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■イチ押し！

オフィスに「健康経営」の考え方を取り入れませんか？
RISO 商品紹介キャンペーン実施&デモカーのご案内

■商品情報

ステラグループの光コラボレーション「スターライトひかり」
人材活用・タレントマネージメント CYDASのご紹介

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/複合機編
第20回「ネットアイサービスM1について」

施工 フロンティアコンサルティング
内装写真 株式会社ヴォーカーズ様



企業理念（⻑期的なビジョンに基づいた経営）

Q.「健康経営」って？
「健康経営」とは、従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。
企業理念に基づき、従業員への健康投資を⾏うことは、従業員の活⼒向上や⽣産性の向上など、組織
の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されています。

(経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課)

日本オフィス家具協会でも「健康経営オフィス」を推進しており、さまざまな「健康経営」対応の商品やサー
ビスも増加、注目されてきております。

オフィスに「健康経営」の考え方を取り入れることで・・・

従業員の健康増進
・従業員の活⼒向上(生産性の向
上・幸福感の充実)
・医療費(会社負担分)の削減従業員への

健康投資

組織の活性化
・生産性の向上
・企業のイメージアップ
・優秀な人材の確保

実際にオフィスに取り入れるための施策は・・・？
例：昇降デスクを取り⼊れる

リフレッシュルームやコミュニケーションスペースを設ける
朝活を取り入れる など・・・

多くの企業が取り入れることで、社会的課題の解決にもつながります。
・国⺠のQOL（生活の質）の向上
・国⺠医療費の適正化

今、企業価値を高める取り組みの一つとして
「健康経営オフィス」が注目されています！

「健康経営」
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作業出来れば
OK！

座席数を確保
出来ればOK！

良い⼈材を
確保したい！

知的生産性
を向上したい！

社員の健康を
増進したい！

オ
フ
ィ
ス
家
具
に
つ
い
て

ど
う
お
考
え
で
す
か
？

昇降デスク

フリーアドレス
デスク

単体デスク

投 資
として
考えた
場合

経 費
として
考えた
場合

最近では「オフィス＝投資」と⾔う考え⽅が主流になってきています。
オフィスは単に仕事をする場所ではなく、
組織の⽣産性・効率性と結び付け、経営戦略とあわせてオフィスづくりを⾏うことが重要です。

投資効果が低い

投資効果が高い

・適度な姿勢の変化で健康増進！
・⽴ち仕事で発想⼒を⾼める！
・だらだら会議をなくし、時間短縮！

・部署間の連携UP！
・スペース効率UPし、コスト削減！
・ユニバーサルレイアウトプランにも
対応！

・基本的機能を備える
・固定席として利⽤

価格帯

壊れなければ
OK！

コミュニケーショを
活性化
させたい！

ご相談はステラグループ担当者までお願いいたします。

Novie 147
¥188,700

Duena Pタイプ
147平机
¥42,700

Frei 片面147
¥102,300
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コストやプランなどわかりにくい回線をステラが解決！ 
回線相談は信用のある当社で！ 

サポートからご請求までステラが一括でお手伝いします！ 

※最大通信速度はベストエフォード方式に基づく技術規格上の最大値であり、実効速度として保証するものではありません 

月額料金が安くてお得！ 
■ファミリータイプの場合 回線4,300/月～ 
■マンションタイプの場合 回線2,800/月～ 

超高速インターネットサービス 

最大 1Gbps※ 

複数繋いでもスターライトひかりなら速い！ 

NTT東日本 
NTT西日本 

フレッツ光 

ステラグループ 

光サービス 
ステラグループ
受付・対応/
サービス等 

+ 

スターライトひかり 

サービスから 
ご請求まで 
ワンストップで 
ご提供 

ステラグループで 
受付・対応/ 

サービスを追加し 
請求・お支払いまで 
ワンストップでご提供 

 
   

