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徹底した法令遵守を基盤に

人事管理を実現 人事奉行 ｉ

12月号

Adobeからの重要情報!

システム機器の包括保守

メンテナンスオフィスセイヴァー

これ、知ってるとお得かも！？

第八回 年賀状の印刷はインクジェット用と通常ハガ
キどちらを使用したほうがいいのか？

さらなる快適操作へ

進化したimageWARE Desktop

ステラグループ サポートセンターのご紹介

Officeファイル・デジカメ写真 圧縮ソフト

ＴＥＫＩ-ＰＡＫＩ

京セラミタ複合機 スキャンした文書や写真を

iPhone、iPadなどの携帯端末に送ります

PICK UP

PICK UP

従業員の健康を意識した

プラズマクラスターイオン発生機

今のままのスペースでできる

最低限の防災対策

魂企画!
「プロとしてのこだわりとは」 パート3



さらに使いやすくなったimageWARE Desktop

進化を遂げたimageWARE Desktop、オフィスの

さらなる快適操作へ

バージョンアップ !!

ステラグループがご提案する

今回は、電子化した文章の活用について、キヤノン「imageWARE Desktop」をご紹介いたします。

FAXを受信するとパソコンにポッ

プアップ表示し、確認漏れや紛
失のリスクが低減します。FAX
受信お知らせ音も設定できます。

受信FAXは電子文書に変換しパソコ

ンに転送されるため直ちに確認がで
きるようになりました。しかも、アプリ
ケーションを起動せず、拡大・縮小も
思いのままに内容を確認できます。

電子文書に変換された受信FAX
に文字の書き込み、マーカーや
電子印鑑の捺印がパソコン上で
でき、印刷することなく編集・承
認作業が完了します。

複合機IR-ADVに登録している宛

先をパソコンに表示・選択すること
ができ、電話番号の手入力による
誤送信を抑止します。

送信FAXが相手に届くとパソコ

ン上にポップアップ表示され、デ
スクで送信状況を確認できます。

FAX受信

FAX確認

閲 覧

書き込み

FAX宛先入力

FAX返信・転送

FAX送信完了

FAX受信通知

プレビュー

アノテーション

宛先連携・FAX送信

FAX送信完了通知

※2011年末対応予定
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ドキュメントワークがさらに快適になります。

異なるアプリケーションデータを1
つのファイルにまとめることがで
き、一度の設定でまとめて印刷
することができます。

1つのまとめられたファイル内の

ページを移動や追加・削除を全
ページのレイアウトを見ながら簡
単に行えます。

各ページ内の不要な余白部分の
除去や改ページの微調整ができ、
無駄な出力を削減します。また、元
のアプリケーションを起動せずに直
接文字の変更もできます。

両面印刷や集約印刷、ホチキス止め
や中とじ製本などの仕上がりイメージ
がプレビュー表示でき、設定ミスを未
然に防ぎます。

印刷が完了するとパソコンにポップ
アップ表示され、印刷が終わるまで
機器の前で待機するなどの無駄な
時間が削減できます。

紙文書やアプリケーションデータを
簡単にPDF変換ができ、電子化作

業の効率が大幅にアップします。
また機密性の高い情報は閲覧制
限もできます。

PDFファイルをアプリケーショ

ンで開くことなく、プレビュー表
示を拡大・縮小して内容を確
認しながら、そのままファイル
名変更ができます。

紙文書やさまざまなアプリケーショ
ンデータを1つのファイルにまとめ

て統合管理ができます。電子文書
をバインダーライクに管理できます。

紙文書の回覧ライクに、電子文
書を回覧できます。新着文書通
知に「至急」などのコメントを添え
て、ポップアップ通知することで、
利便性を向上しました。

ファイル名以外にも全文検索やあら
かじめ入力してあるインデックスから、
パソコン上のファイルを検索でき、目
的の文書をすぐに検索できます。

印刷ファイル
選 択

編 集

加 工

印刷設定

印刷完了

PDFの作成

ファイル名
入 力

結 合

回 覧

検 索

ファイル結合

ページ移動・追加・削除

余白除去・文字の変更

印刷プレビュー

印刷完了通知

PDF変換

PDFのファイル名変更

ファイル結合

ファイル回覧

インデックス検索・全文検索

※2011年末対応予定

担当にご用命ください
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１

法令に準拠した証明書・通知書の作成が可能1.1.法令対応法令対応

「人事奉行 i 」は、労働関連法に規定された人事

管理項目を網羅し、さらに、企業規模に関わらず
必要となる法令文書の作成機能、昨今、重要視
されている労働契約管理機能などにより、徹底し
た法令遵守を基盤とした人事管理を実現します。

