
ステラグループ定期情報誌ステラリンク第66号

イチ押し！

隔月連載
お役立ち情報

複合機編 第２２回

商 品 情 報 情シスさん必見！
お役立ちグッズ ほか

キヤノン

次世代オフィス複合機
imageRUNNER ADVANCE

C5500シリーズ

「ネットアイ②」

給与明細発行を
エコでスマートに！



①

今回は、数ある特徴から3点をご紹介いたします！

imageRUNNER ADVANCEの進化は、第3世代(Gen3)へ。
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②

③
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※掲載価格は全て税抜価格です。

地震対策地震対策地震対策製品製品のご提案ご提案製品のご提案
災害に備えてBCP(事業継続計画)を！

大量導入に

耐震度7 耐震度7

耐震度6強

耐震度6強耐震度6

（株）リンテック21製

（株）リンテック21製 （株）リンテック21製

取扱製品

（株）リンテック21製

取扱製品

取扱製品 取扱製品

対象物重量
56kg/4本対象物重量

100kg/4枚
対象物重量
70kg/4枚

対象物重量
16kg/4枚

対象物重量
56kg/4本

BCP（事業継続計画）とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの時も、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続
あるいは早期復旧するために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

■サイズ：50×50mm
■厚み：5mm

■サイズ：40×40mm
■厚み：5mm

■サイズ：20×20mm
■厚み：5mm

QL-74CL(大)4枚入り
¥1,280（税抜価格）

QL-75CL(中)4枚入り
¥980（税抜価格）

QL-76CL(小)4枚入り
¥880（税抜価格）

QL-E74CL-25(大)100枚入り
¥30,400（税抜価格）

QL-E75CL-25(中)100枚入り
¥23,300（税抜価格）

QL-E76CL-25(小)100枚入り
¥20,900（税抜価格）

＜共通仕様＞
■製品寿命：約5年※使用環境によって異なることがあります。
■適応温度： －30～+80℃以内

接着部を汚すことなくしっかり固定!

タイルカーペット上の複合機の暴走防止。

ファイルや書籍などの収納物の飛び出し対策に！

連結により、転倒を防止！

OA機器の転倒・落下防止に。
QL-74～76CL、
QL-E74CL-25～E76CL-25　
透明両面粘着ゴム

QL-55 ¥2,980(税抜価格)
QL-60 ¥3,500(税抜価格)
耐震用ストッパー

ディスプレイなどに

複合機などに 棚やロッカーなどに

書庫などに

大 中 小

CPUや周辺機器などに

非難燃性
常温での使用に最適

●優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
●工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。　●無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。
●ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。

QL-55（4本入り）

QL-60（ロング・4本入り）

●パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器などの転倒落下事故を防止
する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。

ロングタイプ

MFP-22T
複合機用簡易ストッパー
（タイルカーペット）
¥6,000(税抜価格)

●タイルカーペット上で使用される複合機、シュ
レッダーに取付け、地震による機器の転倒と暴
走を防止します。

■入数：2個

LJ-100G
リンクジョイント(4シート）
¥3,000(税抜価格)

●ロッカー・キャビネット・什器などの連結用シー
トです。貼るだけで簡単連結。不要の時には
簡単に剥離できます。

●強力接着で、100kgのせん断力です。
●棚・机の上に貼っても、薄いため邪魔になりま
せん。

対象物重量
100kg/枚

NS-2052
チュー・イットL（2枚入り）
¥4,000(税抜価格)
●つっかからないので書籍が傷つきにくくなっ
ています。
●接着していないので、移設が簡単で、そのま
ま再使用できます。
■サイズ：W850×D1.6×H100mm

LH-5011
リンクフック
¥2,160(税抜価格)

●棚板上の物の落下を防止します。
●接着でベルトを簡単取付けできます。
●棚板上のものの出し入れが簡単です。

対象物重量
40kg/本

サ プ ラ イ 情 報

のご提案おすすめ製品

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

札幌　 TEL.011-611-3450 TEL.022-257-4638仙台　 
TEL.092-471-6721福岡TEL.06-6395-5310大阪

TEL.052-453-2031名古屋　 

SN1606-01

掲載価格はすべて標準価格です。
特別価格や詳細に関しましては、弊社担当者までお問い合わせください。

もしもの時のためにご準備を！もしもの時のためにご準備を！

もしもの時のためにご準備
を！

もしもの時のためにご準備
を！

もしもの時のためにご準備
を！
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価格や詳細に関しましては、弊社担当者までお問い合わせください。

