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イチ押し！

隔月連載
お役立ち情報

ＰＣ編 第２３回

商 品 情 報
画質と生産性を兼備、
新世代12色Ａ１プリンター ほか

キヤノン

次世代オフィス複合機
imageRUNNER ADVANCE

C5500シリーズ

「ワンタイムパスワードとは？」

経費や旅費の精算業務を
“楽”にします！



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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カラー複合機をお使いのお客さまへ

オフィス業務においてお困りごとはありませんか？
カラー複合機をお使いのお客さまから弊社へ寄せられた
お悩みごとやご要望をいくつかご紹介いたします。

こんなことはありませんか？

「コピー/スキャン、その後に」

モバイル機器と
連携させたい

迷わず操作
したい

ホチキス作業を
省⼒化したい

FAX業務を
効率化したい

印刷の手間と
ｺｽﾄを抑えたい

快適に使いたい1 2 3

54 6

「操作しやすいタッチパネル」

「自分専用画面で操作開始」
自分のワークスタイルに合っ
た操作画面ならいいのに…

「針なしホチキス」

原稿のとじ直しの手作業は
枚数/部数が多いと大変…

「高速起動、すぐ操作」 「効率よく資料を作成/印刷」 「受信FAXの仕分け」
DMなど無駄な受信が
多くて困っています…

「省スペース/コンパクト設計」 「送信FAXのバックアップ」「ミスプリントを低減」

「高機能なモバイル連携」

「多彩な接続手段(有線/無線)」

スマホで撮った写真をすぐ
に印刷したいんだけど…

送信したFAXに関する問合
せに急ぎ対応しなければ…

スマホのような軽快な操作
感だといいのに…

使いたい時に、待たされる
ことが多いような…

印刷した書類を手作業で
束ね揃えるのは大変…

印刷設定ミスに気付かず
全部数出⼒してしまった…

給排紙のオプションを付ける
と結構場所とるよね…

シュレッダーの際、ホチキス針
の分別は一苦労…

社内LANには個人スマホ
を繋がせたくないんだよね…
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用途に合わせた
多彩なホチキス機能直感的な操作性 多彩なモバイル連携

機能

多彩な印刷機能で
ムダな出⼒を抑制

時間と空間を
有効活用

FAX送受信業務を
効率化

日常のオフィス業務をより快適に。期待に応える新シリーズ登場。

1 2 3

54 6

imageRUNNER ADVANCE 
C5500シリーズなら
コスト削減、業務効率化、操作容易性など、
お客様のご要望にきめ細かく対応できます。

※オプション

⼤容量カセット
は2段分の高さで
2,850枚(A4)を
収納。

複数の文書ファイルを一つに束ね、編集
可能。印刷仕上がりイメージを、出⼒前
にプレビュー確認。

PC上で印刷体裁をプレビュー 本体操作パネルでプレビュー
＊「imageWARE Desktop」(別売)連携時

Canon PRINT Businessをモバイル
機器にインストール、簡単接続してプリン
ト＆スキャン。

コンパクトな
フィニッシャー。
※オプション

コンパクト

コピー/スキャン後、原稿(最大50枚程度)
を手動でとじ直せるマニュアルステイプル。

※インナーフィニッシャー (OP) ※外付けフィニッシャー (OP)

無線LAN内蔵で、設置場所を選ばず。
無線によるダイレクト接続は有線LANと
併用可能で、スマホも簡単接続。

10秒以内で高速起動、
10秒以内でスリープ復帰。
人感センサーで体感復帰
時間を更に短縮。
＊使用状況により高速起動されない場合があります。
尚、タッチパネルのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。