社員の基本情報や家族情報といった一般的な管理項目をはじめ、健康診断や
外国人労働者の在留資格といった最新の法制度に対応した管理項目も含め、
50項目を管理可能です。

3つの視点から機能アップを実現した
人事奉行 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。

最新の法制度に対応した社員管理項目を搭載

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

●労働者名簿、在職証明書、退職証明書
労働基準法 第107条で作成が義務付けられている「労働者名簿」、第22条に規定されている「退職証明書」に加え、
社員から請求があった場合に発行しなければならない「在職証明書」の作成が可能です。

●労働条件通知書、雇用契約満了予告通知書

労働条件通知書は、雇用形態や職種ごとにパターン
を保持でき、効率よく作成可能です。明記しなければ
ならない項目の記載はもちろん、タイトル名称の変更
ができ、さらに労働者の署名欄を印字できますので、
そのまま雇用契約書としてもご利用頂けます。

雇用契約満了予告通知書は、雇止めを決定した時点
で速やかに交付することで、契約満了に伴う労使間の
トラブルを未然に防ぐことができます。

22..管理機能強化管理機能強化
＜固定情報＞

・基本情報
・特記事項情報
・携帯電話情報
・家族情報
・扶養人数情報
・通勤情報
・給与支給情報
・賞与支給情報
・社会保険情報
・労働保険情報
・給与情報
・本人区分情報
・本人障害情報

・住民税情報
・勤怠管理情報
・休日・休暇管理情報
・中途入社情報
・採用情報
・履歴書等ファイル情報
・現在所属情報
・職場情報
・考課情報
・区分情報
・組合情報
・パスポート等情報
・確認書類等情報

＜履歴情報＞

・雇用履歴情報
・現住所情報
・連絡先情報
・単価履歴情報
・年収履歴情報
・学歴情報
・職歴情報
・採用・応募履歴情報
・異動履歴情報
・兼務履歴情報
・プロジェクト履歴情報
・評価履歴情報
・教育・研修履歴情報

・免許・資格情報
・特技等情報
・賞罰履歴情報
・労働契約履歴情報
・健康診断履歴情報
・休職履歴情報
・出向履歴情報
・受入履歴情報
・出張履歴情報
・自己申告履歴情報
・メモ情報

修正予定や確認事項があるような場合に
付箋を貼付することができます。
付箋の色は6色、メモ内容は400文字まで
入力可能です。

社員情報と一緒に画像データの
管理が可能です。顔写真や自宅
地図、履歴書、定期券のコピー、健
康診断票など、様々な画像管理を行
うことができます。

徹底した法令遵守を基盤に人事管理を実現！
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人事異動を視覚的に処理することが可能に。
異動辞令文書もWord文書を利用して企業独自のフォームに対応

主な仕様

価 格

with SQLfor SQLﾗｲｾﾝｽ数製品名

1,585,500円（1,510,000円）1,417,500円（1,350,000円）3

人事奉行 Type NS 1,869,000円（1,780,000円）1,659,000円（1,580,000円）5

2,394,000円（2,280,000円）2,079,000円（1,980,000円）10

2,005,500円（1,910,000円）1,837,500円（1,750,000円）3

人事奉行 Type NP 2,289,000円（2,180,000円）2,079,000円（1,980,000円）5

2,814,000円（2,680,000円）2,499,000円（2,380,000円）10

※Sシステムは、Bシステムに加え、人事考課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は、スタンドアロン Bシステム
と同等、Type NPは、スタンドアロン 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。

◆奉行 ｉ シリーズ NETWORK Edition （ネットワーク対応）

399,000円（380,000円）262,500円（250,000円）人事奉行

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

奉行クリックURL

5階層部門階層

40文字部門名

推奨登録件数
STD：300部門
NW版：500部門

部門登録件数

30文字社員名

英数カナ1～15桁部門コード

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

無制限職務登録件数

無制限資格等級登録件数

無制限職種登録件数

全74項目
（うち、任意区分
10項目は項目名称
変更可能）

区分

無制限役職登録件数

3パターン組織構成図レイアウト

無制限汎用データ作成件数

無制限管理資料作成件数

無制限異動情報登録件数

9,999件考課項目登録件数

9,999件考課体系登録件数

評価テーブル
行数：255件

評価テーブル

999×9,999件
(考課、考課体系
ごとに設定可能)

評価基準登録件数

999×9,999件
(考課、考課体系
ごとに設定可能)

考課表登録件数

999件考課登録件数

4階層考課階層

労働契約更新機能を搭載。
有期労働契約の更新漏れによるリスクを回避

有期労働契約の更新漏れや、雇止めの通知書の交付もれなどのリスクを回避するため、労働契約更新機能を搭載
しました。労働契約の満了が近い社員を抽出し、契約継続および契約終了の処理を一括して行うことができます。
更新後は、労働条件通知書および雇用契約期間満了予告通知書の作成が速やかに行えます。

