの受信FAX電子化がスタート！

受信したファクスの
確認作業って、もっと
効率よくならないなぁ!?

ファクスが届いたら
リアルタイムで
内容確認&対応したい!!

悩み.2悩み.１

こんなお悩み解決します。まずはお試し版を体験ください!! 検索Desktop体験版 解決
します

弊社 サポートセンターは、４名チームで構成されています。
主な役割は、「コピー機等の修理受付」 「消耗品受発注」 「営業サポート」です。

特に、「消耗品受発注業務」は、約430件/月のファクスなど紙でのご注文を
処理しており、様々な「ムダ」と「リスク」に悩まされていました。

2015年9月から

サポートセンターの業務一部拡大にともない、
「紙」と「電子データ」、それぞれの特性・利点を活かし
併⽤する運⽤に変更！
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連携で！

製品名 （初年度保守付き） 標準価格

imageWARE Desktop V4（１L付） 28,000円

imageWARE Desktop V4（３L付） 58,000円

iW Desktopでコスト削減 複合機標準 のプリント集約機能

用紙削減に貢献する「ページ集約」
複数ページを1 枚の用紙に印刷できる
ページ集約は用紙削減に大きく貢献。

※集約印刷には2 in 1、4 in 1、6 in 1、8 in 1が設定できます

作業ロス
削減

受信ファクスへの対応の
遅れを解消！

ファクスが届いたらリアルタイムで
内容確認と対応が可能！

いち早く受信ファクスを確認できます！
他の出⼒物に紛れて、紛失する⼼配も無くなりました。
全ての受信ファクスは電子化され、いつでも簡単入手！

ファクスの受信が、PCに通知されます！
通知のタイミングで複合機に取りに⾏きます。
何度も確認しにいく⼿間が無くなりました！

効果1

2 in 1

作業効率UP！
自席でファクス確認可能

WEBページの印刷など、無駄なページを
印刷してしまう事はないですか？

効果2 顧客対応⼒UP！
リアルタイムで発注処理

プレビュー上で
右クリックで操作

ステラグループ 全社員 利⽤中!!

×

ぜ ひ お 越 し く だ さ い ！

東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯⽥橋ビル11F
【最寄り駅】・都営⼤江⼾線「飯⽥橋駅」 出口C3より徒歩2分

・JR線「飯田橋駅」 東口より徒歩6分
・丸ノ内線・南北線「後楽園駅」 出口1より徒歩10分

ステラグループライブオフィスでは、お客様の目的に応じた形で
内容をご用意しております。
弊社におけるオフィスソリューション活⽤例をご紹介いたします。

ライブオフィスで⾒れます！触れます！
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PCA商管X ［ロット管理編］
⾷品卸売業や製造業、医療機器卸売業など、多くの業種・業態において、ロット番号管理による
トレーサビリティの整備が求められています。
商品（在庫）の⼊出荷伝票にロットを⼊⼒し、ロット単位の在庫管理を実現。
『PCA商管X［ロット管理編］』と『PCA商魂X』の組み合わせにより、受注・売上登録時にも
ロット指定が可能です。有効期限（賞味期限）管理にも対応しています。

在庫におけるお悩み・課題を解決！

新製品

仕⼊・在庫管理ソフト『PCA商管X』が
多くの業種・業態で求められる

ロット管理・有効期限管理に対応！

ロットごとの有効期限管理
各ロットに対して、有効期限管理が可能です。有効期限が過ぎている商品の出荷を防ぐことが
できるだけでなく、ロットの有効期限が切れている⼀覧を出⼒することも可能です。

ロットを起点としたトレーサビリティが可能
在庫受払帳を機能強化。集計軸や絞り込み条件にロットを追加することにより、
ロットを起点としたトレーサビリティが可能です。＜例＞特定ロットを利⽤した「部品」「半製品」から「製品」を追跡。

先入先出（古いロットから出荷）対応
受注・売上伝票の商品⼊⼒時、より古いロットから⾃動的に払い出しができます。
⼊荷した商品はロット単位に管理されるため、商品出荷時により古いロットからの出荷が可能。