独自の高度な制御技術により CD並みのクリアで途切れにくい音声と
相手の細やかな表情まで映し出す高画質でスムーズな映像を実現！

資料共有やホワイトボードなど会議に必要な機能は標準装備！
録音・録画機能やメディア再生機能を使って全拠点に動画配信も可能！

画面操作は一切不要！簡単ログインですぐに会議スタート！
しかも、シンプルなインターフェースや設定画面で操作も簡単！

Web会議・テレビ会議システムなら
ライブオンにおまかせ！

Web会議・テレビ会議システムなら
ライブオンにおまかせ！

Web会議・テレビ会議システムなら
ライブオンにおまかせ！
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オリジナル情報誌「 」 は、
imageWARE Desktopで作成しております。
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

複合機と連携するCanon製ソフト

imageWARE Desktopが
解決致します!! 標準価格28,000円/本（保守付）

オフィスでの紙文書や電子文書にまつわる業務を劇的に改善します

毎⽉、営業が利⽤するお客様向け資料の印刷業務が
ありますが、各部門から渡されるデーター形式は様々です。
①部門A：Word形式
②部門B：PowerPoint形式
③部門C：Excel形式
お客様向けなので⾒栄えよく印刷する必要があります。
しかし、いつも締切⽇ギリギリに印刷資料が集まるので、
印刷体裁を整える時間が、あまりありません。

総務・営業サポート部門の悲痛な叫び!?

印刷したいオフィス文書（画像OK）をドラッグ＆ドロップで取込み、
プレビューで確認しながら簡単に資料作成が出来ます！

ページ単位で並べ替え可能

目次やページ番号もワンクリックで作成可能

-1-

ステイプル済み製本印刷可能

~⾒栄えの良い冊⼦の作り⽅〜
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www.inaba-inter.co.jp 2016.06.08
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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っており、
誰でも情報発信、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。

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
リングと言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

そこで、ウイルス対策ソフトとUTMによる
”二重“の対策をお勧めいたします！

お客様のPC台数やお仕事でのネット利⽤状況などにより、最適な機種をご提案
いたします。また、購入だけでなくリースやレンタルなどご契約形式も様々ござ
いますのでご予算などについてもお気軽にご相談ください。
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給与明細のクラウド化で作業効率UP!!

面倒な給与明細発⾏をクラウド化によりエコでスマートに！
システムイメージ図

CS
V

給与ソフトからCSV形式で
データ連携

給与明細作成後
通知メールを従業員に一括配信

SSL(暗号化)通信で
セキュリティ安心

専用サイトで明細を確認
PCからはpdf形式でも閲覧可能

給与担当者
従業員

給与明細発⾏業務の手間や
用紙代、郵送代等のコストを

eco@給与Liteで削減！

PC・スマートフォン・携帯電話からいつでもどこからでも明細を確認！
給与明細電子化を初期費用50,000円、月額2,000円〜のお手軽価格でスタート！ ※1

※1価格は税別。ユーザー1名〜50名の場合

Point1 給与明細発⾏業務にかかる手間とコストを削減します！

年間作業時間
約45時間

印刷代
500円×12ヶ月

用紙・封筒代
9,000円×12ヶ月

切⼿代
4,100円×12ヶ月

eco@給与Lite
導入前

eco@給与Lite
導入後

年間作業時間
約1時間

印刷代
0円×12ヶ月

用紙・封筒代
0円×12ヶ月

切⼿代
0円×12ヶ月

初年度合計
約15万円
のコスト削減

※2

システム利⽤料
0円

システム利⽤料
3,000円×12ヶ月
+初期費用5万円 ※2 担当者年収300万円、従業員数100名、

給与明細郵送数50名での概算
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Copyright© Software Agency System co.,ltd. All rights reserved. 