ステラで全て一括します！ 
NTT東日本・西日本の品質そのまま！ 
高品質なサポートでご案内から開通まで 

一括だから安心！ 
安心 

安い 

速い 

 ステラグループ株式会社 
 

本 社 東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル 
             TEL:03-5804-8787  FAX:03-5804-8790 
立 川 東京都立川市柴崎町2-3-6 第一生命ビル 
    TEL:042-525-2146   FAX:042-525-2164 
三 鷹 東京都武蔵野市中町1-9-5 第一中央ビル 
    TEL:0422-52-8351   FAX:0422-52-8461 
神奈川 神奈川県横浜市中区尾上町6-86 関内マークビル 
    TEL:045-651-7421   FAX:045-651-7424 

詳しくは右ページを 
ご覧ください！ 

安心 

安い 

速い 

4



 
フレッツ光をご利用のお客様が契約内容をそのままに、事業者が提供するインターネットに 

移行することを「転用」といいます。 

 
NTT東日本・西日本が提供している「フレッツ光」の提供を各事業者が受け、NTT東日本・西日本の品質 

そのままで各事業者のサービスをプラスしたものを「光コラボレーションモデル」といいます。 
ステラグループが取り扱わないオプションサービスはNTT東日本・NTT西日本との直接のご契約となります。 

光コラボレーションについて 

お客様 
これまで 
NTT東日本・西日本 
(フレッツ光) 

スターライトひかり 
NTT東日本・西日本 
(フレッツ光) 

お客様 

ステラグループで 
受付・対応/ 

サービスを追加し 
請求・お支払いまで 
ワンストップでご提供 

転用とは 

NTT東日本・西日本 お客様 
工事は不要・ 
簡単なお申込で 
お安くお使い 
いただけます 

ステラグループで 
受付・対応/ 

サービスを追加し 
請求・お支払いまで 
ワンストップでご提供 

光回線の提供 

料金表 

契約料 
新規契約手数料 

転用契約手数料 

¥800 

¥1,800 

工事費 

派遣工事 
（配線工事を実施する場合） 

スターライトひかり 
ファミリータイプ 

¥18,000 

スターライトひかり  
マンションタイプ 

¥15,000 

派遣工事 
（配線工事を実施しない場合） 

スターライトひかり  
ファミリータイプ 

¥7,600 

スターライトひかり  
マンションタイプ 

¥7,600 

「スターライトひかり」初期費用 

※上記料金は標準的な工事費です。工事内容により別途追加料金が発生します。  ※ひかり電話も工事費がかかりますが、詳細は営業担当までご相談ください 

月額 

スターライト
ひかり 

スターライトひかり  
ファミリー 

最大100Mbps ¥4,300～ 

¥4,400～ 
スターライトひかり  
ファミリー・ハイスピード 

最大 概ね1Gbps ¥4,500～ 
スターライトひかり  
ファミリー・ギガ 

最大100Mbps ¥2,800～ 
スターライトひかり  
マンション 

下り：最大200Mbps 
上り：最大100Mbps 

¥2,600～ 
スターライトひかり  
マンション・ハイスピード 

最大 概ね1Gbps ¥2,800～ 
スターライトひかり  
マンション・ギガ 

プロバイダー 別途ご相談ください 
スターライトひかり 
インターネット接続サービス 

下り：最大200Mbps 
上り：最大100Mbps 
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⼈材情報管理
人材の抽出 多角的分析 育成 ⽬標管理

最短
一ヶ月

CYDAS.comは、人事や経営層だけでなく社員も参加し、全員で組織を強くしていく人材プラットフォーム
人材マネジメントに社員も巻き込むことで、個人と組織のパフォーマンスを高め、強い企業を作ります！

ＣＹＤＡＳ.ｃｏｍで解決できること

今こそ始めませんか？人材の活用！
貴重な経営資源である『人材』の活用によって、

企業競争⼒を高めませんか？
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⼈材情報を⾒える化し
マネジメントを効率的に

社員の顔と名前はもちろんのこと、スキルや経歴、
過去の評価などを一目で把握することが可能に。
⼈材マネジメントの効率が⾶躍的に上がります。
（例）⽬的に応じて⼈材を発⾒する機能にも優れています。
（例）評価会議などをスムーズかつ有意義におこなえる。

