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■イチ押し！

StellarNAS mini新登場！
2018年度名入れカレンダー(卓上・壁掛け)受付中！

■商品情報

ナカバヤシ特選オフィス家具のご案内
低価格でシンプルな生産管理 応研「MarianEX」

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/複合機編
第22回「複合機やプリンターで使える用紙の厚さとオススメ特殊用紙」

ぴーナッツ星人(社員考案)
8⽉号より初登場。千葉県出⾝。
顔の部分は梨にも⾒えるかも？

施工 フロンティアコンサルティング
内装写真 株式会社東宝ハウス横浜様



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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超高速

丸ごとパックであんしん

パッケージ特別価格

詳細につきましては弊社、
担当営業までお問い合わせください。

※上記価格には消費税は含まれません。

¥158,000

ネットワークHDD（NAS）
HDL2-AA2W

2TB
1TB X  2ドライブ

高性能デュアルコア CPUを採用

読込み速度
最大 MB/s

●バックアップ用HDD
I/O DATA製
HDJA-UT4.0W

●NAS本体にバックアップHDDと
無停電電源装置（UPS）がセット

●無停電電源装置(UPS)
OMRON製
BY35S

＋

※1 1TB HDD×2の構成となり実際の保存容量は0.8TB程度となります。

※1

●NAS本体
I/O DATA製
HDL2-AA2W

mini

ステラグループ株式会社

3年オンサイト保守付き
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※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
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、バックアップHDD、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Stellar NAS用保守パックの主な内容

従来モデルとの主な相違点

Stellar NAS

Stellar NAS mini

LAN
ポート

USB
ポート

履歴差分
バックアッ

プ

クローン
レプリケーショ

ン

Active
Directry

TM
NAS

ログ
拡張

Apple
Share 暗号化 液晶

1 2.0 ｘ 2
3.0 x 1 16 ○ ○ ○ ◎

標準 × △
対応
予定

○ ×

2 2.0 x 2
3.0 x 2 50 ○ ○ ○ ○

有償 ○ ○ ○ ○

同時接続
最大台数

信頼性の高いハードウェアをは
じめ、毎日の運用を支援するソ
フトウェアからサービスまで、
ビジネスNASに求められる全て
の要素を万全の体制でしっかり
とサポートいたします。

万が一ウイルスに感染した場合、複数のユー
ザーからアクセスがあるが故に被害の拡大を招
きかねない共有フォルダー。
HDL-AAWシリーズはウイルスの侵入をリアル
タイムで監視しているので、万が一ウイルス対
策の不十分なパソコンをネットワークに接続し、
ウイルス感染したファイルをLAN DISKに転送
した場合も、ファイルの駆除を実施します。

■ ハード・ソフト・サービスの「3つの安心」でビジネスをサポート

■リアルタイムでNASを監視する「Trend Micro NAS Security」 3年版ライセンスを標準添付
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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 
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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。 7



軽くて、高性能なモバイルPC！ でも ・・・

MacBookにも最適！
エレコムのUSB Type-C接続ドッキングステーション
ディスプレイ出⼒ポート別に製品3種類！
使⽤する出⼒ポートだけに絞って安く済ませたいという⽅におススメです。

搭載されているのはUSB Type-Cが一つだけ。
最新規格で速度も速い、両⾯挿し可能で便利！なはずが、
今まで使っていた有線LANや周辺機器が使えなくなっちゃった！

MacBookなどはPC本体の充電もType-Cのインターフェースから。
充電中は周辺機器が使えず、周辺機器を接続すると充電できない・・・
貴重なUSB Type-Cのやりくりは面倒！

LANのインターフェースがなく、有線でネットに繋げられない…

ハブを使おうと思っても、充電できないんじゃあ…

エレコムのドッキングステーションは、USB Type-AはもちろんLAN、ディスプレイポートまで搭載！しかも給電もできる！

エレコム株式会社 http://www.elecom.co.jp

■製品に関するお問い合わせ（法人様専用）
東日本 TEL:0120-975-579
⻄⽇本 TEL:0120-898-793
受付時間 9：00~19:00 （月曜日~⾦曜⽇）

本ドキュメントの作成にあたっては細⼼の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述の誤りや⽋落があっても
エレコム株式会社はいかなる責任も負わないものとします。本ドキュメントおよび記述内容は予告なしに変更されることがあります。
本ドキュメントは、作成日現在（2016/11/07）の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、仕様の変更、バージョン
アップ等により、内容の全部もしくは⼀部に変更が⽣じる可能性があります。

エレコム

特徴：
・Type-Cコネクタを利⽤し最⼤60Wの電⼒供給が可能
・樹脂素材を使⽤した⼩型軽量タイプ
・ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ
・ケーブルの⻑さは約15cm

カラーは と
ブラックの2パターン！

ポート種類 色 型番 価格（税抜） 備考
HDMI ブラック/ホワイト DST-C02シリーズ ¥13,320
VGA ブラック/ホワイト DST-C03シリーズ ¥13,320
DVI ブラック/ホワイト DST-C04シリーズ ¥13,320

