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オフィスセイヴァー 「情シスくん」

でも・・・
①専門要員はコストが高い！
②ノウハウが個人に集中 →もし、退社したらその後は？
③進化するIT技術の収得が大変 →技術が偏らない？

そんなお悩みを抱えていらっしゃいませんか？

企業のIT力を高める為に、ITに精通した人材が欲しい！

◆新運用管理サービスのご紹介

◆【オフィスセイヴァー】従来のメニュー
「コンピュータ機器のトータル保守」
PC・サーバー・周辺機器・ネットワークの保守メンテナンス

◆“新”メニュー
「情シスくん」
情報システム業務の運用コンサルティング

30年以上にわたり、お客様の様々なインフラ構築をお引き受けしてきた
私たちが、課題解決のお手伝いをさせていただきます！

まとめてサポート
PCの問題からネットワーク・サーバーの
問題までまとめてサポートいたします。
また、他社から購入されたPCや周辺機
器も対応いたします。

ITなんでも相談
IT資産の効果的な運用方法のご相談に
お応えいたします。
ご相談内容にはレポートにて記録を残
し、さらなる利便性の追求にお役立てい
ただきます。

■サービス内容
－IT構築相談
－ネットワーク・インフラ資産管理
－セキュリティ管理
－定期レポート

・ネットワーク図
・セキュリティ状況報告
・ご相談内容への対応・解決提案

■オプション（運用代行支援） ※別途お見積り
-ネットワーク遠隔監視
-ヘルプデスク
-情報機器・情報システム利用規約・規定の整備
-ホームページリニューアル＆更新
-メール管理
-アップルコンピュータ運用支援
-カラーマッチング運用支援
-その他 etc ※ご要望により様々なご提案をもうしあげます。

◆基本料金 ※カッコ内は人員規模
・クラスOne（1→１０）・・・月額5,000円
・クラスMiddle A（１１→３０）・・・月額10,000円
・クラスMiddle B（３１→５０）・・・月額30,000円
・クラスLarge（５０→）・・・月額50,000円～別途お見積り
※事前調査として初期費用が別途必要です。

新登場！

今月の

PICK UP オリジナル！新運用管理サービス『情シスくん』

担当にご用命ください
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日々更新される業務データを自動的にバックアップ

担当にご用命ください
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ネットの脅威を今一度、ご認識ください！

PCに保存された個人情報や経営情報の流出、ホームページの改ざん。
インターネットが当たり前の世の中になった今、国境を越えた攻撃から情報
を守る情報セキュリティ。情報セキュリティの現状と対策とは。

実は、被害の件数は増えています。
2007年と比較して知的財産の詐欺を目的とした外部からの

攻撃は・・・ なんと 約６倍 なんです！！

実は・・・増えている情報漏洩被害！？
単純に被害を受ける
リスクが6倍になって

いるのかな・・・

攻撃方法の多様化
を併せて考えるとリ
スクは6倍以上かも

しれませんね。

そして・・・攻撃者も多様化
悪意者も以下にして対策をくぐり抜けるかを日々模索してい
ます。対策する企業も常に攻撃手法を把握して、対策を更
新していく必要があります。以下の最近のセキュリティ被害
の代表例を参考に対策を検討してみるのも良いかもしれま
せん。

セキュリティ被害の代表例

正規のウェブサイト閲覧者が、ウィルス感染を目的としたサイトへ誘導(リダイレクト)される被害が増加。
感染したウィルスはアカウント情報の摂取や外部の攻撃者への情報送付、及び他PCへの感染拡大を行う
ことで被害を拡大させます。

SNSサービスの利用者を脅したり、情報を摂取する攻撃が増加。
面識のない人同士が簡単に情報の共有ができるために悪意者を判断することが難しくなっています。悪意
者は、ウィルスの含まれる外部サイトへの誘導を行うことでウィルス感染を促します。

■複数の攻撃を組み合わせた攻撃

■信頼性の高いWEBサイトを踏み台にしたウィルス感染
正規のウェブサイト閲覧者が、ウィルス感染を目的としたサイトへ誘導(リダイレクト)される被害が増加。
感染したウィルスはアカウント情報の摂取や外部の攻撃者への情報送付、及び他PCへの感染拡大を行う
ことで被害を拡大させます。

