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“楽”にします！
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標的型メール訓練サービスは不審メールによるマルウェア感染のリスク低減と
組織における対処への理解を促進します。
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従来の不特定多数に⼤量に送られるウィルスメールは被害が広範囲となる⼀⽅で、早期発⾒と対処が可能でしたが
標的型攻撃メールは特定の組織や個⼈にしか送られないため、ターゲットのために作成された「未知のマルウェア」が
利⽤されることが多く従来のセキュリティ対策製品では検知できない可能性があります。
また取引先など関係者を装う狡猾な詐欺⾏為によって侵⼊してくるため、攻撃に気づかない場合もあり、
結果的に重要情報を盗み出される危険性があります。

メールを⽤いてマルウェア（不正なプログラム）を感染させ、標標的的型メ型メーメーールルをを⽤⽤いていてマてマルマルルウェウェェア（（不不正正なプなププログロググラムラムム）をを感感染染ささせ、せ、標的 ルをルを⽤⽤いてマ ウ ア 正 プ グラムム）を 染させせ、
するマルウェアを利⽤し組織内のネットワークへ侵⼊→遠隔操作で情報を窃取しますし潜潜伏す伏すするマるママルルウウェェアアをを利利⽤⽤しし組 ⼊→遠隔操作で情報を窃取しへトワ クク組織織内の内ののネネットトワーワーークへクへへ侵⼊侵⼊→⼊→→遠遠隔隔操操作で作でで情情報報をを窃窃取取ししますます。す。

標的型メールを⽤いてマルウェア（不正なプログラム）を感染させ、
潜伏するマルウェアを利⽤し組織内のネットワークへ侵⼊→遠隔操作で情報を窃取します。

攻撃者撃者
C&C サーバ

①標的型メールで攻撃
ウィルスを侵⼊

指令

感染

②侵⼊した PC 内でバックドアを作成
外部の C&C サーバを通信を⾏い、
新たなウィルスをダウンロード

者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者

③情報の存在箇所特定や情報の取得
⑤攻撃者の最終ターゲットゲゲ

攻攻撃撃例攻撃例

④攻撃専⽤のウィルスを
ダウンロードして
攻撃を遂⾏する

攻攻撃撃撃撃者の者のの⼿⼝⼿⼝攻撃者の⼿⼝

ターゲットとなる組織を攻撃するため
事前に情報を収集

サイババー攻撃に対する対策は社員へのセキュリティ教育 訓練がが有標標的的型型サ型型サイサイバイババーバーー攻攻撃撃に対に対す対すするる対対策策はは社社員へ員へへのセのセキセキュキュリ ィ教育ととティティィ教教育と育ととと訓 効訓練が練がががが有有効標的型サイバー攻撃に対する対策は社員へのセキュリティ教育と訓練が有効

アアルルファネット標的型メール訓練サービスアアルアルルフファネットト標的標的型型メ ル訓練サールールル訓練訓練サ練サービスサービスビスアルファネット標的型メール訓練サービス

未知のマルウェアを含む添付ファイル
を送付

得意先を装う狡猾な詐欺⾏為によって
侵⼊

攻撃の⼿法を複数利⽤

セキュリティが弱いところを狙う
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hiroaki.tanaka

【お問い合わせ】

hiroaki.tanaka

ステラグループ株式会社

hiroaki.tanaka

◆本社飯田橋オフィス　TEL：03-5804-8787　FAX：03-5804-8780◆立川オフィス　　　　　 TEL：042-525-2146　FAX：042-525-2164◆三鷹オフィス　　　　　 TEL：0422-52-8351　FAX：0422-52-8461◆神奈川オフィス　　　　TEL：045-651-7421　FAX：045-651-7424



紙でしかできないと思っていませんか？

Web

従業員

スマホやPCで
⼊⼒・提出

WEBで
内容確認

総務

年調データを
給与システム
に取込み

☞「紙」で実施されるため、年末調整処理は⼿間と時間の温床となっています。
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業務効率向上に役⽴つ、オールインワン クラウドサービス