人材情報の一元化と活用をサポートします
経験豊富なCYDASの導入コンサルタントチームが、貴社の"人事情報”はもちろん
資質・経歴・評価・スキルといった⼀元管理しにくい”⼈材情報”をデータ化します

適性検査 ⽬標管理 スキル情報 研修履歴 暗黙知

貴社にある⼈材情報、⾒える化できてますか？

⼈材を多様な視点から把握する分析⼒と、その
分析を実際に活⽤する応⽤⼒に優れています。

従業員数 ＩＤ数 CYDAS Interface
※⽉間利⽤料（年間契約が必要となります）

51〜100 3 160,000円
101〜200 4 220,000円
201〜300 4 260,000円

既存の人材関連データ

ステラグループ株式会社
本 社 TEL:03-5804-8787
⽴ 川 TEL:042-525-2146
三 鷹 TEL:0422-52-8351
神奈川 TEL:045-651-7421             

【 規模別の想定導入価格（設定費別）】

従業員数 ＩＤ数 Profile Manager
※⽉間利⽤料（年間契約が必要となります）

51〜100 3 50,000円〜
101〜200 4 70,000円〜
201〜300 4 80,000円〜
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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。

デスクの上を
広々と活用いたしませんか？

デスクの上を
広々と活用いたしませんか？

カラーコピー黒板 600 シリーズのご紹介です！

カラーコピー黒板 600 シリーズのご紹介です！

■ シンプルなデザイン
白色を基調としたシンプルで
スタイリッシュなデザインは、
空間を邪魔することなく、
周りと調和します。

■ コンパクトな設計
スタンドタイプは、
壁面から板面までの距離を
コンパクトに設計。
会議室空間を
有効利用できます。

■ 手送りシートで
　 直感的に使える
手で直接シート送りができ、
思考を妨げないスムーズな
議論が可能です。
また、板面はマグネットにも
対応しています。

■ ワンタッチ簡単操作
分かりやすいシンプルなインターフェースで
豊富な機能を
直感的に使いこなせます。

■ ネットワーク対応

保存ボタン

印刷ボタン

ネットワーク
保存ボタン

ネットワーク
印刷ボタン

送り /停止ボタン

コピー黒板本体に
接続している
USB メモリに
画損を保存します。

ネットワークを経由して、設定した
共有サーバーに画像を保存します。

ネットワークを経由して、ネットワークに
接続しているプリンタで印刷します。

シート 1面分を左右にスクロールします。

コピー黒板本体に
接続している
プリンタで
印刷します。

脚先まで
675mm

板面まで
365mm

・品番
　BB-OJ6230PL
・外寸法
　W464×
　D385×
　H148mm
・質量  5.1kg

■ 4 面タイプ

■ 2 面 Sタイプ
・台付き /台なし
・外寸法
　W1480×D675×
　H最大 1850mm
・板面寸法
　W1300×H910mm

・台付き /台なし
・外寸法
　W1480×D675×
　H最大 1850mm
・板面寸法
　W1300×H910mm

W1480W1480W1480

■ 2 面Wタイプ
・台付き /台なし
・外寸法  W1980×D675×H最大 1850mm
・板面寸法  W1800×H910mm

W1980W1980W1980

● 専用プリンタ ●

ボード本体・PC・USB メモリに画像を保存できます。
本体に LANケーブルを接続し、ワンタッチで
板書内容をボード内蔵のストレージに保存、
各自のパソコンからネットワーク経由で
内容の閲覧、ダウンロードが可能です。
さらに LAN経由でネットワークに接続することで、
BMLinkS 対応プリンターでの印刷や、
指定サーバーへの画像保存が可能です。

カラーコピー
黒板 600 シリーズのご紹介です！

カラーコピー
黒板 600 シリーズのご紹介です！

カラーコピー
黒板 600 シリーズのご紹介です！
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情報共有を“簡単・迅速・安全”に実現！