DST-C02シリーズ DST-C03シリーズ DST-C04シリーズ
コネクタ HDMI(19pin)×1 D-Sub15pin×1 DVI ×1

対応解像度 最大4K×2K＠30Hz 最大1920×1200
＠60Hz

最大1920×1200
＠60Hz

不便よね

このMacbook、
ポートが１つしかないから
電源を挿したままだと
USBや周辺機器が使え
ないの

ディスプレイポート
種類ごとに３製品

●本製品に関するお問い合わせ●

ステラグループ株式会社 各担当営業
までお願いいたします。
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ビジュアルコミュニケーションシステムビジュアルコミュニケーションシステム

スマートフォン
タブレット端末 対応
iOS/Android

官公庁・金融機関・教育機関など導入実績も多数。無料お試し・無料お見積り・訪問デモも承ります。お気軽にお問い合わせください。

会議だけじゃない！LiveOnの様々なご利用シーン

●研修・セミナー配信 ●社内外の各種イベント ●遠隔サポート・相談窓口・遠隔医療

●商談現場との接続 ●現場との連絡ツール ●BCP対策

簡単操作簡単操作

高品質高品質高品質
高機能高機能高機能

スマートフォン・タブレット端末でご利用の際は、専用アプリ（無料）が必要で
す。App Store/Google Playからダウンロード/インストールを行ってください。

※

面倒な操作は一切不要！簡単ログインですぐに会議スタート！
しかも、シンプルなインターフェースや設定画面で操作も簡単！

独自の高度な制御技術によりCD並みのクリアで途切れにくい音声と相手の
細かな表情まで映し出す高画質でスムーズな映像を実現！

資料共有やホワイトボードなど会議に必要な機能は標準装備！
録音・録画機能やメディア再生機能を使って全拠点に動画配信も可能！

移動や出張に伴う交通費や宿泊費などの経費の大幅
削減が可能です。さらに、移動に伴う時間の無駄をなく
すこともでき、研修・業務の効率化にも役立ちます。

離れた拠点の社員やお客様とも顔を見ながら会話が
できるため、コミュニケーションが円滑化され、一体
感が生まれます。

専門スタッフによる質の高いサービスを提供することが
でき、顧客満足度の向上に繋がります。また、効率的な
人員配置が可能となり、人件費の抑制にも効果的です。

同行していない技術者も社内から商談に参加し、回答
や説明を行えるため、商談スピードの向上、成約率のア
ップに繋がります。

現場の映像と音声をリアルタイムで確認できるため、
正確で迅速な情報共有と的確な指示伝達が可能で
す。

電話が繋がらない状況でも現地の被災状況や安否確認
がすぐに可能です。今後の対応策などを迅速に指示伝達
ができ、緊急時の事業継続、早期復旧に役立ちます。

最大150画面
同時表示!!

導入実績
5,200社以上!
導入実績
5,200社以上!
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ステラグループ担当営業まで！
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サーバシステム構築におけるお客様のご要望をパッケージ化！

機能・価格ともに自信を持ってオススメ！！
ファイルサーバからアプリケーションサーバ、データベースサーバまで様々なニーズ、ご要望にお応えする豊富なラインアップを
ご用意、お客様へ迅速なご提案を実現！

OSﾌﾟﾘｲﾝｽﾄｰﾙ標準3年保証国内生産

Express5800/T110i

⽔冷スリムサーバ

横幅は名刺サイズ

⽔冷式冷却システム

ラジエータ

受熱部/ポンプ/
リザーブタンク

冷却液の流れ

Express5800/T110i-S

デスクトップ設置でも気にならない静音性を実現
Xeon
プロセッサ

Pentium
プロセッサ

SATA 1TB
（500GB×2）

SATA 2TB
（1TB×2）

SATA 4TB
（2TB×2）

WS2012R2 WS2016

豊富なラインナップをご用意

NECオリジナルサーバ

当日2時間以内のスピード出張修理！

定額料⾦でパーツ保証と当⽇対応の出張修理サービスをパック化したハードウェアサポートサービスパッケージ、
最⻑で7年間の⻑期サポートに対応など充実のサポート体制で快適なサーバ運⽤をバックアップします。

*NEC営業日の8:30~17:30に対応依頼を受け付け、出張修理が必要と判断した場合。
交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、2 時間を超える場合や、
翌営業⽇対応となる場合もありますので、予めご了承ください。

全国約400か所のサービス拠点網をフル活用し、お客様からのご連絡後、
原則2時間以内*でサービスエンジニアが現地到着し修理作業を開始。
より迅速なシステム復旧をサポートします。

全国約400カ所の
サービス拠点網

ハードウェア保守パック『ExpressSupportPack G3』

※オムロンUPS「BN50T」は本保守パックの適用対象外です。
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型名 OS※ CPU HDD メモリ
NP8100-2505YP2Y WS2012R2 Pentium G4560

（3.50GHz）

SATA 1TB（500GB×2/RAID1）

メモリ 4GB
(4GB×1)

NP8100-2505YP3Y WS2016
NP8100-2507YP6Y OSレス

Xeon E3-1220v6
（3GHz）

NP8100-2507YP7Y WS2012D
NP8100-2507YP8Y WS2012R2
NP8100-2507YP9Y WS2016
NP8100-2507YPAY

WS2012R2 メモリ 8GB
(4GB×2)

NP8100-2507YPBY WS2012R2 SATA 2TB（1TB×2/RAID1） メモリ 4GB
(4GB×1)

