
ステラグループ株式会社

今号の特選情報は・・・

2011

8月号

『大判プリンター』と
『シュレッダー』です

特別価格でご提供！！
imagePROGRAF Series 

MSシュレッダー無償点検の
ご案内と商品のご紹介

LaCie HDDのご紹介

これ、知ってるとお得かも！？
第五回 STELLAR LINK展示会を終えて・・・

大判プリンターで改善できる

こと、ポスター内製化のメリット

って何だろう？

ポスタープレゼント

キャンペーンのお知らせ

西馬音内の盆踊り/秋田県



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！

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！

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。
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特別価格でご提供いたします！！imagePROGRAF

プリントスピードの速さと高画質をハイレベルで両立する、8色ハイパフォーマンスシリーズ

CAD、GIS、ポスター、ビジネス文書。あらゆる要求を自在にこなす、5色シリーズ

iPF8300SiPF6300S

iPF8300iPF6300 iPF6350

本体標準価格 328,000円
専用スタンド（オプション）50,000円

本体標準価格 408,000円
専用スタンド（オプション）50,000円

本体標準価格 698,000円
用紙巻き取り装置（オプション）160,000円

本体標準価格 298,000円 本体標準価格 598,000円

iPF655iPF650

iPF755

iPF750

iPF815 iPF825

iPF510 iPF605L iPF610

本体標準価格 268,000円
専用スタンド（オプション）50,000円

本体標準価格 428,000円
専用スタンド（オプション）50,000円 本体標準価格 398,000円

本体標準価格 648,000円 本体標準価格 898,000円 本体標準価格 1,450,000円

本体標準価格 198,000円
自動切換ロール紙ユニット（オプション）30,000円

オープン価格
専用スタンド（オプション）50,000円

本体標準価格 278,000円
専用スタンド（オプション）50,000円

※記載されている価格は税別です

NEW NEW

今までの常識を覆すあざやかな発色で、色彩のプロを満足させる12色ハイクオリティシリーズ
12colors GraphicArts/Photo/Proof

8colors Poster/Production

5colors CAD/Poster

SD4450 MFP

本体標準価格

1,220,000円

HD3650 MFP

本体標準価格

2,420,000円

CiC24 MFP

本体標準価格

550,000円

HD3650 MFP

本体標準価格

2,220,000円

XD2490 MFP

本体標準価格

950,000円

高画質スキャンのCCD方式スキャナーモデル

大判フルカラーコピーシステム（MFPモデル） 大判プリンター＆スキャナー一体型の省スペースMFPモデル

大判コピーシステムセット（CIS） 大判コピーシステムセット（CCD）
手頃な価格と高速スキャンが魅力のCIS方式スキャナーモデル

iPF9100iPF5100 iPF6200

本体標準価格 358,000円
専用スタンド（オプション）50,000円

本体標準価格 278,000円
専用スタンド（オプション）45,000円 本体標準価格 1,998,000円

在庫僅少

iPF6000S iPF8000S iPF9000S

本体標準価格 1,898,000円
オープン価格
用紙巻き取り装置（オプション）160,000円

オープン価格
専用スタンド（オプション）50,000円

Poster Artist 2009

ポスター簡単作成ソフト

・テンプレート業種別250種類
・オートデザイン機能
・デザインアシスト機能
・クイックチェンジ機能

標準価格 59,800円

全機種対応

体験版ダウンロード canon.jp/poster

担当にご用命ください- 2 -



大判プリンター導入で得られる効果とは？

image PROGRAFの豆知識

大判プリンターで改善できることって何だろう？

大判プリンターを導入したら何が変わる？

2009年集計のユーザーアンケート回答によると、
図面用途以外にも、多様な業種のお客様が業務の
効率化・コストダウン・情報伝達媒体としてポス
ターや垂れ幕などの内製化に期待し、大判プリン
ターの導入後にそれらの改善効果を実感されてい
ます。

