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■イチ押し！

Webサイトフルリニューアルサービス
ホームページ丸々パックのご紹介

■商品情報

EPSON 超単焦点投写！ゼロオフセットレンズ
コクヨの防災備蓄品と快適なオフィスチェアーのご紹介

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/複合機編
第21回「コピー用紙の湿気対策」について

施工 フロンティアコンサルティング
内装写真 株式会社ファミリーコーポレーション様
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ご紹介特典 豪華賞品

ご紹介社様 と ご成約者様に

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‼

ORPHIS ご紹介キャンペーン

ＳＴＥＰ１
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。

ＳＴＥＰ２
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。

ＳＴＥＰ３
ご紹介いただいたお客様にご成約いただくと…

より多くの方に「世界最速」をご体感いただきたいので・・・

好評につき、期間延長 いたします！

5月31日(水)
↓

8月31日(木)まで

★ご紹介キャンペーン期限

・印刷速度：160枚/分
・ｶﾗｰ単価：1.44円/枚
・ﾓﾉｸﾛ単価：0.50円/枚
・耐久枚数：1000万ﾍﾟｰｼﾞ

高速カラープリンタ

「ORPHIS GD9630」
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超短焦点ゼロオフセットレンズ

①超短焦点投写

②レンズシフト機能 レンズシフト調整可能範囲

天吊でも床置きでも短い投写距離で大画面投写可能。会議室でスペースの有効活用ができます。

※イラストはイメージです。実際にはスクリーンに対しプロジェクターは正対した状態で投写します。

こんな利用シーンでの導入が急増中！

型番 ： ELPLX01
価格 ： オープンプライス

ELPLX01
1mの投写距離で134インチの大画面投写を実現

会議室・教室 エントランス 店舗サイネージ

●上方17%、左右10％のレンズシフトが可能。
●画面を上部に移動できるので、後方座席の方でも
　画面全体を見せることが可能です。

●店舗サイネージにおいて壁面全面に投写を実現させます。
③ゼロオフセット投写

【ゼロオフセット投写とは・・・】

東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー29階

【おすすめの３つの機能】

①超短焦点投写
②レンズシフト機能
③ゼロオフセット投写

超短焦点レンズELPLX01と標準レンズ（中焦点レンズ）ELPLM08との
投写距離の違い

スクリーンサイズ
（16:10）

300型
200型
150型
100型

最短（ワイド）

ELPLM08　およその投写距離

943cm
627cm
469cm
311cm

最長（テレ）

1,510cm
1,005cm
753cm
500cm

スクリーン
およその大きさ
（横×縦）

6.4×4.0m
4.2×2.7m
3.2×2.0m
2.1×1.3m

ELPLX01
およその投写距離

231cm
400型 8.6×5.3m 310cm

152cm
113cm
74cm

［後方座席からみたスクリーン画面］

↓
下の方が見えない 下の方まで見える

AfterBefore

レンズシフトを
活用すると

①レンズの中心
②レンズ位置をホームポジションに
　移動したときの投写映像
③最大稼働領域 ： V×17％※

 

 
 電動レンズ

シフト量
+17% 

オフセット

狭いスペースにおいて超短焦点で
壁面全面に投写したい場合に発生
する天井からの隙間（オフセット）を
埋めることができます。

ELPLX01の対応機種 ： EB-L1100U、L1300U、L1405U、EB-G7000シリーズ

製 品 の 詳しい 情 報は、カタログまたはW e b で ! ■ お求め・ご相談は下記まで

導入例 ： ショーウィンドウ ショーウィンドウ内側イメージ

※左右方向が最大の場合は上方向に移動できません。

デッドスペースデッドスペース

AfterBefore

スペースを有効活用スクリーンの前にデッドスペース

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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AutoManagedService

｜オートマネージドサービス（自動運用）の導入における効果

障害修復
スピード短縮 運用コストの最適化運用品質向上

60％ 0％

ヒューマンエラー

90％

簡易的システム
障害対応を手を
介さず自動化

オートオペレーションサービス
異常が検知された場合、テンプレートによる監視/通報（メールと電話対応）に加え、
診断分析/復旧を⾃動運⽤ご提供します。また、テンプレートによる定期業務の⾃動運
用もご提供します。