ロット別売上（受注）原価反映
受注・売上伝票の原価設定機能に
「ロット別の仕入単価」機能を搭載。

商品ロット別在庫照会・棚卸が可能

有効期限が
過ぎている

商品の出荷を
なくしたい

在庫関連の
管理帳票にて、
ロット別の在庫
を参照したい

古いロットから
出荷したい

（先入先出）

売上分析時に
ロット別の原価
を元に粗利の
計算をしたい

『PCA商管X［ロット管理編］』で解決！
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〒102-8171   千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル TEL:03-5211-2700  
ピー・シー・エー株式会社

クラウド対応
オンプレミス版のほかにクラウド版もラインアップしています。クラウド版を利⽤することで、サーバーレスでの
社内データ共有、外部倉庫とのリアルタイム共有が実現できます。

■価格（税抜）

スタンドアロン 348,000円

EasyNetwork 598,000円

with SQL 2クライアント 618,000円

※上記以外の価格はお問い合わせください。
※『PCA商管X』からのバージョンアップ価格もご用意しております。
※『PCA商魂X』単体でロット管理の機能はご利⽤できません。 『PCA商管X［ロット管理編］』を合わせてご購入ください。
※『PCA商管X［ロット管理編］』には『PCA商管X』の機能がすべて含まれます。
※『PCA商魂X』と合わせてご利⽤いただく場合は、ソフトのリビジョンを同⼀にする必要があります。

PCAクラウド 1・2ユーザー 6,000円/月額

PCAクラウド 3ユーザー以上 7,500円/月額
※別途、サーバー利⽤ライセンスが必要です。Type1(1CAL)10,000円（⽉額）〜

ロット管理とは
■ロット管理とは
仕⼊・製造等の業務で発⽣する製造単位（ロット）ごとに製品を管理
すること。商品や製品の仕⼊から販売・出荷までを製造単位ごとに管理
する方法。

■ロット・期限管理を⾏う理由
①先に入ってきたものを先に出荷する「先入先出」ができる
②ロット指定の入出荷作業に対応することで、ロットごとの在庫を正確に
把握できるようになる
③ロットレベルまで履歴が追跡できる（不具合が発⽣した場合など）
④期限管理により、有効期限切れによる廃棄ロスを減らせる

商品A ロットNo.  0001
単価 @350
入荷数 100個
出荷数 80個
在庫数 20個

商品A ロットNo.  0002
単価 @400
入荷数 50個
出荷数 30個
在庫数 20個

在庫フロー イメージ図 ※受注伝票と売上伝票は「PCA商魂X」の機能です

ロット別在庫管理
PCA本社倉庫 Ａ商品 ロットNo：0001
有効期限 2016年8月31日
A.現在庫数 100
B.受注残数 20
C.有効在庫数(A-B) 80
D.仮出荷残数 5
最終入荷日 2016年3月31日

入庫 仕入伝票

入庫
完成伝票

出庫

入庫
振替伝票

出庫
（倉庫間移動）

出庫

棚卸
調整伝票入庫

受注残と
して反映

出庫売上伝票

出庫
仮出荷伝票

出庫

出荷伝票
自動作成

受注伝票
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キヤノン新製品 発表・発売のご案内
Satera レーザープリンター

充実の 新10機種 ラインナップ！

A4モノクロプリンター

A3カラープリンター

A4モノクロ高速プリンター

A4カラー高速プリンター

A4モノクロ高速複合機

IT市場のリサーチを⾏うガートナー社が実施した2015年度調査の結果、
サテラレーザービームプリンターはおかげさまで国内シェアNO.1※に輝きました。
24年連続国内シェアNo.1のサテラシリーズから10機種 新製品発表。