◆システム構成

導
入
前
の
お
悩
み

導
入
後
の
活
用
方
法

インターネット環境があればどこからでもアクセスできます

電子化文書
（手軽にスキャン）

だれでも簡単に
必要な時に必要な情報を
とりだせます。

外出時や夜間、休日の

緊急な対応が必要な場合にも

確認・対応が可能になります。

FAXを電子化していましたが
外出先からは確認できないので
対応に時間がかかっていました。

夜間や休日に受信したFAXは
出社してから確認していたので
対応が遅れる事もありました。

直接保存

受信FAX文書

ブラウザから検索

社内 外出時

モバイル端末から検索

スマートフォン、iPad、
他モバイル端末 etc..

効率的な社内の情報共有を実現！ 「 」

iR ADVANCEがお客さまのFAXを、クラウドに自動転送
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男性200名・⼥性200名に聞いた、働き方に関する調査

Q1.働く時間や場所を選べる自由な働き方の導入は、
企業の生産性向上につながると思う？

Q2.働く時間や場所を選べる自由な働き方の導入は、
社内コミュニケーションを希薄にすると思う？

企業の生

産性向上

につながる

と思う, 
19.0%

どちらかと

言えば企

業の生産

性向上に

つながると

思う, 23.0%

どちらとも

言えない, 
41.0%

どちらかと

言えば企

業の生産

性向上に

はつながら

ないと思う, 
5.3%

企業の生

産性向上

にはつな

がらないと

思う, 11.8%

社内コミュ

ニケーショ

ンは希薄

になると思

う, 9.3%
社内コミュ

ニケーショ

ンはやや

希薄にな

ると思う, 
25.5%

どちらとも

言えない, 
45.8%

社内コミュ

ニケーショ

ンはあまり

希薄になら

ないと思う, 
12.3%

社内コミュ

ニケーショ

ンは希薄

にならない

と思う, 
7.3%

Q1. 「つながると思う」、「どちらかと言えばつながると思
う」あわせて40%以上が企業の生産性向上に貢献すると考え
ている。
一方で、「どちらとも言えない」という回答も40%を超える
結果となった。

Q2. 社内コミュニケーションに関する問いでは、Q1にま
して「どちらとも言えない」との回答が多くなった。自
由な働き方の導入が企業に与える影響をイメージできな
い人が多いようにうかがえる。

Q3.働く時間や場所を選べる自由な働き方の導入は、
会社員にとってプライベートを充実させると思う？

Q4.働く時間や場所を選べる自由な働き方の導入は、
会社員にとって心身の健康につながると思う？

Q3. 「プライベートの充実につながると思う」「ややつなが
ると思う」との回答はあわせて６割以上となった。企業に
とっての影響を問う設問のQ1.2と比較して、会社員にとって
という設問ではどちらとも⾔えないという回答の⽐率が下
がった。自分のことに置き換えてイメージしやすくなるため
だろう。

プライベートの

充実につなが

ると思う, 29.8%

ややプライベー

トの充実につな

がると思う, 
34.0%

どちらとも言え

ない, 29.5%

あまりプライ

ベートの充実に

つながらないと

思う, 4.0%

プライベートの

充実にはつな

がらないと思う, 
2.8%

社員の心身

の健康につ

ながると思う, 
26.0%

どちらかと言

えば社員の

心身の健康

につながると

思う, 32.8%

どちらとも言

えない, 
33.0%

どちらかと言

えば社員の

心身の健康

につながらな

いと思う, 
4.0%

社員の心身

の健康には

つながらない

と思う, 4.3%

Q4. 「社員の心身の健康につながると思う」
「どちらかといえばつながると思う」との回答が６割を
超えた。働き方の自由が会社員個人にポジティブな影響
を与えるとの考えが多いようだ。
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オフィス遍歴から⾒る「フロンティアコン
サルティング」
フロンティアコンサルティング 過去のオフィスを振り返る