NP8100-2507YPCY WS2016
NP8100-2507YPDY WS2012R2 SATA 4TB（2TB×2/RAID1）NP8100-2507YPEY WS2016

●本製品に関するお問い合わせ●
ステラグループ株式会社 各担当営業までお願いいたします。

NECサーバ オリジナルモデル一覧

型番 OS※ CPU HDD メモリ
NP8100-2498YP7Y WS2012R2 Xeon E3-1220v6

（3GHz）
SAS 900GB（300GB×3/RAID5） メモリ 8GB

(4GB×2)NP8100-2498YP8Y SAS 600GB（300GB×2/RAID1）

型番 OS※ CPU HDD メモリ

NP8100-2512YP5Y WS2012R2 Xeon E3-1220v6
（3GHz） SATA 2TB（1TB×2/RAID1） メモリ 8GB

(4GB×2)

型式 商品名 UPS容量 標準価格(税抜)
BN50T 標準センドバック保証3年モデル 500VA/450W 49,000円

BN50T停電対策でUPSも､ご一緒に！
オムロンUPS

なぜ､サーバにUPSが必要なの？
万一の電源障害時に、以下のリスク回避をする必要があります。
➊サーバ(HDD)を守る
➋データを守る
❸事業継続を確保する

停電
瞬停

UPSを導入することで･･･
●システム異常停⽌によるハードウェア破損を防ぎます
●自動シャットダウンにより、データ損失やファイル破損から守ります
●システムダウンタイム軽減、復旧作業のコスト・⼿間をなくします

オムロンのUPSが“サーバに最適”なのには理由があります！
→自動シャットダウンソフト標準添付。追加費用が発生しません
→制御回路が故障しても電源供給を⽌めない､無停止バイパス機能搭載
→UPSの状態がひと目でわかるLCDを搭載／コンパクト設計
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画面の正面を中心に
60°より外の⾓度からは
画⾯が真っ⿊に。画面からは

はっきり⾒える！

視認⾓度60°

ELECOM
情報セキュリティに自信はありますか？
データの「のぞき⾒」の防⽌をお⼿伝いします！

「のぞき⾒」防⽌ プライバシーフィルタ
視認⾓度を制御する特殊フィル
ターで、気になる「のぞき⾒」を
シャットアウト！
正面からはハッキリ、それ以外の位置
からは画⾯が真っ⿊に⾒える特殊フィ
ルターを使えば、「のぞき⾒」の⼼配な
しに集中して仕事に取り組めます。
新幹線などの外出先でのPC使用時
はもちろん、個人情報を取り扱われ
る部署にもおすすめします。

LED液晶ディスプレイが発する光の中の⻘い部分
「ブルーライト」も大幅にカットする液晶保護フィルタです。

※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜ま
で到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると
言われています。

①

② ③

視認角度60°以外の位置からは見えない仕様

お好みの貼り方を選べる

ブルーライトも大幅カット

画面の正面を中心に60°(左右30°)より
外の⾓度からは画⾯がまっ⿊に⾒えるので、
パソコン画⾯を⾒られる⼼配がありません。
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サイズ 型番 本体価格
（税抜）

11.6Wインチ EF-PFS116W ￥8,870

12.1Wインチ EF-PFS121W ￥8,870

13.3Wインチ
(16:10) EF-PFS133W ￥6,700

13.3WIインチ
(16:9) EF-PFS133W2 ￥6,700

14Wインチ EF-PFS14W ￥10,650

15.6Wインチ EF-PFS156W ￥9,400

17インチ EF-PFS17W ￥9,400

19インチ EF-PFS19W ￥10,000

21.5Wインチ EF-PFS215W ￥13,100

23Wインチ EF-PFS23W ￥13,100

24Wインチ EF-PFS24W ￥19,000

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。
今までにない薄さを実現したのぞき⾒防⽌フィルター。

■のぞき⾒防⽌フィルター(EF-PFSシリーズ)
新幹線での移動中や出張先で覗き⾒から画⾯を守る!
のぞき⾒防⽌フィルター“アイバリアー”。

サイズ 型番 本体価格
（税抜）

13.3WIインチ
(16:9) EF-PFF133W2 ￥6,700

14WインチS相当 EF-PFF14W ￥10,650

15.6Wインチ EF-PFF156W ￥9,400

17インチ EF-PFF17W ￥9,400

23Wインチ相当 EF-PFF23W ￥13,100

■薄いのぞき⾒防⽌フィルター(EF-PFFシリーズ)

お問い合わせ、ご用命は下記販売店へどうぞエレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp

本ドキュメントの作成にあたっては細心の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述の誤りや欠落があっても
エレコム株式会社、ロジテック株式会社はいかなる責任も負わないものとします。
内容は予告なしに変更されることがあります。
本ドキュメントは、作成日現在の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、仕様の変更、バージョン
アップ等により、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。

ロジテック株式会社
http://www.logitec.co.jp

のぞき⾒防⽌フィルターラインアップ
ELECOM

万が一曲がっても破損する
恐れが少ない、柔らかい素
材を採用しています。

万が一曲がっても破損する
恐れが少ない、柔らかい素
材を採用しています。

透過率75%で目に優しく
⾒やすい明るさを保ちます。

透過率69%で目に優しく
⾒やすい明るさを保ちます。

ステラグループ株式会社
本　社　TEL03-5804-8780　FAX03-5804-8785
立　川　TEL042-525-2164　FAX042-525-2164
三　鷹　TEL0422-52-8351　FAX0422-52-8461
神奈川　TEL045-651-7421　FAX045-651-7424
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製造業向け課題解決ソリューション