※ テンプレートによる診断分析・修復提供のほか、カスタマイズ運⽤も承ります。

お客様②異常を
メール・電話
にて自動通報

iDC/他社DC
オンプレミス/パブリッククラウド

など

④修復

①検知/
診断分析

③修復依頼

VM

オートマネージドサービス
障害の検知分析から修復までの⾃動対応！！

様々なシステム環境において、サーバ、通信機器、アプリケ
ーションなどの監視、障害の検知分析から修復までの⾃動運
用をご提供します。（24時間365日対応）

バーチャルエンジニア

VM

平均復旧時間
（MTTR）の短縮

IPcenter
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〒160-0022 

新宿区大久保３丁目８番２号 新宿ガーデンタワー

TEL 03-4243-4570 FAX 03-4243-4499

MAIL kohei.doi@i2ts.com

http://www.i2ts.com/

サービスの仕様は予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。
第1.0版

AutoManagedService

オートマネージドサービス
｜ご提供内容

監視項目 通報方法 診断分析 修復⽅法

PING監視

自動による
メール

電話（音声合成）

ログインを試みる サーバ再起動

PORT監視 TCP/UDP Port の反応を確認 対応するプロセス(サービス)の再起動
または、サーバの再起動

URL応答コード監視 http/https のレスポンスを確認 対応するプロセス(サービス)の再起動
または、サーバの再起動

CPU使⽤率 高負荷なプロセスの検出 高負荷なプロセスを再起動
または、停止、サーバの再起動

メモリ使⽤率 高負荷なプロセスの検出 高負荷なプロセスを再起動
または、停止、サーバの再起動

ディスク使⽤率 巨大ファイルの検出 巨⼤なファイル、不要な⼀時ファイルの削除、
または圧縮

ログ監視 ログを検索 メッセージの内容により、対応は都度異なる

プロセス監視 プロセスのステータス確認 プロセスの再起動または、サーバの再起動

ロードアベレージ監視 高負荷なプロセスの検出 高負荷なプロセスを再起動
または、停止、サーバの再起動

サービス名//項目 共有タイプ 専有タイプ

オートモニタリングサービス 自動による監視/通報（メールと電話）

オートオペレーションサービス 自動による監視/通報（メールと電話）+ 診断分析/復旧

オートカスタムサービス × ○

監視状況の表示（webモニタリング） × ○

レポート機能 ×（※） ○

サービス名 初期（税別） 月額（税別） 備考

オートモニタリング

共有
タイプ

基本20,000円/案件(※）
+＠7,000円/ノード

基本0円/案件
+＠7,000円/ノード

※ Windows利⽤時、
初期基本：40,000円/案件です。

専有
タイプ

基本80,000円/案件(※）
+＠7,000円/ノード

基本30,000円/案件(※）
+＠7,000円/ノード

※ Windows利⽤時、
初期：基本160,000円/案件です。
月額：基本70,000円/案件です。

オートオペレーション

共有
タイプ

基本20,000円/案件(※）
+＠10,000円/ノード

基本0円/案件
+＠10,000円/ノード

※ Windows利⽤時、
初期基本：40,000円/案件です。

専有
タイプ

基本80,000円/案件(※）
+＠10,000円/ノード

基本30,000円/案件(※）
+＠10,000円/ノード

※ Windows利⽤時、
初期：基本160,000円/案件です。
月額：基本70,000円/案件です。

オートカスタム 専有
タイプ 個別⾒積り 個別⾒積り

｜料⾦

※ 有償オプションにてご利⽤いただけます。
｜監視項⽬と⾃動運⽤例（Linux）

お問合せは・・・
弊社営業担当まで！！
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フェア出展予定品
防災備蓄品と快適なオフィスチェアー

東日本大震災から５年

多くの会社が防災備蓄の更新時期を迎えます。

この機会に、未来の運用を見据えた、備蓄プランの見直しをしませんか？

災害に強い企業、災害に強い社会を実現していくための架け橋となることが、

私たちオフィスを知りつくしたコクヨからのご提案です。

1

コンパクトなのに
快適な座り心地
と充実の機能

お奨めオフィスチェア！

2
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東京都は帰宅困難者対策を
総合的に推進するための
条例を制定し、平成25年
4⽉に施⾏しました。

・固定棚収納の際に必要な面積＝約6㎡ 約-2㎡のスペース削減 ・固定棚収納の際に必要な面積＝約29㎡ 約-10㎡削減

11



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 
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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 ¥2,700～ 
スターライトひかり  
マンション 

下り：最大200Mbps 
上り：最大100Mbps 

¥2,700～ 
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 

※この料金は2017年6月12日現在のものです。 13



お客様に選ばれる使い方

不動産業様・⼯事業様へ
オススメの使い方を紹介します。

体験版もございますので
営業担当にご相談ください。

物件情報の社名差し替えが簡単にできます
【こんなお悩みありませんか？】⼤量の物件情報をFAXで紙ベースやりとりしている。
紙のコストだけでなく、物件情報などの社名差し替えや書類管理が煩雑になっている。

①FAXを
電子転送 ②スタンプ感覚で社名の差し替え

ポンッ!!