設⽴ 2007年
最寄駅 高田馬場

１

移転 2008年
最寄駅 高田馬場

2

移転 2010年
最寄駅 東日本橋

移転 2012年
最寄駅 九段下

４
移転 2015年
最寄駅 三越前

５
３

■設⽴から10周年を迎えたフロンティアコンサルティング
2017年2⽉、フロンティアコンサルティングは設⽴から10周年を迎えました。
設⽴当初は約10坪の小さなビルで、現在は250坪のフロア。
本社の移転は今までに５回、経験したことになります。

①
ファインテックビル
12坪
収容人数 12名 ②

Maliビル
28坪
収容人数 20名

③
PMO東日本橋
70.33坪
収容人数 37名

④
Daiwa九段ビル
101.38坪
収容人数 60名 ⑤

ワカ末ビル
255.97坪
収容人数 97名

【東京本社】

⑤移転ワカ末ビル 2015年〜現在 三越前
■2.5倍の拡張に社員もびっくり
5回目の移転では約250坪のワカ末ビルを選択。条件面と⽴地・アクセスの良さにほぼ⼀択
で申し込みとなったようだ。
物件自体は古めであったが、その分内装設備にこだわる意気込みは十分で、社員の快適性
はもちろん、お客様や取引業者様、採用説明会など、来客時のインパクトにも訴えるもの
となった。

▲照度の調整もできる大会議
室は、タッチパネルで利⽤予
約もできる。

▼カラフルなタイルが敷かれたカ
フェのようなエリアは、フリーの打
ち合わせや社員が昼食時に使用。

▲コンクリートをむき出しにした
仕様のエントランスは、タッチタ
イプの最新式の受付を導入。

オフィス遍歴から⾒る「フロンティアコンサルティング」
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GD9630 FW5230

この機会に、オルフィスの「速さ」「手軽さ」を、是非実際にご体験ください。

160枚/分の高速フルカラープリントを、
毎日の仕事に使える低コストで実現！

高速カラープリンタ 「 ORPHIS GD9630」

「世界最速」を体験しませんか

14



ORPHISのご提案をさせて頂いたお客様に下記特典をプレゼントさせていただきます。

ご紹介特典1 お食事券

ご紹介特典2 豪華賞品

ご紹介者様に

期間中にお客様をご紹介いただくと…

1件につき、ご紹介者様に
もれなくお食事券1,000円を
プレゼントいたします！！

【対象期間：2017年5月1日(月)～5月31日(水)】

お食事券

GET‼

ご紹介者様

ご紹介者様とご成約者様に

上記でご紹介いただいたお客様が
ご成約されますと…

1件につきご紹介者様にもご成約者様にも、
カタログギフト（10,000円相当）をプレゼント
いたします！！

【対象期間：2017年5月1日(月)～8月31日(木)】

ご紹介者様 ご成約者様

GET‼ GET‼

ご紹介キャンペーン

■ プリント出力が多くコストや生産性にお悩みの他部署の担当者様
や関連企業様などをご紹介ください。

■ ご紹介いただいたお客様に、弊社から高速プリンタORPHISを
提案させていただきます。

より多くの方に「世界最速」を体感いただきたいので・・・

15
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ステラグループ株式会社
〒112-0004  東京都文京区後楽2-3-21  住友不動産飯田橋ビル11F
TEL:03-5804-8787  FAX:03-5804-8790
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オプション機能

アプリケーション共有 HD画質対応

スケジュール機能

AdminTool(管理者機能)