「低価格でシンプルな⽣産管理！」

何をいつまでに出荷するかExcelで管理している

外注工程の作業予定をExcelで管理している

下記、項目に1つでもチェック がつけば是非ご覧ください‼

将来必要な原材料の計算をExcelで管理している

在庫管理をExcelで⾏っている

作業指示書をExcelで⼊⼒、印刷している

● ⽣産管理システムは導⼊コストが予算に合わない…
● 導入を検討しているが、そこまで機能はいらない…
● 色々検討した結果、Excelを使って業務をこなしている…

Excelから一歩先へ。
⼯程管理・在庫の予測・
⽣産指⽰書の業務をさらに効率化！

✔
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〒417-0043
静岡県富士市荒田島町10-27 富士ロジテックAVビル5F
TEL 0545-55-3705 URL:www.mars-computer.co.jp
Copyright ©2017 Mars Computer Co.,Ltd. All rights reversed.

開発元

複雑な製品構成ではなく、製品１つ生産するのに必要なものを登録していただく
サマリ型の構成表を採用。食品関係のレシピにも適用しやすい。

MarianEX Solution
BOMはサマリ型を採用!

生産進捗はガントチャートで確認。

将来の原材料の在庫も⾒える化!

製品A

構成品
１

構成品
２

構成品
３

■ サマリ型
製品A

構成品
１

構成品
２

構成品
３

中間品
１

■ ストラクチャ型○ ×

■進捗状況
確認 未手配状況

上段：手配済み
下段：遅延
上段：完了
下段：納⼊⼜は完了

上段：手配済み
下段：未納または未完

運用Point

3

運用Point

2

運用Point

1

効率化

カンタン シンプル

お問合わせは
ステラグループ株式会社
本　社　TEL03-5804-8780　FAX03-5804-8785
立　川　TEL042-525-2164　FAX042-525-2164
三　鷹　TEL0422-52-8351　FAX0422-52-8461
神奈川　TEL045-651-7421　FAX045-651-7424
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OBC流 働き方改革

働き方改革の公式 生産性
総労働時間

成果
＝

固定業務の
時間削減

固定業務の
性質

減らしたくない

減らしたい

成果が変動する業務
例）提案/企画/製造

成果が固定的な業務
例）入力/集計/作成

時間削減の
実現性が高い

具体的な
効果が出やすい

部門単位で
プロセス改善に取り組む

部門
単位

各部門の役割と特性に応じて、部門全体でプロセス
改善に取り組む、大きな時間削減効果を期待できる。

業務
単位

手作業で行っている
業務を攻略

日常的に手作業で行っている入力・出力の業務を攻略する
ことで、取り組みやすい未システム化の領域の時間を削減する。

全体的な業務

リスク・
法制度対策 リスクと変化への対策

法制度に対応するために発生する、新たな業務にも、時間を
かけずに対応する手法を手に入れることができる。

生産性
向上

成果につながる
マネジメントを実践

企業のマネジメント業務のスピードを向上し、確実に
成果へつなげることで、さらに生産性を高めることができる。

今行っている業務

部分的な取組

将来の新たな業務

ノー残業デーやテレワークを実施したいけど、
生産性を維持しながら実施するのは難しい・・・
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業務単位

こんな方に
おすすめ！

☑ 特定の部門や会社全体で長時間
労働の傾向をなくしたい

☑ 部門の責任者として自部門の改善
を図りたい

部門単位

生産性向上

各業務(経理・総務・販売)の
業務効率・時間短縮の全69モデルを
ガイドブックに掲載！！

ガイドブック・セミナー等をご希望の場合は
ステラグループまでお問い合わせください。

働き方改革は今が転換期です！！

リスク・法制度対策

こんな方に
おすすめ！

☑ 部下の労働時間を少しでも短縮
したい

☑ 担当する業務で、すぐに改善できる
ところを見つけたい

こんな方に
おすすめ！

☑ 時間がなくてマネジメント業務には
手が伸ばせない

☑ 経営者に投資対効果を示して、
働き方改革を進めたい

こんな方に
おすすめ！

☑ 長時間労働のリスクや法改正に
しっかり対応したい

☑ 育児中・介護中・非正規などの
優秀な人材を確保したい
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AI service
A I サ ー ビ ス

短期間、
ローコスト、

コールセンターが実現する
ハイブリッドサービス

こんなシーンでお役に立ちます

【⾃然⾔語処理を⽤いた対話型AI FAQ】
自然な発話でシステムに問いかけることで、必要
な情報を一問一答形式で回答してくれます。また、
Ｅｘｃｅｌシートを利⽤してＱＡデータ作成を⾏
うため、誰でも簡単に対話型のコンテンツを作成
することができます。コールセンターのテレコメ
ディアだからこそ実現できる、ハイクオリティの
サービスです。

⾃社内問い合わせに対する業務効率化
同じ質問や問い合わせに毎回膨大な時間を割く、
そんな問題を解消致します。

人事総務・IT
ヘルプデスク等

お客様問い合わせサイトの
問題解決率向上
定型のFAQでは解決しきれていないお問合せもフ
レキシブルで柔軟にAIが対応していきます。

QAサイト
コンシェルジュ

海外展開もスムーズに
海外拠点でのAI対応も可能に。多言語対応のAIに
加え多言語コールセンターのノウハウを用いて高
い品質のハイブリッドサービスを提供致します。