③必要なだけ印刷し
電⼦で管理・検索

ファクトシート
○○地区

1K・1DK
1LDK

××地区
1K・1DK
1LDK

△△地区
賃貸借契約書

必要な時にすぐ
出せる！

(検索機能あり)

物件情報の社名差し替え作業を簡単に！

不動産業様にオススメの使い⽅

14



3

工事業様へオススメの使い方 その①
完成図書等の納品書類を効率よく印刷

【こんなお悩みありませんか？】FAXで送付される図面や、Word,Excelで作成する
施⾏計画書等の書類群を、1つにまとめて提出しなければならない。提出体裁を 整え
る作業の毎回非常に手間がかかっている

製本資料作成で解決！
ドラッグ＆
ドロップ

自動で製本体裁に!!
このまま⾒たまま印刷で印刷ミスも削減!!

ドラッグ＆ドロップでページの移動や削除も可能!!

FAXで届く書類の管理を効率化
【こんなお悩みありませんか？】1案件につき図面や関連書類等膨大な書類がFAXで
届きます。特に図⾯においては現場持ち込みのため紙出⼒が必要。都度、スキャン⇒
ファイルをリネーム⇒出⼒するのは、⼿間と紙のコストがかかってしまう。

ここを
ファイル名
にしたい!!

FAX
受信

PDF
転送 次ファイル

リネームも

書類のリネーム作業で解決！

プレビューで拡大表示
F2キーで簡単リネーム

プレビュー表示位置は
固定されたまま閲覧可能

工事業様へオススメの使い方 その②
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送り状発⾏
システム

送り状

配送

荷物お問い合わせ
（配送状況）販売管理システム

データ取得

基幹業務と
物流の融合

販売管理システム が
の送り状発⾏システムと

シームレスに連携！
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〒102-8171   千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル TEL:03-5211-2700  
ピー・シー・エー株式会社

STEP
1

PCA商魂DX B2Web 送り状連携API

「PCAクラウド Web-API」もしくは「CSV」
により、売上(受注)伝票データを取得

「 P CA商魂DX」のデータを 「 k i n t o n e 」にインポート

受注伝票
or

売上伝票

送り状発⾏業務における効率化を実現

STEP
2 「 k i n t o n e 」から 「B 2Web 」に連携し、送り状を発⾏

「PCA商魂DX」の伝票データを
「B2Web」へAPI連携送り状を発⾏したい

伝票のチェックボックスに

STEP
3

「 B 2Web 」で送り状の発⾏が完了する と、送り状Noが
「 k i n t o n e 」に登録され、商品の配送状況サイトへリンク

発⾏が完了すると
送り状Noを登録

送り状Noをクリックすると
配送状況追跡サイトへリンク

送り状種別（発払い・DM便・ネコポス・宅急便
コンパクト）、クール区分（通常・クール冷凍・クー
ル冷蔵）、出荷予定⽇などを⼀括指定できます。

取り込み結果の編集や
時間帯指定などもできます。

交 通 費 申 請

日 報

契 約 書 管 理

ク レ ー ム 管 理

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です17



7月12日に開催される
ステラリンクフェア（仮称）にて
PRO-2000出展予定です。
是非ご覧ください。

詳しくは弊社営業担当まで。
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7月12日に開催される
ステラリンクフェア（仮称）にて
PRO-2000出展予定です。
是非ご覧ください。

詳しくは弊社営業担当まで。
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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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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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Q1.あなたは⾃宅で会社の仕事をすることができる？
※⾃宅で仕事ができる制度の有無に関わらず、

やろうと思ったらできるかどうか

Q2.⾃宅で会社の仕事ができない理由について、
あてはまるものは？

Q1. 半分以上の若⼿社員が問題なく・⼜は問題があるかもしれないが
仕事はできると回答しました。

Q2. 大きな要因となった上位３つは、会社側の整備によって解決できる
要因となりました。しかし、残りの家の環境に関しては会社の⽴ち⼊
れない要因となってしまうので、サテライトオフィスや、レンタル
オフィスの活⽤など、在宅勤務以外の選択肢を⽤意する必要があり
そうです。