他にも給与明細へのファイル添付や従業員宛メール配信機
能、賞与明細や源泉徴収表の発⾏、従業員アンケートにも
活用できる安否確認機能等便利な機能を搭載！
給与明細発⾏の⼿間やコストを削減したい等のお悩みを
まずはお気軽にご相談下さい！

マニュアルいらずの
簡単操作！

Point2 簡単操作で電⼦給与明細をスムーズに発⾏！
給与計算ソフトからCSVファイルを出⼒すれば後は簡単操作で従業員に給
与明細を発⾏！公開日指定もできるのでいつでも明細作成ができます！

②給与計算ソフトから出⼒した
CSVを取り込んで

③明細一括作成ボタンを
クリックして明細を作成！

①ボタンが大きくわかりやすい
メニュー画面から
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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



『職場意識改善助成⾦』を有効活用！ [PCA就業管理X]

『職場意識改善助成⾦（職場環境改善コース）』を活用するには？
■対象となる事業主様

雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得⽇数が13日以下であって
月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の
改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主。
右の表のAまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります→

■対象となる取組
○労務管理担当者に対する研修 ○労働者に対する研修、周知・啓発 ○外部専門家によるコンサルティング（社会保険労務士、中小企業診断士など）
○就業規則・労使協定等の作成・変更（計画的付与制度の導⼊など） ○労務管理⽤ソフトウェアの導⼊・更新 ○労務管理⽤機器の導⼊・更新※１
○デジタル式運⾏記録計（デジタコ）の導⼊・更新 ○テレワーク用通信機器の導入・更新※１
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導⼊・更新（⼩売業のＰＯＳ装置、⾃動⾞修理業の⾃動⾞リフトなど）※２
※１ パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。※２ 成果目標をいずれも達成した場合のみ、支給対象となります。

■支給の条件・支給額
・具体的な数値⽬標を設定し、⽬標達成状況に応じた補助率とかかった対象経費から計算し、⽀給されます。

■成果目標などの評価期間
平成29年2月15日までの事業実施期間中の3ヶ月を自主的に設定。

労働時間等の設定の改善※により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中⼩企業事業主に対
して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の⽣活と健康に

配慮するとともに多様な働き⽅に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

『職場意識改善助成⾦（職場環境改善コース） 』とは？

目的 成果目標 備考

① 年次有給休暇の取得促進 労働者の年次有給休暇の年間平均取得⽇数
（年休取得⽇数）を4日以上増加させる

年次有給休暇の年間平均付与⽇数と年休取得⽇数の差が
1⽇未満の場合は、⽇数にかかわらず年休取得⽇数を増加させる

② 所定外労働の削減 労働者の月間平均所定外労働時間数（所定
外労働時間数）を5時間以上削減させる

所定外労働時間数が1時間未満の場合は、
時間数にかかわらず所定外労働時間数を削減させる

労務管理⽤ソフトウェア等の導⼊・更新にかかる
費用の最大75％（上限100万円）が助成されます！

成果目標の達成状況 ①・②ともに達成 どちらか一方を達成 どちらも未達成

補助率 3/4 5/8 1/2
上限額 100万円 83万円 67万円

承認申請は
平成28年10月17日まで

対象経費
謝⾦、旅費、借損料、会議費（通信運搬費
含む）、雑役務費、印刷製本費、 備品費、
機械装置等購入費、 委託費

『職場意識改善助成⾦』に関するお問い合わせ

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）
詳しくは、事業場の所在地を管轄する労働局におたずねください。労働局の所在地一覧は以下のウェブページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

さまざまな
業種・勤務体系に

対応する
勤務管理システムの
ご紹介は裏⾯を
ご覧ください！

かかった対象経費 ①・②ともに達成 どちらか一方を達成 どちらも未達成

200万円 200万円×補助率3/4＝150万円

→ 100万円（上限額）
200万円×補助率5/8＝125万円

→ 83万円（上限額）
200万円×補助率1/2＝100万円

→ 67万円（上限額）

60万円 60万円×補助率3/4＝45万円

→ 45万円
60万円×補助率5/8＝37万5千円

→ 37万5千円
60万円×補助率1/2＝30万円

→ 30万円

▼⽀給額の計算例※細かい条件などがありますので、詳細は下記のお問い合わせ先へお問い合わせください。

※承認処理に1月以上かかる場合もありますので、8月末までの申請をお勧めします。

業種 Ａ．資本または出資額 Ｂ．常時雇用する労働者

小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

その他の業種 3億円以下 300人以下

平成28年度
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〒160-0016 新宿区信濃町35番地 信濃町煉⽡館4F
TEL : 03-5360-8131

