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『事業継続の対策』

テレビよりも早い！緊急地震速報

「震災時オフィスけが人0計画」 応援

お仕事に役立っている複合機が

避難の妨げにならないように

余分な電力は使用しない

省エネ・節電複合機とプリンター

iＲ-ＡＤＶＡＮＣＥと

グループウエアの連携

ビジネスで活用するipad2

これ、知ってるとお得かも！？

リサイクルトナーの見極め方



ステラグループ株式会社の事業領域

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！

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。

このたびの東日本大地震により、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。

いまだに余震が続く状況の中、皆様と皆様のご家族、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。

主な営業品目は・・・

OA商品

システム商品 オフィス商品

メンテナンス
サポート保守

アウトソーシング

・・・これらの“複合”提案をおまかせください！
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より高度な地震速報をキャッチする

あいまい：「大きな揺れ～」と曖昧な表現発報表現詳細：「震度○の揺れ～」と具体的に表現

カウントダウンなし：カウントダウンは行わないカウントダウンカウントダウンあり：地震到達時間を予測しカウントダウン

固定：震度5以上の地震で発報される震度設定自由に設定：発報対象は震度1から7強まで自由に設定

アバウトに予測：全国を200エリアにわけた地域で予測予測エリアピンポイント：専用端末を設置した場所で予測

一般利用（テレビやラジオ）項目高度利用ＤＰＡＳＳ

テレビよりも早い！！

緊急地震速報

『震災時オフィスけが人０計画』を応援します

○企業活動の早期
再開に役立ちます

○患者様、お客様の
安全を確保

○従業員の安全を確保

・地震の発生を事前に知らせる事で従業員

の安全を確保することができる。

・事務所内にケガ人を出さないようにする

ことで、地震後の避難をスムーズに行える。

・内線交換機との接続で、放送設備のない

オフィスでも、電話機のスピーカーで

発報できる。

・病院などで、手術・治療など、小さな揺れでも

危険が伴う施術を中止することで、

安全を確保できる。

・理容室・美容室でハサミ等の刃物を使用

するサービスを中止、危険を回避できる。

・火を使用する飲食店の厨房で、迅速な

消火を促すことで、二次災害を防ぐ。

・自動車修理工場、倉庫、金属加工工場、

ビル建設現場

・地震発生時に危険を伴う可能性のある

職場で、従業員の安全の確保と

二次災害の防止ができる

参考価格

ｾﾞﾛ

【本体SH200-J】

９９，７５０円(税込)

※ご利用料金：月額利用料10,500円/台(本体のみ)

【子機SH200-J-S】

１７，８５０円(税込)

緊急地震速報には「高度利用」

と「一般利用」があります。

2008年5月8日発生の

茨城県沖地震では「高度利用」

速報は主要動（Ｓ波）は到達

までに間に合い、一般のテレビ

やラジオ速報は間に合わないと

いう結果が出ました。

担当にご用命ください
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複合機の転倒防止！地震対策キットA1

お仕事に役立っている複合機が

避難の妨げにならないように・・・

※神戸地震を最大加速度0.5Ｇ（震度6相当）にしての効果確認

地震対策の効果

20,000円（ゴムブロック2個入り）価格（税別）

4749B001商品コード

地震対策キット・A1商品名

『地震対策キットA1』

担当にご用命ください
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必要な時だけ電力を使用するプリンター

節電対策に最適！

省エネ設計で、余分な電力を抑えた
A3カラープリンター

カラー/モノクロ同速30枚/分を実現するなど高速性能を追及。

さらに、光沢感のある仕上がりで画像データも美しくプリント

LBP5900
TEC値：5.22

5,000枚/月使用
LBP9600C

TEC値：1.30

139.2(kwh) 消費電力（年間） 33.5(kwh)

3,062(円) 電気代（年間） 737(円)

78.0(㎏-
CO2)

環境負荷（年間）
18.7(㎏-

CO2)

62.2(㎡)
杉森林面積（年

間）
14.9(㎡)

139.2
kwh

33.5
kwh

消費電力
76%削減！

[kwh]

※TEC値とは・・・「Typical Electricity Consumption」。概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間+スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電
力量）（kWh）を指します。