問題なく仕事ができる, 
25.8%

多少問題はあるが仕事

はできる, 29.3%

全くできない, 45.0%

31.3

44.4

43.4

6.7

13.5

10.4

12.5

5.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自宅のPCや通信環境が充実していないから

仕事に必要なソフトや機器が会社にしかないから

仕事に必要な資料やデータが会社にしかないから

自宅で仕事をしていると家族の目が気になるから

自宅では仕事を阻害する誘惑があるから

自宅には自分の書斎やデスクがなく、集中して仕

事ができないから

子育てや介護等で仕事に集中できないから

その他

社会人10年未満の若⼿社員に聞いた！働き⽅調査

Q3.オフィス内のカフェスペースと、
オフィスのそばのカフェ、
料⾦がかからないとするとどちらを利⽤する？

Q3. 休憩に利⽤したいときは、「オフィスのそばのカフェ」、仕事に
利⽤したいときは「オフィス内のカフェスペース」という結果に
なりました。しかし、休憩に利⽤、仕事に利⽤の両⽅とも「どち
らも利⽤しない」という結果が勝りました。オフィス内に本当に
カフェスペースを作る必要があるかどうか検討が必要そうです。

Q4. 理想の会議時間は、実際の会議時間よりずいぶんと短いという
結果になりました。７割以上の若⼿社員が1時間以内の会議を望
んでいるようです。

Q4. 1回の会議時間で、理想の会議時間と
実際にかかっている会議時間(平均時間）は？

26.3

30.8

36.3

23.0

37.5

46.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

休憩に利用したいとき

仕事に利用したいとき

オフィス内のカフェスペース オフィスのそばのカフェ どちらも利用しない

14.3

6.0

35.0

10.0

15.3

15.0

10.5

24.3

1.0

11.0

0.3

5.0

0.3

2.3

23.5

26.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

理想の会議時間

実際の会議時間

～15分未満 15分～30分未満

30分～45分未満 45分～1時間

1時間～1時間半未満 1時間半～2時間未満

2時間以上 会議はない/会議には出席しない
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特集・地図から⾒る2017年度 新築オフィス物件

渋谷キャスト

神宮前計画

ラティス⻘⼭スクエア
赤坂インターシティAIR

日比谷パークフロント

住友不動産⽥町ビル

タツノ芝浦ビル

3物件をピックアップして
個別にご紹介致します。

■開発コンセプト
赤坂インターシティAIRは、国際戦略総合特別区域の
「アジアヘッドクォーター特区」や、
都市再生緊急整備地域に位置する再開発事業であ
る。
東京メトロ「溜池⼭王」駅と円滑に連携した
新たな駅前拠点ゾーンとして、
業務・商業・住宅が融合した魅⼒ある複合市街地を
形成することを目指す。

・国際性・多様性に富んだ都市再⽣拠点として、今後も発展を続ける⼤街区は、六本⽊通り、
外堀通り、桜田通り、外苑東通りに囲まれた地域である。

・地下で直結する「溜池⼭王」駅など3駅5路線を利⽤できる抜群の利便性に加え、2020年ま
でに開業予定の⽇⽐⾕線「⻁ノ⾨新駅(仮称)」も徒歩圏内。
優れたアクセスで、ビジネスをサポートしてくれるだろう。

赤坂インターシティAIR

・「赤坂インターシティAIR」は、
敷地の中心に緑を抱え、豊かな自然の恩恵を享受できる
憩いと潤いに満ちたワークプレイスである。

・多くの樹木と水景が織りなす潤いの緑地空間は、安ら
ぎとともにビジネスの発想を広げる場にもなる。
緑地には、どなたでも利⽤可能なフリーWi-Fi（無線イ
ンターネット環境）を完備している。

■開発コンセプト
オフィスワーカーに安らぎとゆとりを提供する、緑豊かな景観と開放的なオ
フィス空間。
⾼品質なデザイン、先進的な機能を備える、「ラティス⻘⼭スクエア」。

▲ラティス⻘⼭スクエア外観

・「⻘⼭⼀丁⽬駅」よりダイレクトにアクセス可能。南
北の貫通通路が周辺との繋がりや賑わいを創出してくれ
る。

ラティス⻘⼭スクエア

・SENQ(センク)は、ベンチャー・スタートアップ・企業内イノベーター・経営者・クリエイター・エ
ンジニア・大学・研究機関・地方公共団体等、多様な業界から日本を動かす
先駆者が集まり、オープンイノベーションを加速させる協業と共創の場である。