販促ツール目的のポスター内製化では特に業務効
率やコスト面、販促効果向上など業務効果が高い
ようです。

改善できること

業務効率

・外注先への依頼業務廃止

・掲示したいときにすぐ印刷できる

・A4・A3張り合わせ手作業の廃止

・作業性の向上

・同梱ソフトでプリント操作の簡略化

・ポスター作成ソフトで簡単データ作成

業務時間 情報伝達力

・作業時間短縮

・プリントスピードの向上

・HDDによるPC解放（一部機種）

・動作中インク効果（一部機種）

・ミスプリントの低減

・ノズル目詰まり→ノズルリカバリー

・ロール紙切れ→ロール紙善良検知

・ロール紙プレビュー（ドライバ）

・トラブルの迅速な解決

・サービス/サポート体制

・コールセンター対応

・刑事物による宣伝力アップ

・多い区見せる事で情報の周知徹底

・アイディアをすぐ形にできる

・追加が必要になっても対応できる

・見栄えの良くない張り合わせ掲示の改善

・ポスター製作ソフトで見栄えが良く内容が

判りやすい掲示物が作成できる

これらの結果として、経費削減や売上拡大にも繋がります！

効率アップ⇒時間短縮にもつながる

担当にご用命ください- 3 -



ポスター内製化でコスト削減！業務効率向上！

image PROGRAFの豆知識

ポスター内製化のメリットは何だろう？

ポスター（販促ツール）を内製化したら何が変わる？

3ページ同様2009年集計のユーザーアン
ケート回答｢大判プリンターに期待/満足して
いる点｣の内容を見ると、外注から切り替え
たことに当てはまる内容が多く（赤字部分）
見受けられます。

主に販促ツールとして用いられる事が多いポ
スターですが内製化することのメリットは何で
しょうか。

販促ツールの場合、販促内容が市場ニーズや他社動向に素早く対応できていないと十分な効果が得られません。外注では
5～15日以上かかってしまう納期も、内製であれば、すぐに必要な販促ツールの作成が可能になります。さらに、プリント部
数の急な追加や、状況に応じた掲示内容の訂正などもオンデマンドで対応できます。

ポスター（販促ツール）内製化の重要ポイント

内製であれば、外注先に発売前製品情報など機密情報を開示する必要もなくなります。情報管理
の業務も削減できます。

安心・安全

外注の約1/3～1/10のコストで掲示物が製作できます。デザインも内製化できれば、さらにコストダ
ウンが可能です。

製作コストが安い

インクジェットならではの高発色・高画質で掲示内容を大きくアピールできます。画質や色の悪い
掲示物ではイメージダウンにも・・・。

見栄えが良い

もちろん1部だけの製作やプリントも可能です。外注のように余って無駄になるようなことはありま
せん。

欲しい分だけ作れる

販促ツールの場合、販促効果を高めるためにタイミングは非常に重要です。外注よりも短いサイク
ルでタイムリーな販促ツールが製作できます。

欲しい時にすぐできる

担当にご用命ください- 4 -



節電・クールビズポスターをプレゼント

クールビズまたは節電の呼びかけのA1ポスターを御社用に作製し、

無料でプレゼントいたします！

誰でも簡単にポスター作成ができるソフトウェア「Poster Artist 2009」で作成し、
高品質のポスターが低コストで作成できるCanon大判プリンター

「image PROGRAF iPF6000S」で出力してすぐにお届けいたしますので、
担当者までお申しけください！

この機会にCanon大判プリンターのスピードと品質を是非体感してみてください。

※ポスターはすべて入社2年目社員がPoster Artist学習会翌日に半日で作成しました。本当

に簡単に・すぐに作成できます！

高品質！

低コスト！

スピード出力！

担当にご用命ください- 5 -



LaCie HDDのご提案

製品名 ：LCH-RKG500U JAN： 4953103254091

大特価 5,800(税別)

エレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp

本ドキュメントの作成にあたっては細心の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述の誤りや欠落があっても
エレコム株式会社、ロジテック株式会社はいかなる責任も負わないものとする。本ドキュメントおよび記述内容は
予告なしに変更されることがあります。
本ドキュメントは、作成日現在の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、仕様の変更、バージョン
アップ等により、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。

ロジテック株式会社
http://www.Logitec.co.jp

接続可能なパソコン・対応OS WindowsXP以降
MAC OSX 10.5以

※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。
また、パソコン本体／接続するI/Fが対応していないOSでは使用できません。
認識される容量および1パーティションの容量は、OSの仕様に準じます。