〒102-8171   千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル
TEL:03-5211-2700  

必要な出勤日数・残業時間等の
勤務情報を集計

勤務管理システム『PCA就業管理X』の導入で
客観的な記録と効率的な勤務管理を実現します！

勤務時間、日数などを毎日自動計算！

出退勤等の勤務情報を
『PCA就業管理X』へ転送

タイムレコーダー『テレタイム』に
従業員がIDカードをタッチするだけ

承認・打刻データ
取込み

＜PCA製品に関するお問い合わせ＞ ＜クロノス製品に関するお問い合わせ＞

クロノス株式会社

有休・残数管理も！

打刻データ取込み

承認・打刻データ
取込み

WEB勤務管理システム 打刻データの承認・確定
各種申請の承認

WEBでも打刻

iPadでも
運用可能！

「労働能率の増進に資する設備・機器等」となれば対象範囲も拡大

※設定された２つの成果目標を両方ともクリアする必要があります。
達成できない場合の助成はありません。

※対象ソフトについては所轄により⾒解が異なる場合がございますので、
検討・購入前に最寄りの労働局までご確認ください。

■システムを稼働させるためのインストール・導入指導・コンサルティング費用なども助成の対象

労働者が⾏っている作業や業務、収集・分析等の作業が軽減となるような設備・機器を導入し、所定外労働を削減し、
年次有給休暇の取得を促進できれば補助の対象となります。

①『PCA商魂・商管シリーズ』を導⼊し、売上伝票・請求書等の発⾏時間が短縮。
②『PCA給与・人事シリーズ』を導⼊し、給与計算処理や⼈事業務時間が短縮。
③『PCA会計シリーズ（⾮営利法⼈向け含む）』を導⼊し、管理資料作成時間が短縮。
④『PCA税務シリーズ（法人税・所得税・消費税）』を導⼊し、申告書作成の業務効率が向上。

＜例えば・・・＞

打刻データ
取込み

成果目標の達成
状況

A・Bともに
達成

補助率 3/4
上限額 100万円
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hiroaki.tanaka


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

yuta.muto

ステラグループ株式会社

hiroaki.tanaka


yuta.muto

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



18



19



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

今、オフィスの在り方が急速に変化を
しています。

従来の集中業務型からコミニケーショ
ンを主とした風通しの良いオフィスまで。

デザインや見た目だけでなく働く人の
モチベーションや健康、業務形態までを。

我々は企業の文化を育て、新たな時代
に機能する、オフィスコンサルティング
サービスを提供いたします。

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

まずは、ステラグループまでご相談ください。

frontiercube.co.jp

物件
サイト

麹町Mビル
千代田区麹町2-3-9
5F,8F 各51.99坪
坪単価 25,000円（共益費込・税別）
7月末までの契約で
フリーレント4ヶ月のキャンペーン中
※詳細お問い合わせください！

石河ビル
中央区日本橋本町4-8-16
2,3,5,7,8,9F 各108.67坪
坪単価17,000円（共益費込・税別）
6月末までの契約で
完全フリーレント6ヶ月のキャンペーン中
※詳細お問い合わせください！

Gスクエア
渋谷区道玄坂2-11-1
5F 150.82坪、6階 160.18坪
坪単価30,000円（共益費込・税別）
7月末までの契約で
完全フリーレント6ヶ月のキャンペーン中
※詳細お問い合わせください！20



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)
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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

今、オフィスの在り方が急速に変化を
しています。

従来の集中業務型からコミニケーショ
ンを主とした風通しの良いオフィスまで。

デザインや見た目だけでなく働く人の
モチベーションや健康、業務形態までを。

我々は企業の文化を育て、新たな時代
に機能する、オフィスコンサルティング
サービスを提供いたします。

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
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まずは、ステラグループまでご相談ください。

frontiercube.co.jp
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サイト

麹町Mビル
千代田区麹町2-3-9
5F,8F 各51.99坪
坪単価 25,000円（共益費込・税別）
7月末までの契約で
フリーレント4ヶ月のキャンペーン中
※詳細お問い合わせください！