95％の電力削減を実現した複合機

iR C2620N（参
考値）

TEC値：20.1
5,000枚/月使用

iR-ADV 
C5035F

TEC値：1.48

712.8(kwh) 消費電力（年間） 38.4(kwh)

15,681(円) 電気代（年間） 844(円)

399.8(㎏-
CO2)

環境負荷（年間）
21.5(㎏-

CO2)

319.0(㎡)
杉森林面積（年

間）
17.1(㎡)

712.8
kwh

38.4
kwh

電力
95%削減！

[kwh]

オフィスの省エネに貢献！

オンデマンド定着やスリープ時の
低消費電力設計の複合機

iR C2620N iR -ADV C5035F

コピー、FAX、プリント、スキャンができる基本性能が充実したアドバンス
大型液晶タッチパネルで見やすさもアップ

※TEC値とは・・・「Typical Electricity Consumption」。概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間+スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電
力量）（kWh）を指します。

LBP5900 LBP9600C

担当にご用命ください
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iR-ADVANCEとグループウェアの連携

iR-ADVC＋HOMEでインターネットに接続すれば

社内外であらゆる情報を共有できます！

インターネット上で

在庫情報や受注表を保存できます

携帯からも社員全員の

予定やコメントを確認できます

スケージュールや伝言メモを全社共有FAX送信感覚で更新情報を

アップロードできます。

社内の共有すべき情報はデジタルデータだけではありません

紙文書や、FAXの情報も社内外から共有したい…
在宅勤務などの業務運用形態を

想定したときに、社内外から情報を

共有する方法はないか？

紙文書やFAXで届く情報を

社内で共有することが

できないだろうか？

HOME とは、キヤノンが提供する「ネットワークセキュリティー」「グループウエア」「IT運用支援」をトータルサービスです。

業務のIT化に必要な3つの要素をまとめて導入できるため、スピーディーに実現することが可能です。

さらに、iR-ADVとの連携で受信したファックスデータ、スキャンしたデータも共有することができます。

ビジネスユースとしてのiPad

脱ノートPC化で最先端を

高さ：241.2mm 
幅：185.7mm 
厚さ：8.8mm 
重量：601g～

モバイル端末、在宅勤務の使用目的も即、実現できます！

さらに・・・

担当にご用命ください
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これ、知ってるとお得かも！？

第二回 リサイクルトナーの見極め方

お得度数 3

お客様の声をお聞かせ下さい

リサイクルトナーは、使用済みのトナー容器を再利用した製品です。純正品と比べ“低価格”である

ことが最大の魅力といえます。

純正とリサイクルの違いは、価格と品質です。純正は、メーカーで“印字”チェックと“印刷枚数”

のチェックが行われます。一方、リサイクルは工程上、印刷枚数のチェックができない物もあるため、

リサイクルメーカーによってバラつきがあるようです。もしもトナーに不具合があった場合、新しい物と

交換してくれるのかなど、アフターフォローについて事前に確認しておくことでトラブルの回避、軽減が

できるのではないかと思います。残量が残っているにも関わらず、もう一度

トナーを買う羽目になってしまっては、返って損をすることもあるかも

しれません。トナー購入の際は、品質とアフターフォローも考慮し、

お選びになることをおすすめいたします。

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頂きます。

調査期間

（ご案内ハガキ送付期間：5月31日～9月下旬）

（アンケートサイト設置期間：6月1日～10月31日）

ご多忙の折、恐縮では御座いますが

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。
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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

■編集後記■

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。

東日本巨大地震が発生し、一月が過ぎました。様々な影響が、色濃く、尾を引いております。
通常のビジネスになかなか戻って参れないもどかしさがございます。
しかしながら、被災された方々に、思いをいたしますと、やはり私たちが気持ちを強く持って、がんばることが、
この国の復興には不可欠であると考える次第でございます。

私たちステラグループとしましても、私たちが最も得意なこと、すなわち、オフィスワーク・クリエティブワークを
お手伝いすることに、今まで以上に注力してまいります。

今後も物流等において、支障をきたすことが予想されておりますが、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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