JANCD: 4549292031225
キヤノンオンラインショップ価格
￥31,800（税別）

JANCD: 4549292031270
キヤノンオンラインショップ価格
￥24,800（税別）

JANCD: 4549292054828
キヤノンオンラインショップ価格
￥208,000（税別）

JANCD: 4549292054880
キヤノンオンラインショップ価格
￥158,000（税別）

JANCD: 4549292054859
キヤノンオンラインショップ価格
￥106,970（税別）

JANCD: 4549292051407
キヤノンオンラインショップ価格
￥178,000（税別）

JANCD: 4549292051384
キヤノンオンラインショップ価格
￥128,000（税別）

JANCD: 4549292051407
キヤノンオンラインショップ価格
￥148,000（税別）

JANCD: 4549292032451
キヤノンオンラインショップ価格
￥89,800（税別）

JANCD: 4549292031713
キヤノンオンラインショップ価格
￥59,800（税別）

5月12日(木) 発売

4月22日(⾦) 発売

5月12日(木) 発売

7月中旬 発売予定

5月12日(木) 発売

最大800枚給紙が可能な、Wi-Fiプリンター
液晶パネルやテンキーがついて、操作も簡単

カラー・モノクロ同速プリント
高いパフォーマンスで業務を支える

３つのラインアップ

⽤紙対応⼒に優れ、多様な業種・業務で活躍
最大給紙3,800枚を実現するA4高速プリンター

連続印刷38枚/分
⽤紙対応⼒に優れ、最⼤2,660枚給紙に対応

※シェアNo.1は1992-2015年国内プリンタ市場(ベンダー別出荷台数)において。用紙サイズ：A3とA4
出典：ガートナー「Market Share:Printers,Copiers and MFPs,Distribution Channel and Customer Type,All Regions,2015」
2016年4月22日12



http://www.inaba-inter.co.jp/ 2016.05.11

Check!

PoE HUB
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「気が付いたらWindows 10になってしまっていた」
そんなお客様はいらっしゃいませんか？
他にもWindows 10にアップグレードしてみたけど使い難かったり、動かないアプリ
ケーションがあって元に戻したいと言う事はありませんか？

Windows 10からの回復⼿順

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22回

Windows 10になってしまってから1か月間と言う条件はありますが
元のOSに戻すことが出来ますのでやり方をご紹介します。

スタートボタンをクリックし
「設定」をクリックします。

画⾯が切り替わったら
「Windows ○※に戻す」の
「開始する」をクリックします。

設定画⾯が表⽰されたら「更新と
セキュリティ」をクリックします。

更新とセキュリティが画面が表示さ
れたら「回復」をクリックします。

回復が正常終了せずデータが消えてしまう事があります。必ずバックアップをお取り下さい。

画⾯の指⽰に従い進めて⾏き、左図
の画面が表示されれば後は
「Windows ７ ※ に戻す」をク
リックすれば回復が始まります。
所要時間は30分〜1時間程度です。

※ 上記はWindows7を例にいたしました。アップグレード前のOSにより異な
りますが同様の操作で回復が可能です。
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2016年度 複合機保守サービス顧客満足度調査

確かな技術とまごころで、

感動のサービスを。

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。

この度、お客さまへの「より質の高いサービス」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。

ご多忙の折、大変恐縮ではございますが、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◆

お手元にハガキが届きましたら、記載
のURLへアクセスをお願いいたします。

アンケートをご回答頂いた方に、抽選でプレゼント！

担当セールスかサービスまでお気軽
にお申し付けください。
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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6月号
2016年5月17日発行

ステラリンク2016年6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。

先月に引き続いてのお願いで恐縮ですが、現在、キヤノンマーケティングジャパン主催の
「キヤノンお客さま満足度調査アンケート」が行われております。
お手元に調査をご依頼申しあげるハガキが届きましたら、大変ご多用とは存じますが、
ご回答を賜りますようお願い申しあげます。

私どものサービス品質向上のため、
この機会にぜひ忌憚のないご意見をお聞かせくださいますよう、
何卒よろしくお願い申しあげます。

末筆にて恐縮ですが、お客さま皆様方の益 の々ご健勝を心より祈念申しあげます。

ステラリンク編集長の武藤です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

巻頭に掲載いたしました受信ファクスのペーパーレス化事例は、
弊社自身の業務改善事例でございます。

電子化、電子化と推奨されていますが、完全ペーパーレス化はなかなか
難しいというご感想をいただくことが多くございます。弊社の事例は紙での運用と
電子化を併用した“いいとこ取り”の内容になっておりますので、様々なお客様で
参考にしていただける事例かと存じますので、ぜひ弊社ライブオフィスに
お越しいただき、改善事例をご覧ください。

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 ファックス受注のペーパーレス化事例
P 4    PCA 仕入れ・在庫管理ソフト「PCA商管X」
P 6 通信コスト削減のは NTTdocomo
P 8   回線選びを、一択にする。 NURO Biz
P12 ビジネス向けレーザープリンター 「Satera」新製品ラインナップ
P13   イナバ ～強いオフィス～情報漏えい対策のご紹介
P14 パソコンの役立ち情報㉒「Windows10からの回復手順」
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