ADF(自動原稿送り装置)
は高速1パス両面読取。

＊

FAX送信画像を自動で保存。
自動で保存

データ振り分け

送信日時/受付番号
などの情報を付記

送信した
FAX画像
をデータ化

FAXを送信

針なしとじは針が不要なため、⾷品を扱
う場面(異物混⼊を懸念)やお子様にも
安⼼。針分別が不要で環境にも優しい。

スマートな
⾒た⽬

重ねても
かさばらない

そのまま
シュレッダー

圧⼒で
とじる

消耗品
不要

※針なしとじ対応フィニッシャー(OP)。とじ枚数は最大5枚まで。

10.1インチ静電タッチパネルは⾒やすく、
操作性は軽快でスマホライク。

フリック操作
ピンチイン/
ピンチアウト操作

■連続複写速度 ････ 60ppm
■ファーストコピータイム
カラー ･････････････ 4.5秒
モノクロ ･･･････････ 2.9秒

■スキャンスピード
（A4ヨコ/300dpi/両面）
カラー/モノクロ･ 160ppm

■連続複写速度 ････ 50ppm
■ファーストコピータイム
カラー ･････････････ 5.2秒
モノクロ ･･･････････ 3.5秒

■スキャンスピード
（A4ヨコ/300dpi/両面）
カラー/モノクロ･ 160ppm

■連続複写速度 ････ 40ppm
■ファーストコピータイム
カラー ･････････････ 6.1秒
モノクロ ･･･････････ 4.1秒

■スキャンスピード
（A4ヨコ/300dpi/両面）
カラー/モノクロ･ 160ppm

■連続複写速度 ････ 35ppm
■ファーストコピータイム
カラー ･････････････ 7.4秒
モノクロ ･･･････････ 4.9秒

■スキャンスピード
（A4ヨコ/300dpi/両面）
カラー/モノクロ･ 160ppm

＊

初期画面や表示言語を自分仕様にカス
タマイズ、一人ひとりのワークスタイルに
合った操作性を実現。

ユーザーB

ユーザーA

ログイン後、
UIを英語で表示

ログイン後、
【スキャンして送信】

画面を表示
ログイン

DMなど不要なFAXの出⼒を抑⽌し
出⼒コストを削減。

※「FAX受信転送」＋「せいとんファクス 」(別売)連携時

FAXを受信 番号判別

電子化バックアップ

アドレス帳登録
番号のみ出⼒

非登録アドレス
は出⼒せず

＊

留め置き印刷でミスプリントや放置プリン
トを抑止。

本体にプリントジョブを
一時保存

必要なジョブを
選択、設定を変更

出⼒
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楽楽精算とは
・経費・交通費・旅費など、経費にかかわる全ての処理を一元管理できる経費精算システムです。
・申請→承認→経理作業の電子化や、自動仕訳・会計ソフト連携など、様々な機能で業務効率の
向上や、人的ミスの防止を実現させることができます。

・過去のデータをいつでも利用可能で、内部統制の強化や監査対策にもお役立ちいただけます。

経費や旅費の精算業務を“楽”にするシステム
経費や旅費のワークフローを改善して、コストを削減！
精算業務の課題を【楽楽精算】が解決します。

その他の機能

御見積・対応システムなどは、担当営業までお気軽にご相談ください。
6
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ストレスチェック対策も
PCAで安心！
専⾨知識が必要なストレスチェックも
PCAならスムーズに対応できる各種製品・サービスをご用意しています

メンタルヘルスプログラム

『PCA ストレスチェック ALART』
ストレスチェック義務化対応をカバーした中小企業向けのメンタルヘルス対策パッケージです。

ア ラ ー ト

●職業性ストレス簡易調査票が利⽤可能
●組織分析レポート機能も完備、労基署への申請書作成フォーム、医師の意⾒書フォームも完備
●従業員データ管理、カウンセリング予約もシステム上で実現可能
●ブラウザベースのシステムのため、スマホからも登録・確認が可能

標準機能・サービス
・ストレスチェックWebシステム
・実施者代⾏
・組織分析
・規定集の提供

95,000円（税別）〜/100⼈まで（年額）

オプション

メンタルヘルス研修 要問合せ
体制構築コンサルティング 要問合せ
高ストレス者医師面談※ 25,000円（税別）/1人1回
カウンセリング※ 15,000円（税別）/1人1回

提供：株式会社ドリームホップ ※ドリームホップ社との直接契約となります。

新機能「ストレスアラートグラフ機能」搭載！

『PCA就業管理X』
労働基準法・メンタルヘルスチェック制度に準じた帳票を標準搭載
出⼒帳票は、「棒グラフ」「アラートライン」「カラー」で簡潔表示

残業45時間超等、労働基準法・ストレスチェック制度に活用可能な、アラート条件・帳票設定を登録した
テンプレートをご提供します。詳細設定不要で、グラフ表⽰の帳票をカンタンに出⼒。
設定したいアラート機能を有効化するだけで利⽤できます。
＜アラート予測個人グラフ＞ ＜アラート予測合計グラフ（実績と予測）＞