多人数(セミナー)モード

コール機能 プレゼンス機能

￥300,000→￥0

※アプリケーション機能・HD画質は別途月額費用が発生します。
※月額費用は別途発生します。

￥300,000→￥0￥300,000→￥0

￥300,000→￥0 ￥300,000→￥0 ￥100,000→￥0

￥300,000→￥0

ビジュアルコミュニケーションシステム

お好きなオプション1つ
無料キャンペーン！！

★指定のパッケージをお申込み頂くと、下記のオプションを1つプレゼントさせて頂きます。

18



A

製品 標準単価 数量 小計

LiveOn クライアントソフトライセンス ¥78,000 2 ¥156,000

マイクスピーカー YVC-300 ¥50,000 2 ¥100,000

Webカメラ C930e ¥16,000 2 ¥32,000

標準価格（合計） ¥288,000

キャンペーン価格（営業までお問い合わせください）

＋ ＋

B

製品 標準単価 数量 小計

LiveOn クライアントソフトライセンス ¥78,000 2 ¥156,000

マイクスピーカー YVC-1000 ¥120,000 2 ¥240,000

コミュニケーションカメラ CC2900e ¥100,000 2 ¥200,000

標準価格（合計） ¥596,000

キャンペーン価格（営業までお問い合わせください）

＋ ＋

C

製品 標準単価 数量 小計

LiveOn クライアントソフトライセンス ¥78,000 2 ¥156,000

タッチスクリーン Xシリーズ 55インチ ¥698,000 1 ¥698,000

標準価格（合計） ¥854,000

キャンペーン価格（営業までお問い合わせください）

＋

D

製品 標準単価 数量 小計

LiveOn クライアントソフトライセンス ¥78,000 2 ¥156,000

タッチスクリーン Xシリーズ 70インチ ¥1,280,000 1 ¥1,280,000

標準価格（合計） ¥1,436,000

キャンペーン価格（営業までお問い合わせください）

＋
※本価格は税抜き価格です。
※パッケージを2017年4⽉〜6月末日までに納品の企業様限定です。
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伝助 for 商魂/請助 for 商魂

「伝票⼊⼒」「伝票発⾏」
が簡単にできる！
「伝票⼊⼒、印刷」こんなことでお困りではありませんか？

■商魂Xでは印刷できない伝票、（項目）がある
■売上⼊⼒画⾯の項⽬が多く⼊⼒しづらい
■ユーザから希望される請求書が印刷できていない
■特殊な計算が必要

印刷後に必要項目を手書きしている
⼊⼒ミスが多く、印刷物の確認が⼿間になる
別途EXCELで請求書を作成している
電卓で計算し、手書きしている

『伝助/請助』を導入すれば・・・

売上伝票を⼊⼒し易い画⾯に変更！
特殊な請求書が印刷できます！

項目の追加ができる！
自由な画面設定が可能！
２度⼊⼒なしで専⽤請求書を印刷！
計算式が設定できるので業種特有の計算が可能！

その結果・・・

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

※『売上じまんDX』『仕入じまんDX』は連動対象外です。
※『PCA商魂・商管Xシリーズ』が連動対象となり、９V.2R7シリーズなど旧製品は連動対象外です。
※伝助 for 商魂/請助 for 商魂は「株式会社ヘキサード」のソリューション製品です。

カタログ・詳細なご説明を
ご希望の方は担当営業まで

お問い合せください。
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お客さまが複合機をご使用される中で発生する
ご要望にお応えいたします。

このような場合にご利用いただけます

■ パソコンを増設したので、プリンタドライバを入れてほしい

■ パソコンの環境が変わったので、SEND の再設定をしてほしい

■ アドバンスドボックスのフォルダを追加してほしい

■ カスタムメニューを変更してほしい

■ 取引先が増えたので、宛先表を追加してほしい

■ FAX の転送設定を変更してほしい

お気軽にご相談ください！

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。

設定おまかせサポートサービス設定おまかせサポートサービス設定おまかせサポートサービス
「image RUNNER ADVANCE」シリーズ、「image RUNNER」シリーズの
プリンタ機能、SEND 機能、ボックス機能の運用を支援するサービスです。