2.5インチポータブルHDD

ＬaCie HDDを大特価でご紹介

担当にご用命ください- 6 -



MSシュレッダー

個人情報保護法スタートから6年

忘れてませんか、「初心」忘れてませんか、「初心」…… ？？

経済産業省経済産業省 個人情報保護法ガイドライン改正個人情報保護法ガイドライン改正（（H19H19年年33月）月）

経済産業省のガイドラインでは書類の消去・廃棄について、「手続きの明確化と手続きに従った実施」の項目で情報記録媒経済産業省のガイドラインでは書類の消去・廃棄について、「手続きの明確化と手続きに従った実施」の項目で情報記録媒
体の物理的な破壊を実施の一例として挙げています。体の物理的な破壊を実施の一例として挙げています。

「・個人データが記録された媒体の物理的な破壊（例えば、「・個人データが記録された媒体の物理的な破壊（例えば、シュレッダー、メディアシュレッダー等で破壊するシュレッダー、メディアシュレッダー等で破壊する）」）」
（ガイドライン（ガイドライン 「「22--22--33 個人データの管理」個人データの管理」 P35 P35 ））

クレジット会社・信販会社に対する罰則規定、経済産業省の方針クレジット会社・信販会社に対する罰則規定、経済産業省の方針（（H19H19年年77月）月）

クレジットカード会社などに対して新たに個人を罰則の対象にするという方針を経済産業省が打ち出しました。カード番号クレジットカード会社などに対して新たに個人を罰則の対象にするという方針を経済産業省が打ち出しました。カード番号
や個人名などの情報を外部漏に洩した従業員や、カード会社の従業員をそそのかして情報を入手した外部の第三者もや個人名などの情報を外部漏に洩した従業員や、カード会社の従業員をそそのかして情報を入手した外部の第三者も

罰則の対象になります。法人については組織ぐるみの不正については罰金をもうけ、行政処分の対象となります。罰則の対象になります。法人については組織ぐるみの不正については罰金をもうけ、行政処分の対象となります。

個人情報保護法関連の最新ニュース個人情報保護法関連の最新ニュース個人情報保護法関連の最新ニュース

ＭＳＭＳシュレッダーがサポートします！シュレッダーがサポートします！

20052005年年44月、個人情報保護法が施行されました。その影響を受け、企業のみならず一般的にも個人情報保護に対する意識月、個人情報保護法が施行されました。その影響を受け、企業のみならず一般的にも個人情報保護に対する意識

が高くなりました。しかしその反面、罰則を受けた企業も少なくありません。スタートからが高くなりました。しかしその反面、罰則を受けた企業も少なくありません。スタートから55年、もう一度施行時の初心に帰って年、もう一度施行時の初心に帰って