Office365のメールサービスを利⽤してみよう

常に最新版のOfficeを利⽤可能

▸ローカルで利⽤できるOffice（PCにインストール）
▸スマホ版、タブレット版 Officeアプリの商⽤利⽤
▸オンライン版 officeの利⽤

最先端のメール環境

▸1人あたりのメールBOX50GB
▸予定表/会議予約
▸どの端末からでもメール利⽤可能

どこでもファイルを共有・編集

▸ストレージ『個人1TB』
▸共有『1TB＋1ユーザー毎に500MB』
▸ファイル世代管理、サイト作成

Exchange Online

SharePoint Online
コストダウンとスピードアップを両⽴

▸在籍確認、チャット、通話⾳量、テレビ会議
▸ファイル・デスクトップ画面共有
▸最大250名にて同時会議可能

Skype for Business

初期投資を抑えて Officeをバージョンアップでき、業務に必要なクラウドサービスが365日使えます！

Office365のメールサービスを利⽤してみよう！

※⼀部上位プランのみ利⽤頂ける機能もございます。

無制限の
アーカイブ※

削除メールも
検索可能※

退職者のメール
保持※

重要
キーワードを
ブロック

添付ファイルの
コピー印刷添付
禁止※

会社のメールを
スマホで同期

携帯紛失した場
合はデーターの
初期化

1人50GB利⽤
可能

予定表と
メールの連携

設備予約可能

メール
誤送信防止機能
※

マルウェア
対策ポリシー

受信許可I
Pアドレス・
受信拒否IPア
ドレスの設定が
可能

スパムフィル
ター

保護（検疫）隔
離された検知項
⽬を管理者にて
確認

①無制限のメールアーカイブ機能：Exchange Onlineでは50GBの⼤容量メールBOXが１ユーザーにて利⽤可能ですが、E3プランであれ
ば別領域に無制限でメール保存が可能！！さらに退職した担当者などのメールを保管できる！！
②メール保持機能： 企業のコンプライアンス管理の為、メールのやり取りなどに関しては時に確認する必要がでてきます。Businessプ
ランでは、社員が意図的に完全消去してメールは管理者で検索できませんが・・E3プランであれば、全てのメールに保持を書け、検索を
することが可能です！！
③DLP機能！！：メール送信時に、社外秘の情報などを誤って取引先に送信してしまった！！などトラブルを防ぐため、不適切な情報い
対して、警告内容を表示させることが可能です。社外秘！！クレジットカード情報！！などなどの情報に対して、自動で警告文を表示、
事故を未然に防ぐことが可能です！！
④IRMの機能：Office⽂章閲覧のみの資料などに関して、制限をかけることが可能！！
メールの転送不可、印刷不可などの設定やSharePoint Onlineでの社内資料共有に関しても、
印刷不可設定などを設定することが可能！！

月額540〜 ※プランはステラグループ担当者へご相談くださいませ
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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。
8



PCサポート

パソコンが起動しない、
反応しない等のトラブル
に迅速に対応します。

Server
サポート

サーバーのデータが⾒
えない、サーバーの調
子が悪い等のトラブル
に迅速に対応します。

ネットワーク
サポート

メールやインターネット
ができない等のトラブル
に迅速に対応します。

オフィスの に迅速・丁寧に対応致します！

無線につな
がらない！

ルータ

サーバー

LANケーブル

無線
アクセスポイント

ネットワーク
カメラ

（UTM)

組み合わせてさらに安⼼！

複合機

PBX

拠点間ネットワーク

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート

本社サーバー
にアクセスで
きない！

ネット
ワーク

サポート
Server
サポート

OSが
起動しない！

PC
サポート

印刷が
できない!

ネット
ワーク

サポート

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート
PC

サポート

サーバーが
調子悪い!

Server
サポート

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート

Server
サポート

ネット
ワーク

サポート

カメラの遠隔
操作ができな

い！

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート

インター
ネットに繋
がらない!

ネット
ワーク

サポート

PC
サポート

スキャン
データが
PCへ送信さ
れない！

ネット
ワーク

サポート

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート

LANケーブルが
断線している？

PC
サポート

アプリケー
ションが起動
しない！

パソコンやOA機器の不調は突然やってきます。
そうなる前に

ステラグループのOffice Saverにおまかせください！
ＦＡＸやプリンタのほかに、Windows・Mac・サーバー・NAS、

ネットワーク機器・LANなどをトータルにサポートします。

『オフィスセイヴァー』のご紹介
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1台3役（大判コピー・ス
キャナ・プリント）

業務の効率化を実
現！

単機能A2コピー機

単機能A1・A2コピー機をお使いのお客様へ！

●こんなお悩み事有りませんか？

・図面を電子データにして欲しいって言われる事が最近多い
・外注サービスは納期が掛かるし、コストも高いし・・・・
・大判カラープリント、カラースキャンができたらなぁ。
でも、場所も無いし・・・・