複合機 1 台に対し 15 台までのパソコンに対応いたします。
（追加パソコン 10 台ごとに 30 台まで対応）

定額料金制なので、
年間何度でもご利用できます。

サポートサービスを拡張
■ プレプラス

設定おかませサポートサービスを導入時などの
初期設定作業を含めたサポートサービスでトータルな
運用支援を行います。

■ リモートプラス
複合機（iR-ADV シリーズ）に対してリモートにて
コールセンターが設定・変更を支援いたします。

（パソコンのインストール、設定変更はリモートサポート対象外）

■ KG 用
キットギャランティの複合機にも対応いたします。

プリンタプリンタ

ドライバをドライバを

入れてほしいな入れてほしいな

プリンタ

ドライバを

入れてほしいな

SEND のSEND の

再設定を再設定を

してほしいなしてほしいな

SEND の

再設定を

してほしいな

アドバンスドアドバンスド

ボックスフォルダをボックスフォルダを

追加してほしいな追加してほしいな

アドバンスド

ボックスフォルダを

追加してほしいな

カスタムカスタム

メニューをメニューを

変更してほしいな変更してほしいな

カスタム

メニューを

変更してほしいな

宛先表を宛先表を

追加してほしいな追加してほしいな

宛先表を

追加してほしいな

FAX のFAX の

転送設定を転送設定を

変更してほしいな変更してほしいな

FAX の

転送設定を

変更してほしいな
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３つの活用術のご紹介

【こんなお悩み、imageWARE Desktopが解決します！】

ドラッグ＆ドロップで文書を簡単に
まとめることができます！
仕分けのいらない資料作成可能！
プレビューで印刷ミスも防げる！

様々なアプリケーションで作成した資料を束ねる

■最新情報が⼊⼿できたり、サポート情報にアクセスできるから便利！
imageWAREDesktopDOOR はこちら

https://mp01.canon.jp/iw/app/user/desktop/top.do

ドキュメントの編集・印刷・保管に
おすすめのソフトウェア
Canon imageWARE Desktop
活用術のご紹介です

文書を簡単に取り込む

保存文書の
検索も容易

電子データの
整理も自在

編集も思いのままイメージ通りに印刷
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【imageWARE DesktopはPDF編集機能も充実！】

PCでファクス受信確認！これで
ファクス書類の取り忘れも防げます！
ファクスが自動的にPCに転送され、
業務の電子化をぐっと後押し！

【こんなお悩み、imageWARE Desktopが解決します！】

受信ファクスの確認漏れや
対応遅れでトラブルが

発生しています！

PDFファイルを分割する・結合する

FAXを電子化し、受信に素早く対応する
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ステラグループ株式会社
本　社　TEL:03-5804-8787　FAX:03-5804-8790
立　川　TEL:042-525-2146　FAX:042-525-2164
三　鷹　TEL:0422-52-8351　FAX:0422-52-8461
神奈川　TEL:045-651-7421　FAX:045-651-7424
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ほ

ほ

ご存知ですか？ネットアイサービス

インターネット環境がなくてもご利⽤いただけます

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート3課

小林 俊介

24時間、複合機を⾒守ります。

ネットアイ サービス（M1）

「ネットアイ」とは？
カウンターの自動検針、エラーや紙づまりの発生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ます。また、トナーの残
量の情報から的確なタイミングで交換トナーのお届けもいたします。消耗品の余剰
在庫を防ぎ、保管スペースの削減など、さまざまな複合機の管理負荷を軽減します。
ネットアイのほぼすべてのサービスメニューは、標準の保守料⾦の中でご利⽤いただ
けます。

これまでインターネット環境のみでご提供していたネットアイですが、ネットアイサービス(Ｍ１）
では携帯電話網を使い、クローズな環境でもサービスのご提供が可能になりました。

①インターネットを通らない通信経路
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ社の「ビジネスmoperaアクセスプレミアムサービス」と専用線
を組み合せることで、通信経路上でデータがインターネットを通過しません。
②接続先の限定
ネットアイサーバにしか接続できないSIMとアクセスプレミアムサービス側の設定になっています。
またSIMを挿し替えられても、汎用のルータとしては使用することができません。
③外部から入れない発信専用回線
発信専用の回線とすることで、外部からFOMA網を使って入り込む事ができなくなっています。
④堅牢なサーバ
ISO27001を取得した堅牢なデータセンターでネットアイサーバが運用されています。取得し
た複合機のデータが漏えいする⼼配はありません。