『侵入』『進化』『攻撃』の３ステップを踏んだ攻撃が増加。
メールやUSBを始めとしたあらゆる侵入経路を駆使して社内に侵入を試みます。侵入後に内部から新種の
ウィルスの呼び込み、拡散、機能強化を行うことで攻撃を可能として、情報摂取等を行います。

■SNSサービスからのウィルス感染
SNSサービスの利用者を脅したり、情報を摂取する攻撃が増加。
面識のない人同士が簡単に情報の共有ができるために悪意者を判断することが難しくなっています。悪意
者は、ウィルスの含まれる外部サイトへの誘導を行うことでウィルス感染を促します。

■標的型メールからのウィルス感染
特定の個人や組織に向けた、顧客や取引先、友人を装ったメールの送付が増加。
記載されたリンクや添付からのウィルスの感染も報告されており、情報摂取等の危害やシステムの破壊行
為を開始することもあります。

最新のセキュリティを提供可能なサービスが登場！
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そこで！！
常に最新のセキュリティを提供可能なサービスが登場！！

ﾌｧｲｱｳｫｰﾙﾌｧｲｱｳｫｰﾙ

不正侵入検知不正侵入検知 WebWebｺﾝﾃﾝﾂﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｺﾝﾃﾝﾂﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

ｽﾊﾟﾑﾒｰﾙ検知ｽﾊﾟﾑﾒｰﾙ検知 ｳｨﾙｽ検知ｳｨﾙｽ検知

HOMEご提供機能

常に最新のセキュリティ対策

難しい設定,管理は一切無し

不具合も安心 !   リモート対応

安全 安心 安価

こんなメリットが!! HOME-CC（コンタクトセンター）が

その導入・運用をサポートします。

平日9時～18時

■HOME-TypeUスターティングパック (初期費用) 
￥６０，０００（税別）/件

■HOME 基本サービス
￥１２，０００（税別）/月

■HOME-TypeF スターティングパック (初期費用) 
￥４８，０００（税別）/件

■HOME 基本サービス
￥８，８００（税別）/月

HOME-Type U

HOME-Type F

無料診断中無料診断中!!!!

担当にご用命ください
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１

有休付与日数表に基づく有休の自動更新が可能に
労働基準法に準拠した有休付与を実現

1.1.法令対応法令対応

「給与奉行 i 」は、徹底した法令対応に視点を置き

労働基準法をはじめ、様々な法令に準拠した有休
管理や社会保険管理が可能になりました。
また、雇用形態の多様化により複雑化した給与計
算をミスなく行うため、計算式機能を強化しました。
さらに、月次処理後のチェック・修正作業をサポート
する機能の充実を図ることで、正確かつ迅速な給与
管理を実現します。

●2次元の計算式テーブルを登録可能

社員の職種と資格等級によって職能給
が変動するといった場合などに、2次元の

計算式テーブルを設定することで、毎月
の手当金額を自動算出できます。
人事異動などによって社員情報に変更が
あった際にも、ミスを防ぐことができます。

●社員情報や前月給与（前回賞与）の情報を計算式に利用可能
性別や所属・役職・等級・家族情報といった社員情報に加え、前月の勤怠項目や手当金額を計算式に利用でき
ますので、企業独自の複雑な給与計算に対応します。

3つの視点から機能アップを実現した
給与奉行 ｉ シリーズ。
徹底した法令遵守を基盤に、適正な労務
管理、リスクマネジメントを実現。

計算式機能の強化により、複雑な手当計算を徹底サポート

法令に準拠した機能を搭載
法令対応に重点を置き、お客様に安心してご利用頂ける機能
を搭載

管理業務を強化する機能の充実
様々な雇用形態に対応可能な管理機能を搭載

リスクマネジメントを実現する機能
を搭載
就業規則や労働関連法など、規則に沿った労務管理の徹底
を支援する機能を搭載

２

３

◆入社（有休起算日 ）６ヵ月後に10日、１年６ヵ月
後に11日･･･と有休を付与する「採用日方式」及び
毎年４月など決まった月に有休を付与する「基準日
方式」の両方に対応。

