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複合機の“有効な使い方”をご提案いたします！

オフィスの“最適化”をご提案いたします！

最適な社内インフラやセキュリティーポリシーの設定・運用まで
“幅広いソリューション”をご提案いたします！

他社の機器やネットワークの保守契約などを自由に組み合わせることができる
安心の“総合サポート”システムです！

ステラグループ株式会社の事業領域

すべてのお客様に信頼されたよりにされる会社になりたい…

それが私たちステラグループのねがいです。

お客様からお声をいただきました！

お客様に創刊号をお届けしたところ、
「出力ボリュームに見合う一覧表などを載せてはどうか？営業さんに言われても

ピンと来ないが、一覧表など具体的な数字で見るとわかりやすい。」
というお声をいただきました。

早速、キヤノン複合機のポジショニングマップをご用意いたしました。

ご説明が分かりにくい場合は、すぐに担当者にご用命下さい！

資料に基づいてご説明申し上げます。

このたびの東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し
上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申しあげます。

いまだに余震が続き、また、計画停電が実施される状況の中、皆様とご家族の皆様、
そして御社の安全が確保されておりますことを心よりお祈りするばかりです。
弊社は、お客様の事業継続上において支障となることを、ひとつでも解消させてい
ただくよう最大限の努力を続けてまいります。
何なりとお申し付け下さい。

貴重なご意見をありがとうございました！

次ページに
カラー複合機、モノクロ複合機
それぞれご用意しました

次ページに
カラー複合機、モノクロ複合機
それぞれご用意しました
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ポジショニングマップ

※縮小して掲載している為、見づらい部分もございます。通常サイズの資料をお届けいたしますので担当にお申し付けください
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あなたはどちらを選びますか？
ＮＡＳはハードディスクではありません！サーバやパソコンのようにＯＳを搭載しています！

ウイルス対策可能な企業向け

賢いＮＡＳ？
独自Ｌｉｎｕｘ ＯＳ

ＮＡＳ：ネットワークアタッチトストレージ（Network Attached Storage）：コンピュータネットワークに直接接続して使用するファイルサーバ。

それとも

ウイルス対策できない個人ユーザー向け

普通のＮＡＳ？
■ ＲＡＩＤ５搭載 ４ドライブモデル

LSV-5S4T/4CW4TB
TYPE

LSV-5S2T/4CW2TB
TYPE

トラブルが起きる前に知っておきたい賢いＮＡＳの選び方！

ＵＳＢのデータ保護はどうする？

コピーガード機能 ウイルス対策機能

レスキュー機能

本体設定

パスワード認証/ハードウェア暗号化(AES256bit)

インストール不要

ネットワーク配信

制限設定

製品特長

担当にご用命ください- 4 -



iPad値下げしました!!
iPad2発売に伴い、現行モデルをお得な価格のご紹介です
メーカー在庫がなくなり次第販売終了となりますのでご注意下さい

16GB(MB292J/A)

32GB(MB293J/A)

64GB(MB294J/A)

実売価格 48,800

実売価格 58,800

実売価格 68,800

お買い得！お買い得！

在庫限りお買い得情報

・LEDバックライト、IPSテクノロジー搭載9.7インチ（対角）
・ワイドスクリーンマルチタッチディスプレイ
・マルチタッチスクリーン
・Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
・Bluetooth 2.1 + EDR
・バッテリー駆動時間：最長10時間
・重さ680g、厚さ13.4mm 3

iPhone・iPadを紛失してしまったとき、そのデータは？

iPhone・iPadの紛失時に、電話一本でデータ消去と回線サービス停止

担当にご用命ください- 5 -



花粉対策の決め手はこれで！

気になる今春の花粉飛散量は地域によって、

去年の10倍と言われています。

ダイキン業務用空気清浄機は

花粉の芯までしっかり分解・除去！

人の出入りが多い広い空間での

花粉対策に効果を発揮します

今春の花粉飛散量は去年の10倍！

空気清浄機で万全の花粉対策を

照射前 照射後

広い空間の花粉対策

花粉を分解！花粉を分解！

花粉対策の決め手はこれで！ その2

特価特価

担当にご用命ください- 6 -



オフィスをお探しの際に

全てサポートします！

オフィス移転の主な流れ

まずは移転を視野に入れてみませんか。景気低迷の影響で各ビルのテナント

誘致競争が強まっております。現在のオーナーへの交渉材料は揃っておりますので、

引き留めのため、賃料を見直されることもあります！

「オフィスを移転してみようかしら・・・」と考えた事はありますでしょうか？
「そんなこと考えたこともない」、「現状の条件に不満で考えていたところ」
というお客様に、現状のオフィスビル市況をお知らせいたします。
ひょっとすると、もっといい条件のビルに移転するチャンスかもしれません！

今の賃料でご満足ですか？

【賃料は今、底と言われています！】

よくある現状の問題点！

●経費削減をしたい（賃料を見直したい）
●人員増員で手狭になっている
●新規事業をスタートしたいがスペースがない
●駅から遠い等、立地条件に不満
●空調・電気等、ビルのインフラ設備に不満
●ビルのセキュリティー対策があまい