大判カラープリント、カラースキャンができたらなぁ。

省スペース・壁ピタ設置も可能に！

お客様のお悩みを解決、
CANON iPF670MFP御導⼊ユーザー様の声！！

キヤノン 大判プリンター/コピーシステムのご紹介

●解決その① コストダウンとスピードアップが実現

<Before>外注の場合、納期に期間がかかり、すぐに仕事にかかれない。

<After> 簡単に必要な時に必要な図面をすぐにA1サイズに拡大プリント

●解決その② 内製化で作業効率が⼤幅に改善！

社内案内も効果的に！

<Before>取引先からA3の図面や画像データ、文字が細かくわかりづらい
ことも。

●解決その③カラースキャナーで顧客とのやり取りもスムーズに！

<After> 赤入れ後、カラーでそのまま電子化した図面を添付データとして
メール送信で打ち合わせ可能

<After> 納期短縮とコスト削減が実現

<Before>図面に赤入れ、郵送または持ちこみ対応後打ち合わせ
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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

が解決致します!!

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

FAXは、受発注業務を中⼼に、必要不可⽋です
しかし、不必要な広告等のFAXも沢山届きます

ファクス業務のペーパーレス化と
作業効率アップに貢献するクラウド活⽤!!

BCP対策にも効果あり
FAX等、業務で扱う文書を社外ストレージにバックアップ。手軽にBCP対策を⾏えます

~受信FAX業務のお困り〜

お悩みFAX業務でこのような ありませんか？

社内

②毎日受信する受注FAXの
仕分けは手間・・・

②-1. FAXが複合機のトレイに溜まっていませんか？
②-2.仕分けた後、どのような処理をしていますか？

① 印刷する必要のない
広告等のFAXが多くて困っている・・・

①-1.一日に広告FAXは何枚位ありますか？
①-2.受信FAXに納期等を記⼊する業務はありますか？

届いたファクスは担当者のパソコンへ
ダイレクトに転送! 紙が出⼒されない
設定にすれば、コストを大幅に削減!

解決①：コスト削減！

不要なFAXをファイル名とプレビュー画面で
確認して簡単に削除！受信FAXへ直接、
書き込みでき、返信FAXも可能です！

解決②：業務効率化！

社内外で共有すべき文書を簡単に
共有でき、業務の効率化に役⽴ちます。
外出先からFAXの内容を確認でき、出先
からでも顧客対応を⾏うことができます。

メリット：クラウドで情報共有！

クラウドサービスは
⽉額課⾦サービスで、
イツでも始められます!
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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

が解決致します!!

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

FAXは、受発注業務を中⼼に、必要不可⽋です
しかし、不必要な広告等のFAXも沢山届きます

ファクス業務のペーパーレス化と
作業効率アップに貢献するクラウド活⽤!!

BCP対策にも効果あり
FAX等、業務で扱う文書を社外ストレージにバックアップ。手軽にBCP対策を⾏えます

~受信FAX業務のお困り〜

お悩みFAX業務でこのような ありませんか？

社内

②毎日受信する受注FAXの
仕分けは手間・・・

②-1. FAXが複合機のトレイに溜まっていませんか？
②-2.仕分けた後、どのような処理をしていますか？

① 印刷する必要のない
広告等のFAXが多くて困っている・・・

①-1.一日に広告FAXは何枚位ありますか？
①-2.受信FAXに納期等を記⼊する業務はありますか？

届いたファクスは担当者のパソコンへ
ダイレクトに転送! 紙が出⼒されない
設定にすれば、コストを大幅に削減!

解決①：コスト削減！

不要なFAXをファイル名とプレビュー画面で
確認して簡単に削除！受信FAXへ直接、
書き込みでき、返信FAXも可能です！

解決②：業務効率化！

社内外で共有すべき文書を簡単に
共有でき、業務の効率化に役⽴ちます。
外出先からFAXの内容を確認でき、出先
からでも顧客対応を⾏うことができます。

メリット：クラウドで情報共有！

クラウドサービスは
⽉額課⾦サービスで、
イツでも始められます!
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「デザイン」×「人間工学」から導き出された、
理想的な“座り心地”のチェア。

こんな症状ってありませんか？買い替え時かもしれません！

11月末までにご契約いただきますと特別価格にてＹｅｒａ
をご導⼊いただけます。ぜひ担当営業にご相談ください！

この椅子ぎしぎし嫌な音がするし
⻑時間座っているとおしりがいたい

デスクワークで肩こりや背中の痛み
が慢性的だわ
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バックレストはメッシュ、クロス、クッションの3パターン。カラーバリエーションも豊富です。