海外拠点向け
ヘルプデスク

社内ナレッジ
システム

属人化しているナレッジの共有
よくある質問・お問合せ、又固有な応対シーンに
おいてもオペレータが迷うことなくAIがガイドラ
インを提示します。

【導入実績】
◆銀行人事部門

◆阿波おどりAIコンシェルジュ

powered by APTWARE
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株式会社テレコメディア

さまざまな質問にAIが回答！
簡単で導入しやすいAIサービス

利用者が使いやすく、説明書も不要。感覚的に利用できるユーザーインターフェースが導入の決め手です。

● 自動化による人材の有効活用

● 同時に複数の対応が可能

● 24時間365日稼働

● 属人化させることなくナレッジを蓄積

● 複数部門に跨る内容もまとめて対応可能

● 社内・社外など用途に沿った構築が可能

● 他AIサービスとくらべて

① 短期間での構築ができる

② 導入後の運用が簡単

③ 多言語対応が可能

④ 有人チャットのオプションあり

Point 1
GUIの設計によってアニメーションなどで
回答することも可能

Point 2
お客様のご要望に応じたデザインのカス
タマイズも可能

Point 3
サジェスト機能により一発で回答に誘導

特⻑

サービスの仕組み

サービス画面イメージ

171-0033東京都豊島区高田3-37-10     info-teleco@telecomedia.co.jp

お問い合わせは・・・
ステラグループ担当営業まで！

TEL：03-5952-2000

↓商品詳細
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今日、ポスターが必要
なのに。外注にお願い
したら間に合わない。

大判プリンター/お客様導⼊事例
（焼⼩籠包・創作料理販売）

お客様の悩み 大判プリンターで解決！

用途

決め手

株式会社 創庵 様
本社：東京都国⽴市⻘柳377
http://xiao-nishikuni.com/

 ⽤紙対応⼒（幅広い⽤紙やツールに対応）
 デザインから印刷まで、操作が簡単
 想いを伝えるオリジナルポスターが、即座に作成可能

 店舗、イベント時の商品ポスター
 メニュー、新商品POP
 店舗看板、屋外ポスター、のぼり旗

ポスターの内製化で「思いが伝わるポスター・POP作り」を実現
創作料理の開発と販売領域を拡⼤！

東京都国⽴市に本社を置く「株式会社 創庵」様。焼⼩籠包や地域限定の創作料理を開発し販売されている企業
である。
「株式会社 創庵」様では発売したばかりのキヤノン大判プリンター「imagePROGRAF PRO-2000（以下PRO-
2000）」をいち早く導入。店舗ポスターやイベント装飾に活用いただいている。「PRO-2000」導入のきっか
けと効果について、代表取締役会⻑の諸澄様と営業部門の小海様にお話を伺った。

imagePROGRAFなら必要な時に即時に出⼒可
能。オプションのPosterArtistでデザインも思
い通りに作成できます。
※最⻑18ｍまでの⻑尺印刷可能

フロム中武店本社

店頭のポスター・パネル・のぼり旗の作成。外注す
ると高い。しかも思い通りのデザインができない。

PROシリーズなら耐水ポスター合成紙対応。ラミ
ネートなどの表⾯加⼯をしなくても、最⻑6か月間
相当屋外掲示が可能です。

屋外に掲⽰したポスター、⾬が降って台無しに。

※実際の気候、展示方法
により、期間が異な
る場合もあります。
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導入効果

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

canon.jp/imageprograf
キヤノン イメージプログラフホームページ

ポスターの内製化で生産性アップ・コストダウンを実現

キヤノン大判プリンター お客様導⼊事例

「PRO-2000」の導入以前、「創庵」様では、自社で製造・販売する商
品のポスターやパネル、看板、のぼり旗を、外部へ委託し製作されてい
た。しかし、外注した際のコストや発注から納品までの納期が課題と
なっていた。

創作料理はオリジナル性に富んでおり、そのポスター・POPもフレキシ
ブルにデザインできることが重要だった。
「PRO-2000」は、専用のポスター作成ソフト「PosterArtist Lite」が
同梱されており、ソフト内に予め用意されているテンプレートを使用す
ることで、簡単にポスターを作成できる。ポスター作成後の印刷指示も、
シンプルに実施可能だ。
「ここまで簡単な仕組みであれば、初心者でも使いこなすことができ、
様々な活用ができる」、「印刷で失敗しても、コストの影響が少ない」
と小海様は語られる。

また、「創庵」様では、より多くのお客様にアピールするため、屋外に
ポスター掲示したい希望があったが、天候によりインクが流れたり、紙
がよれてしまうことが悩みだった。
「PRO-2000」は、ラミネート加⼯が不要な耐⽔ポスター合成紙（LFM-
WRM）に対応しており、耐水ポスター合成紙の使用で、加工費をかけ
ず手軽に屋外ポスターの製作ができるようになったという。
※UVラミネート加工（A1サイズ両面）約3,000円と比較し、低価格に製作可能

「PRO-2000」の⽤紙対応⼒を活かし、耐⽔ポスター合成紙以外にも、
ポンジクロスやバックライトフィルムなど、複数の用紙に印刷をされて
いる「創庵」様、オプションの2段ロールユニットを使用し、印刷頻度
の高い用紙を上段に、低い用紙を下段にセットし、運用をされている。
用紙交換の頻度を最⼩限にでき、作業の効率化にも役⽴っているという。