よくある移転効果！

etc…

●賃料が下がりコストを削減できた
●社員のモチベーションが向上した
●来客が増え売上がUPした

●会社のブランディングに貢献した
●電気容量・空調等のインフラ設備が改善された
●セキュリティーが改善された

etc…

最新オフィスビル市況

平均空室率8.91%

平均賃料17,585円/坪

フリーレントシステム

*三鬼商事株式会社の調査月報

「ミキオフィスレポート」参照

…

…

…

東京ビジネス地区(都心5区)での2010年12月末時点の平均空室率

空室率が高いので選べる物件が多数揃っています

東京ビジネス地区(都心5区)での2010年12月末時点の平均賃料

2009年に比べ下落幅が縮小してきたが市況が回復するにはまだ

しばらく時間がかかるとの見方が多いです

買い手市場により、フリーレントの期間が条件によっては長い期間

みこまれます。引越しに伴う、内装工事費用等も捻出することが

可能です

移転計画の立案

物件選び

オフィスプランニング

移転手続き・移転

移転元の原状回復

*

*

担当にご用命ください- 7 -



ステラグループ厳選！

お買い得！サプライ品キャンペーンのお知らせ！
4月末日まで！

商品のお問合せ先…ステラグループ（株） サポートセンター 0120-85-1861

カラープリンター 国内純正品

Canon LBP9600C/9500C/9100C
『トナーカートリッジ322』

Canon LBP5600/5600SE/5900
『トナーカートリッジ502』

『トナーカートリッジ311』
Canon LBP2710/2810/5700/5800

『トナーカートリッジEP-86』

『SPトナー C820』

Canon LBP5300/5400

RICOH IPSiO SP C821/821M C820/820M

広告有効期限：2011年4月末日まで

日頃のご愛顧に感謝を込めて、国内全てのメーカーのレーザープリンター、大判プリン
ター用カートリッジを特別価格にてご用意いたしました。
※一部取り扱いの無い商品もございます。詳細はお問合せ下さい。

ぜひ、この機会にご購入をご検討下さい。

☆キャンペーン対象商品一例

たとえばこのような商品を・・・特別価格でお届けいたします。

◎キャンペーン特典

キャンペーン専用オーダーシート（当社にてお作りします。）による、
初回ご注文時には、もれなくQUOカード（５００円分）を差し上げます。

◎ご使用中のプリンター全てをお教えください！キャンペーン専用の
オーダーシートをお作りし、ご注文時のお手間を削減いたします。

Copyright  2011 STELLAR GROUP Co., Ltd. All rights Reserved

キャンペーン情報今がお得!カートリッジ
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モノクロプリンター 海外純正品

Canon MF7330/7240/7140/7110/7450/7350

Canon LBP3300

Canon LBP1810/1610/910/880/870

『トナーカートリッジ505』

Canon LBP3500/3900/3920/3950/3980

Canon LBP3410

Canon LBP950/1910

『トナーカートリッジ508』

『トナーカートリッジEP-62』

『トナーカートリッジ509』

『トナーカートリッジ510Ⅱ』

『トナーカートリッジEP-72』

※ 大容量パック

ご注文はオーダーシートに
数量をご記入いただき

①弊社サポートセンターにFAXをお送り下さい。
もしくは、

②担当営業にオーダーシートをお渡し下さい。

弊社サポートセンター

FAX ０１２０－０８－３３８１
電話 ０１２０－８５－１８６１

商品のお問合せ先…ステラグループ（株） サポートセンター 0120-85-1861

広告有効期限：2011年4月末日まで
Copyright  2011 STELLAR GROUP Co., Ltd. All rights Reserved

担当にご用命ください- 9 -



キヤノン製品ご利用のお客様へお願い

計画停電によるHDDクラッシュ防止対策について

いつもキヤノン製品をご愛顧いただきありがとうございます。

現在、東京電力より計画停電が実施されておりますが、普段メイン電源を切らない複合機ですが、

計画停電の前にメイン電源をお切りいただきますようお願いいたします。

内蔵HDDがクラッシュする場合がございます。
お手数ではございますが、停電復帰後に快適にお使いいただくためにも、計画停電前に主電源をお切りいただくよう

お願いいたします（内臓ＨＤＤクラッシュの他、次回立ち上げ時以降の出力画像が乱れる可能性もございます）。

※機種により操作方法が異なる場合もございます。

※弊社ホームページでも操作マニュアルを掲載しております → http://www.stargp.jp/
ご不明の際は担当サービス又はサポートセンターまでご連絡ください → フリーダイヤル(0120-85-1861)