・オフィスフロアには様々な機能を有している。整形無柱空間による
効率性、四⾯採光による開放的なオフィス空間を提供している。

・制振構造も優れている。地震時に建物に伝わる振動エネルギーを、
制振ダンバーで効率よく吸収。
建物の揺れを小さくする制振構造により、地震から企業を守る。

▲⼆層吹き抜け貫通通路

▲赤坂インターシティAIR外観

■開発コンセプト
日比谷公園に面し、約16ha の緑が眼下に広が
る、まさに日比谷公園（park）の入口（front）
となる施設であることを表現した。 豊かな緑景と
歴史の面影を残す品格の地、「日比谷」エリアに
おいて、無機質になりがちなオフィスのいたると
ころに緑を配置し、癒しやリラックスをもたらす
だけでなく、オフィスワーカーの働き方を変える
ことができる最先端のオフィスとして誕生。

▲日比谷パークフロント外観

日比谷パークフロント

・スカイガーデンは日比谷公園を一望で
き、リフレッシュスペースとして社員の
憩いの場になるだろう。

・「公園の中のオフィス」をコンセプト
に、日比谷公園の眺望だけでなく、建物
の中まで公園のような快適さに包まれた
働きやすさを提供している。

・日比谷パークフロント
は、日比谷公園に近接す
る希有な⽴地であるとと
もに、多くの官庁が集中
する霞ヶ関エリアに位置
する。

・地下では隣接ビルを通
じて霞ヶ関駅と内幸町駅
に直結するため、利便性
が高い。

▲スカイガーデン

▲SHOP&RESTAURANT ゾーン

・ 1階及び地下1階には、働く⼥性をメイ
ンターゲットに、快適にくつろげる空間と
して、カフェや飲食店、コンビニエンスス
トアが出店する 。
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〒102-8171   千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル TEL:03-5211-2700  
ピー・シー・エー株式会社
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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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仮想ファイルシステム「拡張ボリューム」採⽤で⾼速な処理を実現

丸ごとパックであんしん

パッケージ特別価格

オプション価格に関しましては、
担当営業までお問い合わせください。

消費税は含まれません。
パッケージの詳細は裏⾯をご覧ください。

¥258,000

高信頼ハードディスク
「WD Red」を搭載し、
USB 3.0対応で超高速

データ損失を大幅に低減する
「拡張ボリューム」を採用した
2ドライブビジネスNAS

停電発生時にNASにシャット
ダウン信号を送り安全に停止

●NAS本体
I/O DATA製
HDL2-Hシリーズ

●バックアップ用HDD
I/O DATA製
HDJA-UT4.0W

●無停電電源装置(UPS)
OMRON製
BY35S

保守
ステラグループ
オンサイト保守

基本セット
3年保証 4TBモデル

オプション
NAS Securityなし
データ復旧費⽤保障なし
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価格は全て税抜価格となります。

※受付時間は平日9:00〜17:30とします（⼟⽇・祝祭⽇・年末年始休暇は除きます）
（受付時間により翌⽇対応になる場合もございますのでご了承ください。）

ユースウェア

基本

ログインパスワード
RAID設定
NASの名前/ワークグループ名
IPアドレス/サブネット/デフォルトゲートウェイ/DNS/WINS
ユーザー作成 5件
共有フォルダ作成 3件（アクセス権含む）
バックアップスケジュール 1件
UPS設定
訪問設置（NAS本体およびUPS）
梱包材などの片付け

オプション
ユーザー作成 5名追加
共有フォルダ作成 1フォルダ（アクセス権含む）
データ移⾏ /1単位50GB

保守
基本 メーカー保守パックステラオンサイト保守 平日9-17時対応

ステラオンサイト保守 平日9時00分-17時30分対応

オプション クラウド監視サービス
オンサイト定期点検サービス（1回）

※本構成は機器の正常稼働および障害時の対応を保守するものであり、お客様のデータを保証するものではありません。
※機器の故障やお客様の過失などによるデータ喪失等につきまして、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ステラグループ保守パックの主な内容

ラインナップ

※1 2TB HDD×2の構成となり実際の保存容量は1.8TB程度となります。

※2 4TB HDD×2の構成となり実際の保存容量は3.8TB程度となります。

※3 購入時オプションとなります。
Trend Micro NAS Security 搭載モデル構成となります。

8TBモデルに変更※2

4TB・3年保証の基本モデル※1

5年保証モデルに変更

ウイルス対策※3を追加

データサルベージ保障※4を追加

お客様のご要望に沿ったモデルへ
※4 購入時オプションとなります。

論理障害3回、物理障害1回の合計4回まで、かつ、合計最大100万円
までのデータ復旧費⽤をご負担致します。
ただし、基本ハードウェア構成以外での運用は対象外となります。
当オプションはお客様のデータの復旧を保証するものではありません。
また、データ消失の損害を賠償するものではありません。