◆有休残日数が足りない場合に、有休消化日数の入力
を制限する、もしくは、警告を出すことができる
「有休の前貸し」機能を搭載。

●企業に合わせた有休管理を実現
有休付与日数表は、複数パターン登録できるため、就業規則や労働関連法に合わせた有休管理を実現します。

22..管理機能強化管理機能強化

【計算式に利用可能な項目】
社員情報
◆基本情報（性別や雇用区分など）◆所属情報（所属・役職・職種など）◆計算
単価情報◆家族情報（配偶者・扶養親族情報など）◆休職情報
◆区分情報

前月給与（前回賞与）
◆勤怠（出勤日数・出勤時間など）◆勤怠手当（普通残業手当など）
◆支給（基本給など）◆支給内訳◆控除◆控除内訳◆計算（総支給金額など）
◆事業主◆就業◆賞与試算・前月給与

社会保険管理機能を強化し、様々な業態の給与管理に対応

●複数料率の保持
社会保険料率・労働保険料率の複数管理が可能です。
※Sシステムのみ

●新旧料率の保持
料率の改定がある際、適用年月と新料率を事前に登録でき、さらに、
適用年月と給与支給月・賃金計算期間をつき合わせ、どちらの料率を
適用すべきかを自動判定します。

迅速な法令対応で安心の給与計算をサポート
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給与処理月を進めるだけで、自動的に社員情報更新メニューが起動し、社会保険や有給休暇など、必要な社員情報
の自動更新を行います。更新を実行しないと翌月の給与処理ができないという処理統制を行うことで、更新漏れなど
のミスを防止します。

社員情報更新機能により、社員情報の更新漏れを防止

主な仕様

価 格

※Sシステムは、Bシステムに加え、社会保険の資格取得/喪失届（磁気ディスク作成のみ）、育児休業等終了時月額変更処理、遡及処理、労働保険申告資料など
の機能を搭載しています。

★10ライセンス以上もご用意しております。※for SQL ： 別途 Microsoft SQL Server 2005又は2008 (Express Editionは除く）が必要です。
※with SQL： Microsoft SQL Server 2008 およびクライアントアクセスライセンス［ランタイム版］がバンドルされています。※Type NS ： スタンドアロン Bシステム又

はSシステムと同等になります。 ※上記価格には、プログラムセットアップ料、環境設定料、操作指導料等は含まれておりません。

1,764,000円（1,680,000円）1,449,000円（1,380,000円）10

1,344,000円（1,280,000円）1,134,000円（1,080,000円）5

1,092,000円（1,040,000円）924,000円 （880,000円）3給与奉行 Type NS

with SQLfor SQLﾗｲｾﾝｽ数製品名

◆奉行 ｉ シリーズ NETWORK Edition （ネットワーク対応）

262,500円（250,000円）210,000円（200,000円）給与奉行

SシステムBシステム製品名

◆奉行 ｉ シリーズ スタンドアロン

●健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険の徴収の有無
社員の生年月日 から年齢を判定し、更新後の給与処理月から健康

保険料・介護保険料・厚生年金保険料の徴収の有無が変動する社員
がいれば社員情報を更新します。

※雇用保険の免除高齢者となる社員についても自動判定可能です。
※社員本人が介護保険料の徴収対象者でなくても、特定被保険者の介護保険

料を徴収する場合、家族の生年月日から自動判定することが可能です。

33..リスクマネジメントリスクマネジメント

●標準報酬（健保標準報酬・厚年標準報酬）の更新
算定基礎/月額変更処理、育児休業等終了時月額変更処理(※Sシステム)