アラートグラフを活用する
ことで、アラート対象者（個人）
の残業時間超過日を事前に
「予測」「把握」が可能！
（超過時間数も確認可能）
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PCA⼈事管理Xで
キャリアアップ助成⾦対策しませんか？

キャリアアップ助成⾦とは・・・
有期契約労働者・短時間労働者・派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業
内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取り組
みを実施した事業主に対して助成する制度です。

キャリアアップ助成⾦を受給するにあたって、必要な要件の⼀つとして
「キャリアアップ計画」を作成する必要があります。キャリアアップ計画の中には目標の設定や、項
⽬の管理等が含まれており、それをPCA⼈事管理Xのユーザー定義管理項⽬を使⽤して管理
することが可能です。
またキャリアアップ助成⾦の対象となる従業員の管理や確認等もPCA⼈事管理Xの機能を使
⽤して⾏うことができます。

独⾃の管理項⽬で助成⾦申請⽤の書類作成可能！

『PCA⼈事管理X』

＜ユーザー定義管理項⽬の登録＞ ＜社員情報の登録＞

＜社員の検索条件＞ 検索条件を入れることによって、その条件に
合致する社員を検索することが可能です。
例えば「勤続3年以上で、従業員区分が派遣社
員」の場合など、複数の条件を入れることに
よって、絞り込んで対象者を確認することが
できます。
検索条件は保存することができますので、使
⽤頻度が⾼いものに関しては、条件を保存し
ておくことをお勧めいたします。

キャリアアップ計画の中にある、⽬標に関する管理や項⽬はユーザー定義管理項⽬として作成し、それを社員
ごとに⼊⼒することができます。
またシステムに初期で搭載されている機能を使⽤して、従業員区分の管理や勤続年数の把握、従事している業
務の在籍期間や所有している資格の管理等、キャリアアップ対象の社員がどのくらいいるのか、また今後の⽅
針としてはどうすればいいのか等を帳票類などで把握することが可能です。
PCA⼈事管理Xでは、システムで初期値で設定されている「システム定義管理項⽬」とユーザー様が⾃由に設
定できる「ユーザー定期管理項⽬」の2種類があるので、必要な情報の把握に役⽴てることができます。
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赤いラインは、プロ品質の証。
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圧倒的な写真画質と高い生産性を実現
PROのための新世代12色プリンター
新「LUCIA PRO」インクの進化

新顔料インクの採⽤により、
インク色材を用紙の上により
緻密・⾼密度に配置し、印
字表⾯の平滑性を⾼めること
を実現。
印字表面の散乱光が抑制さ
れ、発色性と光沢性も向上
しました。

暗部領域の
表現⼒向上

色域の拡大

⿊、暗部、⾚領域の発⾊が向上

安定した色再現のための制御技術

濃度のばらつきや
色ムラを抑制

ノズルの目詰まり
を別のノズルで補
完し失敗プリント
を防止

常に安定した色
を維持
複数プリンターを
同じ色に調整

ノズルリカバリー
システム

カラー
キャリブレーション

リアルタイム
駆動制御

PCレスでiR ADVANCE連携
imageRUNNER ADVANCEでスキャンしたPDFファイ
ルやJPEGファイルをPCレスでダイレクトに印刷可能。
パソコンを使用せず手軽にロール紙幅のポスターサイズに
拡大プリントできます。

様々な大判サイズに
拡⼤出⼒

PDF

SCAN

USBメモリダイレクトプリント
USBメモリ内に保存したファイルのダイレクト印刷が可能。
PCを使わず簡単、手軽に、等倍プリントやロール紙幅に
拡大プリントできます。