「創庵」様では、焼⼩籠包やお弁当の店舗販売の他に、観光地や催事
場・ビアガーデンなどで販売する商品の卸販売を⾏っている。

取引先へ販売をする際、商品と合わせてPOPの提供も⾏っているという。
店舗のレイアウトやPOPの掲示など店舗づくりを手伝うことで、取引先
の満足をより多く得ているという。
地域の⾷材を使⽤した創作料理は⾮常に好評で「以前まで実施できな
かった商品開発・販売展開が実現できている」と小海様は語られる。
さらに代表取締役会⻑の諸澄様からは「大がかりな広告メディアを使用
せずとも、効果的に販売展開できている」というお⾔葉をいただいた。

既に数種類の用紙を効果的に活用いただいている「創庵」様、商品の販
売形態も増えているそうで、今後もビジネス展開がより広がりそうだ。

オリジナルポスター、新商品POPで拡販をサポート

コンパクトな筐体の「PRO-2000」
（従来機より10cm強小型化）なら 、
オフィスの省スペース化に貢献。

PRO-2000で製作したパネルやポス
ターが店舗・催事場でのイベントを
装飾する。
耐水ポスター合成紙、ポンジクロス、
バックライトフィルムなど、会場・
用途に合わせアピールが可能。

都内の駅周辺での販売、富岡市内で
の販売にオリジナルポスターが役
⽴っている。
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Q1.以下の「働き⽅に関する制度や施策」の中で、
あなたが希望する働き方は？

Q2.以下の「働き⽅に関する制度や施策」の中で、
会社として制度があるものは?

Q1. 希望する働き方1位は「フレックスタイム制」で48.0%、2位は
21.3%で「完全フレックスタイム制」、3位は18.3%で「在宅勤
務」があがりました。1位と2位のフレックスタイム制は時間の
制限を取り払う一方、3位は場所の制限を完全に取り払う
「在宅勤務」と対称的な結果となりました。

Q2. 会社として制度があるものでは、64.5%があてはまる制度が会社と
してないと回答しました。「フレックスタイム制」が25.5%ととび
ぬけている他は5%前後とほぼ横ばいになりました。

社会人10年未満の若⼿社員に聞いた！働き⽅調査

25.5

5.0

6.0

1.0

3.0

4.8

1.8

61.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フレックスタイム制

完全フレックスタイム制

裁量労働制

サテライトオフィス勤務

モバイルワーク

在宅勤務

勤務間インターバル制度

あてはまるものはない

48.0

21.3

15.8

8.5

10.0

18.3

4.5

31.5

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

フレックスタイム制（出勤時刻・退勤時刻が自由だが、コアタ

イムがある働き方）

完全フレックスタイム制（出勤時刻・退勤時刻が自由で、コ

アタイムはない働き方）

裁量労働制（決められた成果をあげれば、勤務時間は自由

な働き方）

サテライトオフィス勤務（勤務先以外のオフィススペースで

パソコンなどを利用した働き方）

モバイルワーク（時間や場所に縛られず、顧客先や移動先

でパソコンや携帯電話を使う働き方）

在宅勤務（自宅にいて、会社とはパソコンとインターネット、

電話等で連絡をとる働き方）

勤務間インターバル制度（1日の最終的な勤務終了時から

翌日の始業時までに、一定時間のインターバルを保障する

ことにより従業員の休息時間を確保しようとする制度）

あてはまるものはない

Q3.あなたが無駄だと感じる会社の習慣、制度は？

Q3.若⼿社員の考える無駄な習慣・制度１位は27.8%で「飲み会」、2位は
僅差の26.8%で朝礼となりました。若⼿社員の約4人に1人が会社の
飲み会が無駄だと回答しています。
何の為に実施するのか、目的が明確で 無いと無駄であるという
考えや、拘束時間とも関係しているよう。

Q4. 「「給与が倍になる」を選ぶ」が68.3%で「「休みが倍になる」を
選ぶ」を上回る結果となりました。ワークライフバランスを重視し贅沢
はしないと言われる世代ですが、給与が多いにこしたことないという
手堅い感覚があるようです。

Q4. 「給与が倍になる」か「休みが倍になる」を
選べるとしたらどちらを選ぶ？

社会人10年未満の若⼿社員に聞いた！働き⽅調査

「給与が

倍になる」

を選ぶ, 
68.3%

「休みが

倍になる」

を選ぶ, 
31.8%

26.8
14.3
15.3

12.0
14.5

12.5
15.5

11.0
6.8

27.8
15.3

0.5
27.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

朝礼

終礼

社内会議

ランチミーティング

業務報告書・日報の作成

社内会議用の資料づくり

印刷・コピーなどによる紙資料の配布

稟議書などの社内申請業務

掃除

飲み会

行事・イベント

その他

あてはまるものはない
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特集・地図から⾒る 2017年度 新築オフィス物件特集・地図から⾒る2017年度 新築オフィス物件