セキュリティ⾯も安⼼してご利⽤いただけます
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お手元にはがきが届きましたら記載URLへアクセスをお願いいたします

◆実施期間 2017年4月上旬 ～ 2017年6月30日

2017年度 複合機保守サービス顧客満足度調査

①リモート監視*1

監視センターで異常を検知したら、お客様に連絡の上、即座にサービスマン
を手配します

②カウンタ自動検針

全台数、指定日検針が可能です。訪問検針による検針ミス・検針日のズレ
を防ぎます。

③稼働報告書

日々カウンタ情報や品質情報を取得しているので、稼働状況をご報告する
ことが可能です。

④最適点検サイクル

複合機の枚数に応じて点検を行うので、使用枚数の大小にかかわらず安定
稼働に貢献します

⑤トナー残量お知らせ*1

トナー残量が少なくなると、自動的にお客様へトナーを自動配送致します。在
庫管理の手間が省けます。

*1 サービスの提供は無償ですが、別途お申し込みが必要となります

「NETEYEとは」インターネットを利用して遠隔モニタリングするオンラインサポートシステムです。

アンケート回答頂いた方に、
抽選でプレゼントが当たります！
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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。

今年も、キヤノンマーケティングジャパン主催の
「キヤノンお客さま満足度調査アンケート」が始まりました。
おかげさまで私どもステラグループは過去3年連続で
全国一位の栄誉に浴することができました。

しかしながら、これに驕らず、社員一同
もっともっとお客さまにご満足いただけるよう
自らを高めていく努力をしていこうと誓い合っております。

そのためにも、是非お客さまの忌憚のないご意見を
お聞かせくださいますよう、何卒よろしくお願い申しあげます。

末筆にて大変恐縮ですが、
お客さま皆様方の益々のご健勝を心より祈念申しあげます。

代表取締役社長 川井 昇

Twitter 展開中！

弊社システムサポート担当が
日々様々な情報をつぶやきます。
ぜひフォローお願いします。

@Stellar_Support

ステラリンク2017年5月号 2017年4月18日発行

#76 INDEX

★ステラリンクのバックナンバーは、
弊社ホームページでご覧いただけます。

http://www.stargp.jp/stellar-link

STELLAR

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

facebook

LINK
ライブオフィス見学開催中！

ステラグループのライブオフィスは、2012年9月にオープンいたし
ました。ここにはメーカーのショールームにはない、毎日実際に活用
している工夫があります。まさに生きた（LIVE）オフィスです。

実際に社員が働いているオフィスをご覧いただくことで、移転やレ
イアウト変更をご検討中のお客様はもちろんのこと、お客様のオフィ
スが抱える様々なお悩みの解決にきっと参考にしていただけると考
えています。

<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ホームページ twitter

P 2 オフィスに「健康経営」の考え方を取り入れませんか？
P 4 ステラグループの光コラボレーション「スターライトひかり」
P 6 人材活用・タレントマネージメント CYDASのご紹介
P 8 カラーコピー黒板600シリーズのご紹介
P 9 Canon「HOME」活用事例
P10 男性200名・女性200名に聞いた、働き方に関する調査
P11 オフィス遍歴から見る「フロンティアコンサルティング」
P12 これからのWeb対策
P14 RISO 商品紹介キャンペーン実施&デモカーのご案内
P16 Web会議システム「LiveOn」
P18 期間限定！LiveOnをご契約いただくとお好きなオプションプレゼント！
P20 伝票入力・発行が簡単にできる「伝助 for 商魂/請助 for 商魂」
P21 複合機の運用を支援します！「設定おまかせサポートサービス」
P22 imageWARE Desktopで書類を一元管理しましょう！
P24 EPSON高速ラインインクジェット複合機新登場！
P26 複合機のお役立ち情報第20回「ネットアイM1」について
P27 Canon サービス向上アンケート ご協力のお願い