【お問い合わせ】

◆本社飯田橋オフィス TEL 03-5804-8787 FAX 03-5804-8790
◆立川オフィス TEL 042-525-2146 FAX 042-525-2164
◆三鷹オフィス TEL 0422-52-8351 FAX 0422-52-8461
◆神奈川オフィス TEL 045-651-7421 FAX 045-651-7424

詳しい内容は担当営業へ！

http://www.stargp.jp/

「デザイン」と「人間工学」の融合、新時代のスタンダードチェア。

◆KEN OKUYAMA DESIGN

フェラーリ、マセラティ、ポルシェといったカーデザインを中心に世界的に活動している工業デザイナー奥
山氏が曲線と局面にこだわった新しいデザインのチェアです。

◆Ｅｒｇｏｎｏｍｉｃｓ

パーツの細部までこだわったエルゴノミクスデザイン。実験と検証を繰り返し完成した“理想的な座り
心地”のチェアです。

◆Ｌｉｎｅｕｐ

15



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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第十七回へつづく

ほ

ネットアイ 接続方式（Ｆ1）
複合機をネットワークに接続せずコピー・ファクス機能のみでお使いのお客様や、ルーター等で外部への通信に
制限をかけているお客様などは、専用の回線(FOMA)でネットアイサービスをご利⽤いただけます。

ほ

ご存知ですか？ネットアイサービス その３

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

ネットアイは、複合機の情報（※）をキヤノンネットアイセンターへ自動通知する
サービスです。サービスマンはエラーや紙づまりの発生情報を予め把握できる
ため、万が一のトラブル発生時にも速やかな対応が可能になります。またトナー
残量をチェックし適切に交換トナーを自動発送しますので、必要以上の在庫ス
ペースを削減、複合機の管理負荷も軽減できます。

今回は、便利なネットアイをより多くのお客様にご利用いただくためのサービス
をご紹介いたします！

複合機

ネットアイ装置F1

ネットアイのセキュリティ対応について

複合機とサーバー間の通信はHTTPS通信を利
用して、暗号化されています。また、送信される
情報はキヤノン独自プロトコルによるアクセス制御
により、管理系情報（カウンタ・品質情報）のみ
を送信し、コンテンツ系（アドレス帳・印刷データ
など）を送信することはありません。

Internet

キヤノン・ネットアイセンター

LAN ×

○

複合機がインターネットにつながらなく
ても利⽤可能です！

【送信データ】
・カウンタ情報
・エラー、紙詰まり情報
・トナー残量情報
・ステータス情報

HTTPS通信
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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9月号
2016年8月23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、誠にありがとうございます。

残暑お見舞い申しあげます。
お客さまみなさま方におかれましては、益々ご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、4ページの【年末調整申告書サービス】の記事でございます。
これは毎年毎年行っておられる年末調整の業務を劇的に削減できるサービスでございます。
サービスの提供元でございますOBCによりますと、年末調整にあてる業務時間を8割以上、
削減できる試算とのこと。
詳しくはシステム担当者がご説明申し上げますので、まずは、弊社の担当者までお声がけくださいませ。
何卒よろしくお願い申しあげます。

ステラリンク2016年9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 標的型メール訓練サービス
P 4 年末調整はWEBで提出OK！
P 5 Office365のメールサービスを利用してみよう
P 6 回線選びを、一択にする。 NURO Biz
P 8 経費や旅費の精算業務を”楽”にするシステム 『楽楽精算』
P 9 オフィスの「困った」を迅速丁寧に解決！オフィスセイヴァー
P10  簡単操作・省スペース・低価格のPCレス大判カラー複合機登場！

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、複合機の保守サービス「ネットアイ」第3弾。
ネットアイは高い保守品質を継続してご提供させていただくためにも、

ご加入をお勧めしております。

記事の通り、複合機を社内ネットワークに接続せずにご利用されているお客様でも、
ご利用いただけるようになりましたので、未加入のお客様はぜひご加入を
お願いいたします。

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

P12 imageWARE活用術 ～受信FAX業務のお困り～
P14 イナバ製オフィスチェア Ｙｅｒａ特別提供キャンペーン
P16 次世代オフィス複合機 imageRUNNER ADVANCE C5500シリーズ
P18 ホームページ丸々パックのご紹介
P19  複合機お役立ち情報⑯「ネットアイ その３」