大手町パークビルディング

PMO内神田

S-GATE⼤⼿町北

PMO神田岩本町

神田駅前プロジェクト住友商事神田錦町1丁目ビル

PMO半蔵門

プレミアム ミッドサイズ オフィス ［PMO］は、時代とともに多様化するビジネスに対応し、中規模サイズ
でありながら大規模ビルと同等の機能性とグレードを併せ持つ、新しいカテゴリーのオフィスビルです。
プレミアム ミッドサイズという革新的な発想は、新時代のビジネスリーダーたちのニーズから生まれ、
彼らの成功を叶える場として誕生しました。
ビジネスを最大限にサポートするだけでなく、経営者とそこに働く全ての人の心に誇りと自信を与え、
より高次元の満足と成果を生み出すオフィスビル、それがPMOのプレミアムです。

PMOシリーズは2017年も数多く竣⼯予定です。
中規模・ハイスペックビルの人気は、
益々高まっています。
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名刺図面

資料

断裁してスキャン

検索で
書類が見つかる。

業務効率化

電子化で実現する！ 

PDF

PDF

冊子、社内報、報告書など製本を断裁し、
ADF（高速自動給紙機）スキャナを使用し
て電子化いたします。

冊子、社内報、報告書など

Service 1

断裁しないスキャン
保管の必要がある書籍や貴重古書など

Service 2

紙書類スキャン
名刺、資料、地図、ポスター、図面など

Service 3

OCR（光学文字認識）処理によ
り、任意のキーワードで文字情
報が検索できるようになりま
す。資料の検索やテキストの抜
き出し等、素早く行うことが可
能になり、大幅な業務の効率化
が望めます。

OCR処理
劣化による黄ばみ等はグレース
ケールもしくはモノクロ2値
（600dpi）により除去できま
す。また原本の曲がりを矯正す
ることも可能です。※カラース
キャンした場合は、黄ばみの除
去はできません）

スキャンデータの補正

梱　包 引き取り 電子化 返却または溶解（粉砕）処理

資料、文書を機密書類輸送担当が梱包・配送を行い、熟練のオペレーターが高品質のデータを作成いたします。
スキャン後は原本の返却、ご希望に応じ溶解処理（もしくは粉砕処理）までフルサポートいたします。

資
料
・
書
類
・
写
真
・
図
面
で
、

膨
大
な
無
駄
を
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

紙
文
書
を

電
子
デ
ー
タ
化
。

業務効率化とコストの削減。

資料入手にかかる手間や時間が省け、
業務の効率化につながります。

複数人で
同時閲覧が可能。

情報・データ共有

本社・支社の区別なく、社内での同一
資料の同時閲覧が可能となります。

空いたスペースを
有効活用。

管理コスト削減

オフィスの限られた“スペース利用”の
合理化が図れます。

仕事効率化を実現！！電子データ化サービスメニュー

A

オプション オプション

PDF

or

らくらく手間いらず！！電子データ化おまかせ集荷パック

特殊なスキャナにより、断裁をせずに原本
を傷つけることなくデータ化いたします。
作業後、原本は返却させて頂きます。

名刺サイズからA0サイズ（841×1189ミ
リ）まで1枚紙の電子データ化を行います。
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業務効率化
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キャンした場合は、黄ばみの除
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梱　包 引き取り 電子化 返却または溶解（粉砕）処理

資料、文書を機密書類輸送担当が梱包・配送を行い、熟練のオペレーターが高品質のデータを作成いたします。
スキャン後は原本の返却、ご希望に応じ溶解処理（もしくは粉砕処理）までフルサポートいたします。
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資料入手にかかる手間や時間が省け、
業務の効率化につながります。

複数人で
同時閲覧が可能。

情報・データ共有

本社・支社の区別なく、社内での同一
資料の同時閲覧が可能となります。

空いたスペースを
有効活用。

管理コスト削減

オフィスの限られた“スペース利用”の
合理化が図れます。

仕事効率化を実現！！電子データ化サービスメニュー

A

オプション オプション

PDF

or

らくらく手間いらず！！電子データ化おまかせ集荷パック

特殊なスキャナにより、断裁をせずに原本
を傷つけることなくデータ化いたします。
作業後、原本は返却させて頂きます。

名刺サイズからA0サイズ（841×1189ミ
リ）まで1枚紙の電子データ化を行います。
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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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FAX文書の仕分け保管
複合機が自動でおこないます

オフィスの複合機に＋１

保管作業にかかる手間

たとえば FAXを受信した際の⼀般的な流れ
FAXを受信 FAXを処理 FAXを仕分け保管

FAXを確認して
担当者へ届ける

内容を確認して
必要であれば
返信作業

仕分けして
保管

・パンチで穴を開けてバインダーに保管
・会社ごと、日付ごとに仕分けをする
・必要であればコピーして担当にも渡す
・不要なFAXは廃棄する

キヤノン複合機とせいとんファクスがお客様の代わりにFAXを

“全自動で仕分けして保管”します

手作業でやっていた
FAX仕分け業務を
複合機とせいとんファクスが
全⾃動で⾏います

全自動でFAX電子ファイリング

送信した
FAXを

自動保管

20170727

20170728

201707271819_0010_キヤノン商事_C5535F_OK.pdf

受信した
FAXを

自動保管

送信FAX保管

受信FAX保管

20170727

20170728

201707271219112233_キヤノン工業_0522096022.pdf

きちんと仕分けをして保管する作業は

ちょっと面倒・・・。
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FAXの仕分け・保管、そして探し出す際の社員の一手間を
大幅削減する『キヤノン複合機』だけの「メリット」です