対応ファイル
フォーマット

操作パネルに
プレビュー表示

PCレスで
ダイレクトプリント

マルチファンクションロールシステム 選べる⼤容量インクタンク

顔料モデル初の
2段ロール対応

簡単操作の巻取り機能

印字面外側 印字面内側

ロール紙を同時に2本装填可能。異なるロール紙を装填
し⽤途に応じて⽤紙を切り替えたり、同じ用紙を2本装
填して⼤量出⼒も可能。下段は巻き取り装置としても使
用可能。

プリントボリューム、出⼒環境等に応じて3サイズのインク
タンクを混在させて使用可能。
インクのランニングコスト低減や交換作業の手間を削減
します。

160 ml 330 ml 700 ml

異なるサイズの
組み合わせもOK
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■エプソンのスマートチャージ ポイント
・A3ノビ対応・カラー対応 高速・高画質のビジネスインクジェットプリンター
…全⾊顔料インクで、⽔に流れにくい・マーカーにもにじみにくい

・L判写真用紙からA3ノビまで、普通紙・はがき・ファイン紙・写真用紙・厚紙・封筒など
様々な用紙に対応

・5インチタッチパネル搭載 … スマートフォンのように直感で操作できます
・Wi-Fi®/Wi-Fi Direct™に標準対応
…無線LAN接続による出⼒やタブレットから直接印刷・
「EpsonConnect」(クラウド経由のプリンティング・スキャニング)に対応

・低消費電⼒ … 当社の同等カラーページ複合機に⽐べて、消費電⼒量を約88％削減

新しいプリントサービス
「エプソンのスマートチャージ」のご案内

この度、エプソンより新しいプリントサービス「エプソンのスマートチャージ」が発表となりました。

「導入コスト0円、月々1万円から」という新しい料金体系で、

「本体使用料」「保守」「消耗品(インク)」がすべて含まれたサービスです。

今お使いの複合機のリース料金・ご請求金額をご確認下さい。

「エプソンのスマートチャージ」なら、経費削減寄与にご協力できます！

※1 ※2

※1 搬入・設置をご希望される場合は、別途料金がかかります。 ※2スタンダードB、フルカラーBプランの場合。基本印刷枚数を超過した分は、別途超過従量料金が発生します。

■スマートチャージ料⾦プラン

[ベーシック]
2段カセットモデル

基本使用料金：10,000円(税別)/月

基本使用料金：12,000円(税別)/月

[フルセット]
4段カセットモデル

モノクロメイン カラーメイン

☆複合機との料⾦シミュレーション・お問い合わせは裏⾯をご覧下さい
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オリジナル情報誌「STELLAR LINK」 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

日々、営業マンは、お客様向けアプローチ資料を作成して
います。 たとえば、製品紹介資料などです。
各メーカーから配布されたチラシを、担当顧客向けに編集
する事が有ります。 会社名や個人名の追記などです。
現状は、
・原本（紙文書）しかない時は、社判を押印、
・PDFファイルしかない時は、印刷して押印しています。
もう少し、⼿軽に⾒栄え良く作成できればなぁ・・・。

営業マン、サポート部門の悲痛な叫び!?

編集したい紙文書やPDF文書をドラッグ＆ドロップで取込み、
プレビューを⾒ながら簡単にPDF編集が出来ます！

Acrobatの使用方法が単純にPDF化することだけに使用される方！Acrobatでなくても
使用要件が満たすことが出来れば、imageWARE Desktopでも良いケースがあるかも？

~PDF⽂書のカンタン編集〜

ワンクリックで「社名」「日次」「氏名」が追記可能

不要なページも抜き取り可能
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編集したい紙文書やPDF文書をドラッグ＆ドロップで取込み、
プレビューを⾒ながら簡単にPDF編集が出来ます！

Acrobatの使用方法が単純にPDF化することだけに使用される方！Acrobatでなくても
使用要件が満たすことが出来れば、imageWARE Desktopでも良いケースがあるかも？

~PDF⽂書のカンタン編集〜

ワンクリックで「社名」「日次」「氏名」が追記可能

不要なページも抜き取り可能
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ワンタイムパスワードをご存じですか？

パスワードはどうやって盗まれる？

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！！

StellarLink 隔月連載 第23回

2015年に最もよく使⽤されたパスワード トップ10

最近ネットバンキングなどで取り入れられているワンタイムパスワード。
聞いた事はあっても、なかなか利⽤するまでには⾄っていない⽅も多いかも。
そこで今回はワンタイムパスワードについて簡単にお伝えしたいと思います。