石河ビル
中央区日本橋本町4-8-16
2,3,5,7,8,9F 各108.67坪
坪単価17,000円（共益費込・税別）
6月末までの契約で
完全フリーレント6ヶ月のキャンペーン中
※詳細お問い合わせください！

Gスクエア
渋谷区道玄坂2-11-1
5F 150.82坪、6階 160.18坪
坪単価30,000円（共益費込・税別）
7月末までの契約で
完全フリーレント6ヶ月のキャンペーン中
※詳細お問い合わせください！ 21



本製品に関するお問い合わせは、
ステラグループ株式会社 担当営業までご連絡ください！

Officeは人数分購入することで
経費削減しませんか？

Office365は月額購入可能です

①3か⽉だけ利⽤する派遣社員分として、3,000円の利⽤料で3か月分の
Officeを用意。

②1年の利⽤予定だったが、1か⽉延⻑したい。

③減った場合も無駄な投資にならない月単位のコストで安価に運用。

④プラン変更も⽉単位で可能。

• Office365は年額プラン・⽉額プランあります！
• Office365は大きく分けて4つの機能から成り⽴ってます。
• それぞれの単体プランでの購入可能です。
• 更新時期にプラン変更も可能です

⽉額利⽤のメリット
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第十六回へつづく

ほ

ネットアイその他のサービス

ファームウェア自動アップデートサービス
（Content Delivery System）

ほ

ご存知ですか？ネットアイサービス その２

遠隔監視サービス
2 4 時間、複合機を見守ります。

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。

誰もいない夜中に
自動アップデートが可能です！
お客様の複合機を常に最新の
状態にしてまいります

①パソコン等で実施されているバージョンアップ機
能と同等機能です。
②お客様に確認した時間帯(複合機をご使用していな
い夜中など)にバージョンアップするので、複合機稼
働を止めることはありません。
③サービス店には、ファームウェアのダウンロー
ド・バージョンアップの結果がメールで通知されま
すので、サービス店側でも稼働状況が確認でき安心
です。

※本サービスの対応機種につきましては
担当者にお問い合わせください
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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7月号
2016年6月21日発行

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。

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
梅雨入りし、ジメジメした天気が続いております。
お客さまみなさまがたに、ご健勝を祈念申しあげます。

今号の巻頭に掲載させていただいておりますが、キヤノンのA3カラー複合機の新製品が発売となりました。
私どもステラグループを始めとする全国の販売店がお聴きしたお客さまのお声を製品開発に反映して創られた
Image RUNNER ADVANCE C5500シリーズでございます。
今まで以上にお使いになる方の立場に寄り添った設計となっております。
デモ機をご用意しておりますので、ぜひ一度お試しくださいませ。

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。

キヤノンから待望の新型カラー複合機が発売になりました。
「あなたにいちばんの使いやすさを。」のキャッチコピーの通り、

大掛かりな認証システムを導入しなくても自分用に使いやすく設定した
画面をアイコンにタッチするだけで簡単に呼び出すことができます。
まさにユーザーのための複合機。他にもたくさんの新機能、
進化した機能がございますので詳しくは担当よりご案内させていただきます。
ぜひご検討ください！

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

ステラリンク2016年7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

P 2 次世代オフィス複合機 imageRUNNER ADVANCE C5500シリーズ
P 4    プリンターの新領域ひらくRISO NEW ORPHIS
P 5 もしもの時の為の準備を！地震対策製品のご提案
P 6  Web会議・TV会議システムのLive On
P 7 ホームページ丸々パックのご提案
P 8    imageWARE Desktop活用術 ～見栄えのいい冊子の作り方～
P10 情シスさん、お役立ちグッズ
P11 インターネットのセキュリティ強化 ステラUTM
P12   OBC プラスワンソリューション 会計編
P13 オフィスの環境をクリーンに、クリアルマイサニー

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

P14   給与明細のクラウド化で作業効率UP!eco@給与Lite
P16 PCA 給与・勤怠管理システム、タイムレコーダー
P18  Docomo キャンペーンご紹介
P20 オススメ物件 多数そろっています。フロンティアコンサルティング
P22   Office365で経費削減！
P23   複合機お役立ち情報⑮「ネットアイ２」

★Facebookもぜひご覧ください！
https://www.facebook.com/stargp.jp