お知らせ

【imageRUNNERシリーズ操作方法】

【imageRUNNER ADVANCEシリーズ操作方法】

本体右側面の主電源スイッチを倒してください

【操作部電源】【操作部電源】
【主電源】【主電源】 タイプA 操作部電源ボタン長押し→ 自動的に主電源スイッチOFF

タイプB 操作部電源ボタン長押し→ 手動で主電源スイッチOFF

タイプC 操作部電源ボタン押下→ 操作部真黒→ 10秒後、手動で主電源スイッチOFF

タイプD 手動で主電源スイッチOFF

タイプA 操作部電源ボタン長押し→ 自動的に主電源スイッチOFF

タイプB 操作部電源ボタン長押し→ 手動で主電源スイッチOFF

タイプC 操作部電源ボタン押下→ 操作部真黒→ 10秒後、手動で主電源スイッチOFF

タイプD 手動で主電源スイッチOFF

【ADVANCEｼﾘｰｽﾞ】【ADVANCEｼﾘｰｽﾞ】

【防災関連情報】 消防庁のホームページに記載されている情報です。

ぜひ、一度アクセスしてみてはいかがでしょうか？

http://www.fdma.go.jp/html/life/

カラー複合機 タイプA タイプB タイプC タイプD

imagePRESS-C1シリーズ ○

imagePRESS-1135シリーズ ○

imagePRESS-C7000VPシリーズ ○

iRC6800/6870/6880シリーズ ○
（C6870/6880）

○
（C6800）

iRC5180シリーズ ○

iRC3380シリーズ ○

iRC3200/3220シリーズ ○

iRC3100/3170シリーズ ○
（C3170）

○
（C3100）

MF8000/7000シリーズ ○

モノクロ複合機 タイプA タイプB タイプC タイプD

iR105/8500シリーズ ○

iR7105シリーズ ○

iR6570/5075シリーズ ○

iR5000シリーズ ○

iR4570シリズ ○

iR3045シリーズ ○

iR3245シリーズ ○

iR3250シリーズ ○

iR3300シリーズ ○

iR70W/700Wシリーズ ○

iRW840/740シリーズ ○

iR900W ○
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お客様の声をお聞かせ下さい

この度、お客様への「より質の高いサービス」

を目指し、キヤノン製複写機をご愛用の

お客様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。
（期間：3月下旬～10月31日）

ご多忙の折、恐縮ではございますが

上記のダイレクトメールが届きましたら、

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

第一回 間違いだらけのトナー選び

トナーには種類があるのをご存知でしょうか？

純正・海外・汎用・リサイクルの4種類に分別されます。

それぞれのおおまかな違いは下記の表を参照していただきたいのですが、海外品と汎用は、国内純正とほ
ぼ同じ品質です。汎用は保証がつかないものがあったり、リサイクルには純正と同じ分量でも、純正との
品質の違いがあるため、トナーの減りが早いということもあるようです。

トナーを選ぶ際は、価格だけではなく品質もポイントなりますので、お使いの環境や印刷物に求められる
品質によって、トナーを選択していただくことをおすすめします。

次回は「リサイクルトナーの落とし穴」を題して、リサイクルと純正の違いをご案内いたします。

《トナー比較》

これ、知ってるとお得かも！？
お得度数 4

使用済みのカートリッジ容器
を再利用

価格が安いのが魅力

品質は業者により異なる

メーカー国内保証なし

（販売店保証）

サプライメーカーが製造し
販売している製品

（いわゆるノーブランド品）

品質は純正とほぼ同じ

メーカー国内保証なし

（販売店保証）

メーカーが製造し、

海外で流通させている製品

純正と比べ価格が若干安い

メーカー国内保証なし

（販売店保証）

メーカーが製造し、国内に
流通させている製品

メーカー国内保証あり

特
徴

リサイクル汎用海外純正国内純正
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■ご挨拶■

■会社概要■
会社名：ステラグループ株式会社
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 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 九段富士ビル4階
日本橋オフィス 東京都中央区日本橋小舟町12番10号 共同ビル堀留1階101号室
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
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
八王子オフィス 東京都八王子市東町9番10号 明治安田生命八王子ビル3階
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2階

■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

■サポートセンターだより■

サポートセンターにお問合せ頂くエラー内容の中で、

お客様でも簡単に対応できる操作方法をご案内します。

■編集後記■

Q、紙詰まり除去したが、紙が詰まってます表示が消えない。

A、主電源入れ直しをお試しください。

※FAXの受信がされていない事をご確認頂いた上で

主電源の入れ直しをお願い致します。

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。

3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生いたしました。
東北、関東で、本当にたくさんの方が被災されました。
お客さまみなさまにおかれましても、ご家族・ご親戚、お知り合い、お友達のご無事を心より祈念申しあげます。
また、この地震、津波の被害に追い打ちをかけるような福島原発の異常事態に、特に東日本においては
市民生活にも極度な不安が広がっている状況でございます。

今後、物流等において、支障をきたすことがあろうかと存じますが、
できるだけお客様にご迷惑とご不便をおかけしないよう、社員一同、全力を尽くしてまいりますので、
何卒よろしくお願い申しあげます。
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