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■イチ押し！

KOKUYOオススメ事務用チェア
LiveOn初期費用・オプション半額キャンペーン開始！

■商品情報

StellarNAS mini新登場！
勤務管理システム「PCA就業管理X」

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/PC編
第30回「RAIDとバックアップについて②」

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 オルグロー株式会社様



コスト削減・情報漏洩対策にも効果的！
キヤノンの｢どこでもプリント｣をご紹介します！

オフィスの “あるある”課題を解決

□ 急いでいるのに、前の人の印刷が終わらない
□ モノクロ設定や両面設定を忘れたり、無駄な印刷をしてしまう
□ 誰も取りに来ない印刷物が出しっぱなしになっている
□ 印刷物やファクスが、どこかにまぎれて紛失したことがある
□ 個人情報や社外秘の技術情報を印刷している

複合機周りでこんなことありませんか？

大丈夫よ！

空いている複合機から
印刷できます！

終わるまで待つか、席に戻り、
他のプリンターに印刷しなおす
しかありませんでした …

ごめん…

・ ・
─

となりの
複合機に移動

いままでは…

これからは！

“コスト削減＆セキュリティー対策“を実現

こんなときどうしていますか？
｢前の人が印刷が終わらない…！｣
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ネットワーク上のどのMFPからでも出⼒ができる。
サーバーレスAnyplacePrint for MEAP ADVANCE

個⼈ごとに利⽤できる機能を設定できる。
「シンプルログイン」＋「ICカード認証 for MEAP ADVANCE」

複合機の認証操作でかんたん制御
ICカード認証 ＆ シンプルログイン

プリントジョブを本体内に一旦保存し、必要に応じて自分のジョブリストで
設定を確認・変更してから出⼒。ミスプリントによる無駄なコストを削減することができます。

操作パネルの自分のアイコンにタッチするだけの「シンプルログイン」、
または、ICカードをかざす事で個人を特定。

個人別の設定により、
セキュリティーに配慮した
機器運用が可能です。
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『スッキリ設計！』

スッキリ収納

W550mm

プルシアン
ブルー

ディープ
パープル

ライト
オリーブ

ターコイズ

ソフト
グレー

ブラック

（布）

タンジェリンカーマインブラック

ホワイトグレー

本体

ミディアム
マリン

ミディアム
グレー

ブラック

（レザー）
※本体色
ブラアク

ライト
ローズ

ペール
ライム

ライトマリン
ホワイト
ブラウン

（レザー）
※本体色
ホワイトグレー

◆選べるカラーバリエーション

張り地

オートアジャストロッキング

オフセットアーム

ポスチャーサポートシート

◆充実機能

腰への負担を軽減することができる、必要最小限の肘掛け

骨盤を支え、安定した姿勢と、包み込み感を実現

座る人の体重に合わせて最適なロッキング

先進ワークスタイルに対応する
革新的機能と最高の座り心地

２つのロッキングメカと
ランバーサポートを組み合わせ実現
したワンランク上の理想の座り心地

¥37,200～
※メーカー標準小売価格(税別)

¥139,600～
※メーカー標準小売価格(税別)

¥55,400～
※メーカー標準小売価格(税別)

KOKUYOオススメ事務用チェア
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紙でしかできないと思っていませんか？

Web

従業員

スマホやPCで
⼊⼒・提出

WEBで
内容確認

総務

年調データを
給与システム
に取込み

☞「紙」で実施されるため、年末調整処理は⼿間と時間の温床となっています。
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〜Office365のOfficeは⽉額購⼊可能〜

ご購入プランは⽉額・年額選択可能！

Office365のOfficeは今までのOfficeと違いクラウドのストレージが
1人１TBついてきます！

※クラウドストレージは単体で購入する場合月額540円です

ライセンス許諾はユーザーライセンスになります

複数台の端末をお持ちの方は
ライセンス許諾で1ライセンス1人PC5台

タブレット5台
スマホ5台利⽤可能です

（ユーザーライセンスです、利⽤される⼈数分購⼊は必要です）

購入の詳細はステラグループ担当者までお問い合わせくださいませ！

VLSCからプロダクトキーを入手する方法と
ライセンスを購⼊するとライセンス有効化済みですぐ利⽤できる⽅法があります。

Office365は「年額⽀払い」も可能です。
皆様の利⽤⽤途で⽉額・年額ご選択ください。
オープンライセンスと変わらず年単位での⽀払いも可能ですし、従業員の増減などが柔軟に⾏
える「月単位」の支払いも選択可能です。※手順はステラグループ担当者までお問い合わせください

オープンライセンス更新タイミングでも⾒直しを考えてみませんか？
手続きも楽で、支払いも柔軟な月額のご検討も宜しくお願い致します。

Office365か〜
ライセンス有効化面倒だなー、

うちは⽉額は⾯倒なんで年額がい
いんだけど年額版もあるの？

えっ！
有効化されている買い方もあるの！
便利だね
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ビジュアルコミュニケーションシステム

LiveOn初期費用
半額キャンペーン！

1ライセンス￥78,000→￥39,000

YVC-1000

エコーキャンセラ内蔵。
〜10名程度の利⽤を推奨。
拡張マイク4台まで連結可能。
(マイク1台付属)

定価 ¥120,000

YAMAHA YVC-300

エコーキャンセラ内蔵。
〜6名程度の利⽤を推奨。
収音範囲最大3.0m
(推奨1.5m)

定価 ¥50,000

Logicool HD Webcam 
C930eR
300画素の簡易カメラ。
1名〜3名程度。
フルHDにも対応。
三脚取付可能。
定価 ￥16,000

Logicool ConferenceCam
CC2900ep
リモコンでズーム・上下左右
コントロールができる。
〜20名程度。

OPEN (参考価格¥100,000)