個人情報保護対策の見直しをしてみませんか。個人情報保護対策の見直しをしてみませんか。

このこの66年間で、個人情報保護体制は万全になったはずなのに年間で、個人情報保護体制は万全になったはずなのに

コンプライアンスコンプライアンス

上場企業には内部統制報告制度が上場企業には内部統制報告制度が

義務付けられます。法令順守は内部義務付けられます。法令順守は内部
統制の根幹たる大事なところです。統制の根幹たる大事なところです。

個人情報保護法も遵守すべき法律の個人情報保護法も遵守すべき法律の
ひとつです。ひとつです。

文書保存箱

廃棄文書の廃棄文書の
持ち出しの危険性持ち出しの危険性

廃棄文書からの情報漏洩は、廃棄文書からの情報漏洩は、

その多くが外部委託したものその多くが外部委託したもの
から発生しています。いかなるから発生しています。いかなる

方法であっても、機密書類を方法であっても、機密書類を
そのまま文書の形で社外にそのまま文書の形で社外に

持ち出すことは、輸送中の持ち出すことは、輸送中の

紛失等が考えられ、非常にリス紛失等が考えられ、非常にリス

クの高い廃棄方法といえます。クの高い廃棄方法といえます。

「廃棄報告書だけで、「廃棄報告書だけで、
機密が守られたまま機密が守られたまま

処理されたと本当に信じ処理されたと本当に信じ
ていいのでしょうか？」ていいのでしょうか？」

担当にご用命ください- 7 -



MSシュレッダー

MSXMSX--DPC65DPC65
最大細断枚数65枚、
データメディア細断も可。
他に類を見ない性能で
処理時間を短縮します。
。

標準小売価格 790,000
（すべて税別）

細断寸法

3.9×45mm

IDID--431SEF431SEFⅡⅡ

細断寸法

6.0×14mm

能力、操作性に優れ
シンプル機能の人気モデ
ル。耐震アジャスター付き
で安全・安心。

細断寸法

2.5×30.0mm

標準小売価格 438,000
（すべて税別）

VV--231C231C

標準小売価格 268,000
（すべて税別）

細断寸法

2.3×18mm

情報漏洩防止を強力にサポート情報漏洩防止を強力にサポート

能力、操作性に優れた
人気モデル。

カットサイズは小さく
細断枚数は最大55枚と
バランスに優れています。

VV--431CF431CF
セキュリティかつ､
分割配置にピッタリ

標準小売価格 ¥ 688,000
（すべて税別）

お勧め機種一覧お勧め機種一覧

《ワンカットクロス》

1度に縦・横に細断するのでカッターは1段
で済みます。そのため、コストパフォーマン
スに優れています。また軸に組み込むカッ
ターの大きさにより、1mm幅の極小細断も
この方式で実現しています。

《スパイラルカット》

細断屑を小さくすること(セキュリティ)と、最大細断
枚数を増やすこと（大量処理）は構造上相反するこ
となのですが、当社のスパイラルカットはカットを2
段階にすることで双方ともに実現。はさみで切った
かのような細断屑はクロスカット系のカット方式より
かさ張りが少なく細断音も静かなため、MSシュレッ
ダーの定番となっています。

担当にご用命ください- 8 -



ＭＳシュレッダー

無償点検キャンペーンの

ご案内

MSシュレッダーをご愛用いただいているお客様へ、メーカー
（明光商会）による無償点検のご案内を申し上げます。

ご案内

ビジネスパートナー

シュレッダーは経年劣化の避けれない部品がございます。
長時間ご使用になられますと部品の劣化により性能低下や故障の原因と
なることがございますので、定期点検及び部品交換等の整備が必要です。

長期間にわたり、点検・整備をされていないMSシュレッダーがございましたら、
ぜひ、この機会に点検・整備をご検討下さい。

ご愛顧いただいているお客様に無償点検 を実施させていただ
いております。

※ご用命は、ステラグループの営業担当者にお申しつけください。
日程については改めてご連絡させていただきます。

ご注意：
シュレッダーは内部にカッター、ギア（歯車）、モーター等を内蔵しております。
取扱説明書等に記載されておりますように、お客様ご自身で解体・修理・改造を実施することは、きわめ
て危険であり、場合によっては重大な事故につながることがあります。
絶対におやめくださいますようお願い申し上げます。

担当にご用命ください- 9 -



これ、知ってるとお得かも！？

第五回 STELLAR LINK展示会を終えて・・・

お得度数 5

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頂きます。

調査期間

アンケートサイト設置期間：6月1日～10月31日
（ご案内ハガキ送付期間：5月31日～9月下旬）

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。

2011年6月17日、18日の二日間、弊社プライベートフェア『STELLAR LINK展示会』を開催いたしました。2日間

の来場社数はおおよそ90社。多くのお客様に足を運んでいただいたこと御礼申し上げます。

今回の展示会では、キヤノン、明光商会、イナバインターナショナル、理想科学

工業等から“電子化、節電対策、ポスターの内製化”などの内容を盛り込みご紹介

させていただきました。ご来場いただいたお客様からは「最新機器の情報収集がで

きた」「色々なメーカーが揃っていてよかった」などの声をいただきました。

実際に機械を見ていただくことで、お客様のオフィスに適したものは何かというイ

メージが湧くきっかけになったのではないかと思います。

次回の展示会は9月を予定しています。是非ご来場いだだきまして、多くの製品を

見て触って実感していただければと思います。

《今後実施したい取り組みベスト5》

1, 業務コストの削減

2、コピーやプリント出力枚数の管理削減
3、環境対策（節電対策）
4、紙文書の電子化による保管コストの削減
5、ポスター等印刷物の内製化
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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
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。
暑中お見舞い申しあげます。
大変な暑さでございますが、懸念された電力供給の危機がどうにか回避されそう
なことが、せめてもの救いと感じております。
お客さまみなさまがたにおかれましては、くれぐれもご自愛くださいませ。

弊社におきましては、シュレッダーの無償点検キャンペーンを実施しております。
明光商会製のものに限りますが、料金等を頂戴することはございませんので、
ご安心の上、ぜひお気軽にお申し付け下さいませ。

また、弊社では、コクヨのオフィス用品購買システム
「＠office（あっとオフィス）」を取り扱っております。オフィスで必要なものを簡単にご注文いただけるシステムです。
この機会にぜひお試しください。
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