22..管理機能強化管理機能強化

ツリー形式で表示された組織や役職体系に対して、顔写真を確認しながらドラッグ＆ドロップで異動処理を行うことが可能
です。異動情報は、複数パターン登録できますので、異動後の人員配置をシミュレーションした上で異動発令を実行でき、
適材適所の人材配置をサポートします。

ドラッグ＆ドロップ

33..リスクマネジメントリスクマネジメント

Microsoft Wordで作成した文書を取
り込み、人事奉行ｉで管理している人
事異動情報を配置し、文書作成を行
うことができます。

担当にご用命ください
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外出先からスキャンやプリント、メール送信が可能です

担当にご用命ください
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システム機器の包括保守メンテナンス「オフィスセイヴァー」

ステラグループがご提案する
システム機器の

包括保守メンテナンス

の保守メンテナンス

・障害発生時の電話問合せ、及びオンサイトによる障害切り分け対応
・OSの再インストール、リカバリおよび調整
・OS再インストール後のネットワーク環境およびプリンタ設定
・OS再インストール後のアプリケーションソフト再インストールおよび設定
・ハードウェア故障時のメーカー修理手配代行

の保守メンテナンス

・同一フロア内に敷設されたネットワーク配線の障害切り分け
・ネットワーク機器（ルーター、HUB等）の復旧障害
・ＩＰアドレス等の管理
・ハードウェア故障時のメーカー修理手配代行

「情シスくん」
ＩＴなんでも相談

Ｎｅｗ！

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。
・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

包括保守

ITなんでも相談まとめてサポート

■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
-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。

・システム機器のメンテナンス！
・効率的な活用提案！
・セキュリティ対策！
・資産管理！

お客さまのオフィス環境に最適な運用管理
方法を、ご提案・お見積り申し上げます！

担当にご用命ください
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重いファイルを、形式はそのままに、劇的に圧縮・軽量化！
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担当にご用命ください
- 8 -



事業停止がもたらす損失をお考えですか?
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担当にご用命ください
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倉庫が無くても防災対策!

担当にご用命ください
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複合機修理・消耗品注文

複合機・プリンタなどの故障・操作方法などの
問合せの受付窓口として運用しています。ト
ナーや用紙などの消防品のご注文もお電話
で承っておりますので、フリーダイヤルまでご
連絡ください。

ステラグループのサポートセンターのご紹介

弊社の

サポートセンター
とは？

弊社のサポートセンターは、コピー複合機等の修理受付や消耗品受付窓口を基本業務

として、お客さまの業務効率の向上に少しでもお役に立てるよう努力しております。また、

特定のお客様のITヘルプデスク窓口や建設会社、学校法人向けのオーダーデ

スク業務代行なども展開しております。

お役に立てることがございましたら、何なりとお声をお掛け下さい！

Adobe指定校ライセンスプログラム

注文

配送

お客様 サポートセンター

指定校ライセンスプログラムをご契約いただくこ
とで、学生・生徒や教職員の方を対象とした、個
人向けのAdobe製品を特別価格にてご購入い

ただけます。

資産機管理

工事現場など移動が多い建設会社様向け
に、コピー機・プリンタを一括で管理・保管を
しています。製品情報登録、事業所からの
受注・発注業務、機器簡易メンテナンスをし
ております。

配送

返却

建設現場管理・保管

ヘルプデスク

社内利用のPC上のトラブルや社内情報システ

ム利用に関する問い合わせに対応いたします。
PCのトラブル対応には時間がかかるので、本来

の業務に支障をきたしているといったお悩みも
解決します。

いつもお電話有難うございます！
私たちの基本業務です！

◆ステラグループ サポートセンターの業務内容◆

担当にご用命ください
- 12 -



AdobeCS5.5の次期バージョンからアップグレードポリシーが変更になります

■現在はCS2、CS3、CS4からCS5アップグレード(バージョンアップ)可能

■来年春(XDay)からCS2、CS3、CS4からCS6.0？へのアップグレード(バージョンアップ)が出来なくなります。
■一つ前のCS5.0と5.5のみとなりCS4.0以前のバージョンを持っていても新規購入になります。

2011年10月10日～スタートしたキャンペーンのご紹介
■【Adobe Creative Suite ライセンス版 バージョンUP! 期間限定割引キャンペーン】
通常のバージョンアップ価格より約20％安いキャンペーンです。 詳しくは弊社担当営業までご相談ください。