オプション

オプション

(+¥40,000)

(+¥100,000)

(+¥20,000)

(+¥30,000)

(¥258,000)

価格は全て税抜価格となります。
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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
利⽤してみませんか！

モバイル端末を
買ったが利活⽤
されていない・・・

取引先との安全な
情報共有

迷惑メールが多い
何か他のサービスな
いかな？

データ
盗

Data

■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、E上位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！！
■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・・上位プランであれ
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！！
■DLP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！！
※⼀部機能は上位プランにて利⽤可能

Office365を利⽤することでメールの悩みを解決できるかもしれません！
①Office365のメールサービスは月額￥440〜
②メールボックスの容量は１⼈５０GB・100GB（別途 アーカイブ50GB/無制限）
③スパムや迷惑メールの悩みを解決!
④社外アクセスの悩みを解決!
⑤サービスレベルの悩みを解決!
⑥データ保護とコンプライアンス対策の悩みを解決!

無制限の
アーカイブ
※

削除メールも
検索可能
※

退職者メール
保持

重要キーワー
ドブロック

外部への添付
ファイルのみ
上司承認

会社のメール
をスマホで同
期

携帯紛失した
場合データー
初期化

メール容量
50GB/100G
B利⽤

予定表と
メール連携

設備予約

メール誤送信
防止
※

マルウェア対
策ポリシー

受信許可IPア
ドレス受信拒
否IPアドレス
設定可能

スパムフィル
ター

保護・隔離
された検知項
⽬を管理者に
て確認
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I
今回はそのようなトラブルを軽減する
ための『湿気対策』をお教えします！

梅雨の季節になりました。

梅雨は湿気が多くなる時期ですね。

実はコピー用紙は湿気などの水分を吸いやすく、

それが原因で紙づまりやカールなどのトラブルが

発生してしまうことがあります。

第二十二回へつづく

一、開封後の用紙は包装紙に包んで保管する

一、用紙はキャビネットの中など、湿気が少ないところに保管する

一、紙の箱は水平になるように保管する

～用紙保管の極意～

ドキュメント・サポート部
ドュメント・サポート3課

小林 俊介

湿気対策のポイント
• あまり使用しない用紙は少なめにセットする。
• 除湿機を機械の近くに置く。
• 用紙補充の際や⻑期セットされた⽤紙は右写真のように適

度にさばく。
• 正しく保管することで湿気によるトラブルを防止すること

ができる。
※詳しくは下記をご参照ください
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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。

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。

私どもステラグループでは、
7月12日に飯田橋の本社オフィスにて、
新製品・新サービス等をご提案するフェアを開催いたします。
お客さまのオフィス環境を改善につながるヒントの一助となれば
幸いに存じます。
何卒、ご来場の程、よろしくお願い申しあげます。

今年も暑い夏になりそうですが、お客さまみなさまがたには、
ますますのご健勝、ご活躍を祈念申しあげます。

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7月号 2017年6月20日発行

#78 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 ホームページ丸々パック
P 4 これからのWeb対策
P 6 RISO ご紹介キャンペーン延長のご案内
P 7 EPSON 超単焦点ゼロオフセットレンズ
P 8 障害の検知分析から修復までの自動対応「オートマネージドサービス」
P10 コクヨの防災備蓄品と快適なオフィスチェアー
P12 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」
P14 imageWARE Desktop 不動産業様・工事業様向けおすすめの使い方
P16 PCA商魂DXがヤマトの送り状発行システムと連携！
P18 キヤノン大判プリンタラインナップ
P20 ESETの導入はステラグループにお任せください！
P22 ウイルス検出した端末の接続を自動で妨害「NetSkateKoban」
P24 Web会議システム「LiveOn」
P26 社会人10年未満の若手社員に聞いた！働き方調査
P27 特集・地図から見る2017年度 新築オフィス物件
P28 「CELF」でExcelの知識でWebアプリが作れます！
P30 EPSON 高速インクラインジェット複合機
P32 データ保管の新境地「ステラNAS」リニューアル
P34 Office365のメールサービスについて
P35 複合機お役立ち情報第21回「コピー用紙の湿気対策」について