の結果、更新後の給与処理月が、新しい保険料の徴収開始月になる
社員の標準報酬を自動更新します。

●有休の更新
社員の有休付与日数表の設定によって、更新後の給与処理月が
有休を付与する月になる社員がいる場合、該当する社員の有休更新
を行います。

社員ごとの3通り
そのうち1つは自動車通勤用（距離
判定）として使用可能

通勤費

40文字部門名

5階層部門階層

英数ｶﾅ1～15桁部門コード

推奨登録件数
STD：300部門/NW版：500部門

部門登録件数

11人
（配偶者＋扶養親族10名）

社員の家族人数

30文字社員名

英数カナ4～10桁社員番号

推奨登録人数
STD：300名/NW版：500名

社員登録件数

無制限/1領域管理可能年数

最大9,999管理可能領域数

99件、１テーブルに
999行×999列可能

計算式テーブル
登録

端数処理単位
0.001円～100,000円

計算式端数処理

6回賞与処理回数

12ヶ月＋予備3ヶ月給与処理回数

20文字会社銀行名

英数カナ2桁会社銀行コード

無制限
会社銀行登録
件数

20文字給与体系名

英数カナ4桁給与体系コード

9,999件給与体系登録

10項目賞与控除内訳項目数

20項目賞与控除項目数

10項目賞与支給内訳項目

20項目賞与支給項目

10項目給与控除内訳項目数

20項目給与控除項目数

10項目
給与支給内訳項目
（残業手当6項目・

減額金3項目を除く）

20項目
給与支給項目
（課税通勤手当を除く）

8項目勤怠時間項目数

6項目勤怠日数項目数

奉行クリックURL

担当にご用命ください
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奉行製品の「保守」「サプライ」
特価対応中！

財務会計

種類

対応ソフト

元帳、仕訳伝票など

勘定奉行

給与計算

種類

対応ソフト

給与明細書、源泉徴収表、賃金台帳など

給与奉行、法定調書奉行

販売/仕入・在庫管理

種類

対応ソフト

納品書、請求書など

商奉行、蔵奉行

建築業会計/個別原価管理

種類

対応ソフト

仕訳伝票、工事台帳など

勘定奉行［個別原価管理編］、建設奉行

OFFICE BANK
種類

対応ソフト

振込明細書、振込入金明細表など

OFFICE BANK

シール等

種類

対応ソフト

タックシール、ラベルなど

各種

保守加入、純正サプライを購入されているお客様
年末のご入用、ステラグループにお声掛け下さい。

奉行サプライラインアップ

保守サービス「奉行補佐役」

ステラグループはOCIPを取得しております

その他「PCA」「弥生」「応研」なども対応可能

詳しくは担当まで

特価対応中！奉行製品のご案内

担当にご用命ください
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ステラグループがご提案する

1980年以降、紙文書を電子化し、それを有効活用するための、様々なソフト・ハードウエアが開
発され、世の中に送り出されて参りました。
最近では、クラウド、スマートフォンなどの新しい仕組やハードウェアの出現により、電子文書の
活用方法も益々多様化する様相を見せております。

ステラグループは、お客様にとっての最適なドキュメント管理手法（ドキュメント・ソリューション）
は何か？を、お客さまと共に考え、それを実現してまいります。

①ハード＆ソフトウェアを駆使して自社内で電子化

②外部業者を活用し、人海戦術で電子化

Ｓｔｅｐ１ まずは、紙文書の電子化

①ハード＆ソフトウェアを駆使して自社内で電子化

②外部業者を活用し、人海戦術で電子化

Ｓｔｅｐ１ まずは、紙文書の電子化

（大量なものを低コストで）

Ｓｔｅｐ２ 電子化した文書の活用
Ｓｔｅｐ３ 文書管理ネットワークの構築

今回は、Ｓｔｅｐ１についての情報をご提供いたします。

紙文書を電子化してみませんか？

担当にご用命ください
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「優れた搬送性能」
「様々なドライバ機能」
A3までの普通紙はもちろん、

伝票等の薄紙、ＮＣＲペー
パー、名刺やカードからま
で、様々な大きさ厚さの用
紙も安定した給紙を実現。
「原稿サイズを自動検知」
「斜行補正機能」「文字向き
検知」等の様々なドライバ
機能との組み合わせにより、
快適スキャンを実現します。