メリット① FAX文書が「送信」も「受信」も自動仕分け保管されます

【キヤノンの複合機なら】
・⽇付からその⽇の注⽂書を検索
・会社名からFAX⽂書を検索
・その日に届いたFAXを営業が戻って
フォルダのデータを確認
・FAX紛失リスクゼロ

送信原稿を複合機が自動仕分けして保存します。
送った大事なFAXが送信のOK/NGといったステータス含めてバッチリ履歴が残ります。

フォルダが自動生成され、FAXが自動でフォルダに仕分けされ保存されます。
誰でも数秒で受信FAXを探しだす事が可能になります。

複合機設定画面 ①登録名称 ②ファクス番号
③受信日 ④受信月
⑤宛先表名称 ⑥回線名称

の条件を使い自動振り分け

http://cweb.canon.jp/meap/lineup/ocr/seitonfax/

登録のある会社からの
FAXは受信したら自動で印刷
※併せて自動で電子化

複合機のアドレス帳に
登録の無いFAXは紙で
出さずに電子化。
必要があれば確認して印刷

② 複合機のアドレス帳に
登録 or 未登録で複合機が判断

宛先表登録ユーザー

せいとんカンパニー_05211・・・

宛先表登録不明ユーザー

登録名称不明_052911…

登録名称不明_052776・・・

・迷惑FAXの撲滅が可能
・受信したFAXは電子保管されているのでFAXの紛失が無くなります

フォルダ作成・名前付けされ振り分け

この全てが全自動

※印刷サイズはA4となります

B社_03xxxxxxx_20170727131356.pdf

登録名称 ファクス番号 受信日時

転送フォルダ
A社
B社

2017年7月27日

受信時

送信時

キヤノンGen3 ADVANCE

自動
PDF変換

自動
仕分け

FAX送信

2017年7月25日

2017年7月26日

2017年7月27日

日付フォルダ
自動作成

【キヤノンの複合機なら】
・きちんとFAXが送れたかどうかを画像と
ファイル名を元に確認。
・送信FAXの楽々検索
・送信した人間の特定も可能。
セキュリティ対策としてもお使い頂けます

※シンプルログイン機能利⽤時

20170727131356_A社_03xxxxxxxx_OK.pdf

宛先名称 ファクス番号受信日時 状況
送信出来た：OK
エラー時：NG

① FAX受信

メリット② 未登録の宛先から来た迷惑ファクス？を止める事が出来ます
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第二十三回へつづく

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

複合機やプリンターで使える用紙の厚さとおススメ特殊用紙

一般的に使用されるコピー用紙は、64g/㎡～81g/㎡で
すが、どのくらいの薄紙や厚紙が使えるのか？普通紙以
外でどのような用紙が使えるのか？Canon 
imageRUNNER ADVANCE C5200シリーズでご紹介いた
します。

キヤノン薄紙CS-520

坪量52g／㎡、厚さ約67μm、白色度約84％
多彩なサイズラインナップで、多様な後処理に対応
製本処理をしたマニュアル等の小冊子に最適

キヤノン最厚口用紙250g/㎡

坪量250g/㎡、白色度98％
高級感があり、プレゼンやPOPなどに最適

C5200シリーズの使用可能用紙は、カセット：52～220g/㎡、手差し：52～256g/㎡です。
キヤノン純正用紙は上記以外にも名刺印刷に最適な209g/㎡紙やコート紙、リサイクル
用紙など様々な種類や厚さのラインナップがございます

その他、こんな用紙もございます

ラミネート加工なしで、最長6ヶ月間相当の屋外掲示が可能な高耐候
ポスター用紙が登場(大判プリンター用）

『紙』に『香り』という付加価値をつけ
ることで、人に与える印象をより効果
的にする商品です。
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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。

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。

残暑厳しき折柄、
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
お慶び申しあげます。

今号の私からのお奨めページは、『紙文書の電子化』に関することを
記載した26～27ページでございます。
紙文書を電子化することで、保管スペースを劇的に減らすことができ、
さらに必要な資料を簡単かつ短時間に取り出せるようになります。
また、合わせて、受信ファックスも電子化すると、コスト削減はもちろん、
紛失も防げます。

『紙文書の電子化』は弊社の最も得意とすることの一つでございます。
ぜひ、お気軽に弊社担当者までご相談くださいませ。

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9月号 2017年8月22日発行

#80 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
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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データ保管の新境地ステラNASリニューアル
P  4 StellarNAS mini新登場！
P  6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  8Macユーザー向けドッキングステーション
P  9ナカバヤシ特選オフォイス家具のご案内
P10 Web会議システム「LiveOn」
P12 NECオリジナルサーバ「Express 5800」
P14 データの「のぞき見」の防止をお手伝いします！
P16 低価格でシンプルな生産管理 応研「MarianEX」
P18 OBC流働き方改革 生産性を維持しながら業務を効率化しましょう！
P20 自然言語処理を用いた対話型AIサービス
P22 キヤノン大判プリンターお客様導入事例
P24 社会人10年未満の若手社員に聞いた！働き方調査&PMO特集
P26 紙文書のデータ化
P28 ESETの導入はゴールドパートナーステラグループにおまかせください！
P30 EPSON高速インクラインジェット複合機
P32 せいとんファクスがお客様の代わりにFAXを全自動で仕分けして保管します
P34 2018年度名入れカレンダー(卓上・壁掛け)受付中！！
P35 複合機お役立ち情報第22回「複合機やプリンターで使える用紙の厚さとオススメ

特殊用紙」