第八回

お役立ち度数 4

この時期になるとじわじわと出てくるのが年賀状の話題。「ハガキが詰まった」「使用している複合機でハガキ印刷できる

のか」とハガキに関する修理・問合せが11、12月が最も多いように思います。

キヤノン製の複合機には、IR-ADVC、IR、LBP、MFシリーズなどの製品がありますが、年賀状やDMの印刷の際に

注意していただきたいのは、ハガキの種類です。

オフィス向け複合機（IR,LBPシリーズなど）でのハガキ印刷は“通常ハガキ”をご利用ください。

インクジェット用は仕様外のため、通常ハガキでの印刷をおすすめします。

キヤノンＨＰでは、年賀状のフレームがダウンロードできる、年賀状スペシャルサイトが

ありますのでぜひお役立てください。キヤノン年賀状スペシャル http://cweb.canon.jp/nenga/?id=pix1

△○
家庭用プリンタ
（ＰＩＸＵＳなど）

○×
オフィス向け複合機
（ＩＲ、ＬＢＰシリーズなど）

通常ハガキインクジェット用

年賀状の印刷は、インクジェット紙と通常ハガキ
どちらを使用したほうがいいのか？

これ、知ってるとお得かも！？

重要
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大好評企画、３ヶ月目に突入！！

聞いてください。
『私達が持つプロとしてのこだわり』

「意思を伝える」

相手の意見を受け入れるだけではなく、
アドバイスや意見を述べ、意思の疎通

を図る必要があると思います。
例えば、お客様が買いたいといっても、
自己利益優先ではなく、不要なもの、
購入時期ではないものは必要ないと
断る勇気を持っているのがプロだと思

います。

多摩営業部システム営業課
山本 智子

「何事も熱意をもって接する」

何事も熱意を持って対応すれば、
相手に気持ちが伝わり、
熱意を持ってやった事に
嫌がる人はいないと思います。

神奈川営業部サポート営業課
安藤 直之

「プライドを持たぬことが
プライド」

得た知識、経験が如何なる時にも正し
いとは限りません時間や、環境が変
われば、何が正解かも変わります

頑なな思い込み、知識のみによる常
識が、自分のプライドになり邪魔にな
るのであれば、凝り固まった考えを否
定する思考を持つ事を大切にしてい

ます

ビジネス・プロデュースサポート課

村越 聡

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。」

◆お客様から必要とされる人

お客様から、この人に相談すれば何とかしてくれる、と思われるように日々サービス活動をしております。
（多摩営業部システム営業課 山﨑 新五）

◆余計なことと思っても一声かける

当然伝わっていると思われる内容でも念のため確認をする。FAXが届いて不在時に机におく場合でもコメントしたりメールを送る。

などです。当たり前のことかもしれませんが心がけています。 （営業支援部オペレーションセンター 中里 博）

◆自分たちにできないことはないという前提のもと、誠意を持って行動すること

自分にできないことも断らず、できる人や企業に協力いただく、あるいは自分にできる方法での別の解決策を考える。
お客様は、内容の良し悪し以前に、答えが出てこない人には相談しないと思います。

（システム・ソリューション部システム・ソリューション営業課 武藤 雄太 ）

◆一件は一件

取引の多さやＣＶでお客様への対応を変えるということをよく聞きますが、私はすべてのお客様に対し平等に自分が納得のいく
仕事をすることを心がけています。自分が納得できる仕事が出来なければ良いサービスをお客様に提供できないと思っています。

（西東京営業部サポート営業課 小岩 英門)

◆できるかぎりのことをする

実際に作業をするうえで予定通りにいかないことは多々あります。納品が間に合わなかったり、着荷時不良だったり等々・・・。し
かしそんなときにでも、お客様のご不便をいかに軽減できる。想定外の事象に対応できることが、プロだと思います。

（サポート推進部システム・サポート課 根本 裕一 )
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■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■

■経営理念■

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。

11月10日に、キヤノンマーケティングジャパン主催で、
キヤノンスキルコンテスト2011の決勝戦が開催されました。
これは、キヤノン複合機のサービススキルを競い合うもので、全国数千名のカスタマー・エンジニア(CE)から
二段階の予選を経て、21名に絞りこまれ、日本一のCEを決めるものです。

弊社からは、東京中央営業部サポート営業1課課長の上野嘉が決勝に進出させていただきました。

大健闘及ばず、惜しくも日本一を逃しましたが、今後も、お客さまのお役に立てますよう、
全てのCEが技量に磨きをかけて参ります。
日々研鑽し、来年には、必ずや日本一を勝ち取るべく、弊社CE一同、心に誓っております。

年の瀬となり、忙しない日々が続きます。
お客さまみなさま方には、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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