「超・コンパクト設計」
Ａ3対応スキャナとは
思えない、超コンパク
ト設計。スキャナ使用
時だけでなく、収納時
にも、こだわった省ス
ペース設計です。

●

●

●

「スキャン部」
カラー・白黒同速の50ppm
（A4/200×200dpi/片面）
の高速スキャン。A3用紙
から名刺までのあらゆる
用紙サイズをカバー。
両面読み込みも実現。
最大600dpiの高解像度。

「選べる排紙｣
作業スペースを取
らない「Ｕターン排
紙」と、カードスキャ
ンにも対応した「スト
レート排紙」を選択
可能。

●

ドキュメントスキャナーについて

名 刺

経理伝票、配送
伝票など、日々発
生する非定形文書
もまとめて電子化

非定形文書

仕分けや整理が
大変な名刺類も、
まとめて電子化
して、検索も楽々

混在スキャン

電子化

厚紙と薄紙や大
きさの異なる紙も
同時にスキャン

電子化

会議資料、取扱説
明書、図面、提案
資料などあらゆる
紙文書を電子化

信頼の搬送性能

電子化

電子化
文字向き検知

多彩なドライバ機能

●テキストOCRにより、

原稿の上下左右を判断
し、正立画像へ回転さ
せる文字向き検知機能
方向がまちまちの原稿
も、事前処理がいりませ
ん。

●よく使うドライバ設定
を最大20個ユーザ登録

可能●白黒・カラーなど
多彩なスキャニングモー
ド●白紙スキップ機能
●斜行補正機能●プレ
スキャン濃度調整

B

A B
↓スキャン↓

A

DR-5010C
Document Scanner

標準小売価格 ¥598,000
高機能キャプチャソフト「CapturePerfect3.0」

Acorobat7.0 Standard版を同梱

製 品 名
読 取 り ス ピ ー ド

光 学 解 像 度
保存ファイル形式
読込原稿サイズ
原 稿 の 厚 さ
インターフェース
外 形 寸 法
同梱ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
同 梱 物

ドキュメントスキャナ DR-5010C
50ppm（A4/200×200dpi/片面/モノクロ）
50ppm（A4/200×200dpi/片面/256階調グレースケール）
50ppm（A4/200×200dpi/片面/24bitカラー）
600dpi
マルチページTIFF、PDF、ビットマップ、JPEG
幅（55mm～305mm）長さ（70mm～432mm）
自動（0.06mm～0.15mm）手差し（0.05～0.30）
ＵＳＢ2.0、SCSI-Ⅲ（D-Subハーフ50ピン）
W（460mm）×H（312mm）×D（525mm）トレイ収納時
CapturePerfect3.0
USB2.0ケーブル

■主な仕様

◆ここに注目！！
キヤノン製ドキュメントスキャナーはパーソナルモデルからハイエンドモデル（カラー、モノクロ毎分
100枚）まで豊富なラインナップがございます。紙質に対する許容範囲も幅広く、たとえばハイエン
ドモデルでは雑誌の紙質も上記のパフォーマンス（毎分100枚）を発揮します。

全文OCR付PDFファイル作成

●PDFファイルを作成す
る際に、全文OCRテキ

ストを含める事が可能
です。

●これにより、作成した
PDFファイルを全文検索

する事が可能。

●この他にも、Ｔｉｆｆ
/Bitmap/JPEGなど、用

途に合わせてフレキシ
ブルなファイル作成が
可能です。

原
稿

結
果

おすすめ！電子化するのに便利なドキュメントスキャナー

担当にご用命ください
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紙文書の電子化をお手伝いします！
品質とコストを両立した“人海戦術”はおまかせください。

お客様の業務効率向上に貢献いたします

担当にご用命ください
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しっかり節電。ホットに快適

担当にご用命ください
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の 防災用品

●長距離移動

に配慮

帰宅支援セット

●サバイバル

護るそして、備える。

非常用品セット

デスクの
足元に

個人用備蓄セット

既存のファイル
ボックスと同等サイズ

セーフティハット

帰宅支援セット

工場・作業所用のセラムヒートをご紹介

いざという時に役立つ！
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ワークショップとセミナーを中心とした“実用”がキーワードのフェア