ワンタイムパスワードって？
簡単に言い表すと、「解読する時間を与えない様、数分から10分間程
度のみ利⽤可能で、1回限りログインが出来る使い捨てのパスワード」
の事です。
また、相⼿⽅から発⾏されたワンタイムパスワードを使⽤して接続を
⾏う仕組み全体の事を表す場合もあります。

・総当たり攻撃
⾃転⾞のワイヤーロックで0000〜9999まで全てのパターンを試すようにアルファ
ベットや数字などを組み合わせてパスワードの解除を試す方法

1位 123456 2位 password 3位 12345678 4位 qwerty

5位 12345 6位 123456789 7位 football 8位 1234

9位 1234567 10位 baseball

他にも色々な手法が有りますが、共通する対策は・・・。
『⻑く複雑なパスワードを定期的に変更する』となりますが、ちょっと面倒ですよね。

・辞書攻撃
総当たりでは時間がかかるため⼈が良く使うパスワードを「辞書」の様に保存しておき、
その内容を使ってパスワードの解除を試す方法

①タイムリミットの
ある1回限り有効な
パスワードを発⾏

パスワード発⾏のやり⽅によりいくつかの⽅法があります。
・SMS方式
接続時にパスワードが事前に登録したメールやSMSに送られ
てくる方式

②発⾏されたパスワード
で接続

・時刻同期方式
接続時の時刻を元に事前に配布されたパスワード発⾏⽤の機械
やアプリ(トークン)にパスワードを表示する方式

たとえワンタイムパスワードを利⽤したとしても100％安全なパスワードはありません。
サーバーとの通信を中継し、最終的に接続を乗っ取る「中間者攻撃」や、なりすましメール
での「フィッシングサイト誘導」、ワンタイムパスワードを受け取るメールアドレスの「受信
パスワード窃取」など色々とセキュリティを破る方法はあるようです。

トータルセキュリティが⼤切

パスワードへの対応だけでなくウイルス対策ソフトやファイヤーウォール
の導⼊などパソコンやネットワーク全体での対策が⼤切と⾔う事ですね。
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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8月号
2016年7月19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。

今年も暑い暑い夏がやって参りました。
お客さまみなさま方におかれましては、益 ご々健勝のこととお慶び申し上げます。

今号の私からのお奨めは、18ページの「カスタマイズ可能な
販売管理システムー商人-」の記事でございます。
弊社のグループ会社である株式会社アグサスで開発したシステムでございまして、すべての業種に対応しております。
何かと手間のかかる売上・請求・入金業務をシステム化することで、お仕事の効率アップは間違いありません。
また、自社開発ですので、お客さまのご要望に合わせて、システムを変更することもできます。
システムのデモンストレーションをぜひご覧いただきますよう、心よりお願い申しあげます。

ステラリンク2016年8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 6 経費や旅費の精算業務を”楽”にするシステム 『楽楽精算』
P 7 プリンターネットワークの可能性を広げる RISO NEW ORPHIS
P 8 ストレスチェック対策もPCAで安心！ 「ストレスチェックALART」
P10 キヤノン New PRO’s PRO imagePROGRAF PRO-2000
P12 ラミネートいらず！屋外ポスター用紙のご案内
P14 導入コスト0円のプリントサービス EPSONスマートチャージ

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

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

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。

今号のお役立ち情報は、PC編「ワンタイムパスワード」について、様々な
セキュリティの仕組みがございますが、利用者の心がけでその効果が

良くも悪くもなってしまいます。
どれだけ仕組みに投資しようが「自分の身は自分で守る」という意識が必要だと思います。

皆さまも必要ご利用されているパスワードや暗証番号、今一度確認してみてください。
今月号もキヤノンの新型カラー複合機を計4ページで大特集です。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

P15 ホームページ丸々パックのご提案
P16   imageWARE活用術 ～PDF文書のカンタン編集～
P18 アグサスシステム開発パッケージ 『あきんど』
P19 パソコンのお役立ち情報㉓「ワンタイムパスワード」