キヤノンオータムフェア2011に関する詳細・お申込みは、営業担当者にお申し付けください。

担当にご用命ください
- 13 -



新経営理念発表特別企画
「私のプロとしてのこだわりは○○○○○である。」

より開始してご好評いただいております

『私たちが持つプロとしてのこだわり』
今月もご紹介させていただきます。

「依頼された仕事に
プラスワンを」

依頼された仕事を事務的に処理するだ
けでなく、何か一工夫することで、受
け取った人の作業効率が良くなったり、
手間を省けるのではないかと考え,心が
けております。

営業支援部営業支援課
畠澤 和歌子

「ご要望 "以上" で応える」

お客様のご要望に単純にお応えする
だけではなく、課題や問題を洗い出し、
お客様と一緒になって考え、お客様の
もとめていた“以上”の提案が出来るよ

う心がけています。
そのプロセスと結果がお客様との信
頼関係に繋がると考えるからです。

システムソリューション営業部
ビジネスプロデュースサポート課

今井 崇

「出来ない・無理です
とは言わない！！」

即座に出来ません・無理です！！
と言われた事があり、相談する側
として、非常に嫌な思いをした経
験があります。先ずは、無理難題
な事も一旦は受け入れ、どうにか
出来ないか？当社のお客様で対応
できないか？を考え調べた後、返
答する様にしています。

多摩営業部オフィス営業課
有馬 弘和

◆自分の気持ちに固執しない

自ら導きだした答えが、ほかの方にとっては正解に思えないこと、多々あると思います。自分の能力を過信しないで、その時々において最適な答え
を見出せられるように、また、固執した気持ちや考えにとらわれないよう、ほかの方の意見に対して謙虚に耳を傾けることを大切なんだと思いますし、
時には「ブレる」ことも大事だと思います。 (サポート推進部システムサポート課 矢野 直敬）

◆約束の時間を守る

個人で修理依頼したとき訪問時間の連絡が無くこちらから連絡をしたようなことがあり待っている側としては不安になりましたお客様にこのようなこと
が無いように心がけています。 (西東京営業部サポート営業課 中村 征弘）

◆行動力

やりとげる為の行動力。やりとげる時に敵（障害）となるのは、自分自身に生じる恐れ、不安、怠けだと思います。
それらを強い意識と何が何でもやり通す行動力で克服する様、心掛けてます！ (サポート推進部 部長 斉藤 力)

◆日々成長する

昨日より今日、今日より明日、レベルアップできるよう心がけています。自己の成長があってこそお客様や共に仕事をする方々に、
より良いサービスを提供できると信じています。 (東京中央営業部サポート営業1課 上野 嘉)

◆常にお客様の立場で考える事

常にお客様の立場に立ち、お客様のご要望に正当性があれば会社とも戦う、ＣＭＪとも戦う（戦う≒交渉する）この様な姿勢でいれば最終的にお
客様の心を開き、双方の利益になると心がけております。最近は新規中心の活動になり、より何故？何故？と考えさせられる事が多くなっており
ます。 (西東京営業部オフィス営業課 古谷 広和)

- 14 -



期限：10/31まで！！

■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■

■ご挨拶■

■キャンペーン■

①新規のご契約 ＆ ②期間中10,000円以上
お買い上げいただくと・・・

急げ！

●導入コストはかかりません！

●担当営業・サービスまでお申し
付けください

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は、株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）
の認定資格であるOCIPの認証を受けております。
OCIPとは、正式にはOBC Certified Instruction Providerといいまして、OBC製品の奉行シリーズをお使いの

お客さまに特に充実したサービス・サポートをご提供できる知識・経験・体制を持つ法人を指します。
保守や純正サプライを、特価にてご提供することもできる資格でございます。
今号の5～7ページに詳しく説明いたしておりますので、ぜひご一読賜りますようお願い申しあげます。
OBC製品以外にも、PCA・弥生・応研製の業務アプリケーションを取り扱っておりますので、

ぜひお気軽にご相談ください。

朝晩、冷え込む季節となりました。
お客さまみなさまには、くれぐれもご自愛の上、ますますのご活躍・ご繁盛を心よりお祈り申しあげます。
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