■映像機器：Webカメラ or コミュニケーションカメラ(リモコン操作可)

■音響機器：ヘッドセット or マイクスピーカー

対象機器一覧

★LiveOnライセンスと下記いずれかライセンス分のカメラ・マイクスピーカーをご注文頂くと、
LiveOn初期費用（オプション費用含む）を半額にさせて頂きます。

※2017年10⽉〜2017年12月末日に納品の企業様限定です。
※月額費用は別途発生します。

※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。
※イントラパック版については別途ご相談となります。

※全てUSB接続
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ビジュアルコミュニケーションシステム

オプション機能
アプリケーション共有

￥300,000→￥150,000

HD画質対応

￥300,000→￥150,000

スケジュール機能

￥300,000→￥150,000

多人数モード

￥300,000→￥150,000

プレゼンス機能

￥300,000→￥150,000

AdminTool(管理者機能)

￥300,000→￥150,000

コール機能

※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。

￥300,000→￥150,000

オプション機能も
今なら半額です！

11



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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問い合わせ窓口が煩雑で
どこに電話したらいいのかわからない

料金プランが多くてわかりにくい

回線料金と接続料金の支払いが別で管理が面倒

このようなお悩みをステラグループの

光コラボレーション が解決！

1

お客様のご利用環境に合った最適な料金プランを
ご提案致します！3

スターライトひかり + スターライトひかりネットご利用なら
契約・サービスのお問い合わせ窓口と請求が一本化され、
支払管理もスッキリわかりやすくなります！

2

おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

NTT東日本・西日本の品質そのままで
ご利用料金がお安くなります！※ご契約内容にもよります

ステラグループ株式会社

本 社 03-5804-8787 立 川 042-525-2146
三 鷹 0422-52-8351 神奈川 045-651-7421
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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・⻄⽇本
(フレッツ光)

スターライトひかり
NTT東⽇本・⻄⽇本
(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・⻄⽇本 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発生しますが、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
¥1,200〜（2ヶ⽉無料！）スターライトひかりネット

動的IPアドレス

下り：最大200Mbps
上り：最大100Mbps

※この料⾦は2017年8月25日現在のものです。

別途ご相談くださいスターライトひかりネット
固定IPアドレスプラン
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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

18



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提供元 株式会社テレコメディア

商品詳細↓
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Q1. 上司への仕事上の悩み相談、同僚への相談、部下からの
相談、全て「日常的に自分の席の近くで」が1位になりまし
た。相談以外でも自席回りでのコミュニケーションは多く、
席周辺の設備の充実と共に、上司の方々も集中して作業が
できる場も設ける必要があるかもしれません。

2位以下は相談相手との関係性によって変わり、対上司、対
部下の場合は「会議室」、同僚の場合は同率2位で「ランチ
時」、「居酒屋」になりました。相談しやすいような環境
にするには、静かすぎるオフィスではなく会話しやすいよ
うなオフィスづくりが必要になります。

社会人10年未満の若⼿社員に聞いた！働き⽅調査
Q1.職場の人とコミュニケーションを取る際、

どのようなシチュエーションですることが多い？

上司へ仕事上の
悩み相談

同僚へ仕事上の
悩み相談

部下から仕事上の
悩み相談

Q2.あなたが職場の人とコミュニケーションを取る際の手段は何？

社会人10年未満の若⼿社員に聞いた！働き⽅調査

上司へ仕事上の悩み相談

同僚へ仕事上の悩み相談

部下から仕事上の悩み相談

Q2.悩み相談におけるコミュニケーション手段の1位は全てに
おいて「対面」になりました。2位以下は相手によって変わ
り、上司、同僚では「電話」、部下からは「メール」という
結果になりました。
また特徴的なことには、同僚への悩み相談では、メールに並
んで「グループウェアや社内SNS」や「LINEやチャットな
どのSNSアプリ」が多くあがりました。
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PICK UP OFFICE

【渋谷に新名所「渋谷キャスト」誕生！】

・渋谷ヒカリエの開業から、約5年。
待望の複合施設が渋谷に誕生しました。

コンセプトに、
「住む、働く、くつろぐ。多様性を受け入れ

創造性を誘発する空間」

を掲げ、賃貸オフィスだけでなく、広場、多
目的スペース、シェアオフィス＆カフェ、店
舗、賃貸住宅と、さまざまな顔を併せ持ちます

。

▲SHOP  ▲SHARED OFFICE＆CAFE ▲GARDEN

▲SPACE ▲OFFICE ▲APARTMENT

今までのオフィスビルとは一風変わっ
たコンセプトは、文化の発信地渋谷な
らではと言えます。
左のイラストの

「WORK LIVE PLAY]

には、若者、クリエイターが⾃然に集
まり、住み、働き、発信する拠点にな
って欲しい、との願いが込められてい
ます。

渋谷の新名所「渋谷キャスト」へ是非
足を運んでみて下さい。

・4月28日(シブヤの日)に開業した渋
谷キャストは、そのスペースの大半を
オフィスとして供給はしていますが、
開発目的を、

「都心における多様な居住スタイルを
促進するとともに、渋谷と原宿を結ぶ
旧渋谷川遊歩道（キャットストリート
）を起点に、多くのクリエイターが⾏
き交い、活動する創造拠点として整備
するもの」
としています。

▲イラストレーター「徳山ゆう」さんが製作されました。おとぎ話のキャラクターが紛れているそうです。

【クリエイターが⾏き交う「創造拠点」として】
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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

22



※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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給与・勤務管理システム・
タイムレコーダー導入のチャンス！

平成29年度 職場意識改善助成⾦（インターバルコース）もPCAで安心！！

『職場意識改善助成⾦（インターバルコース）』を活用するには？
■対象となる事業主様
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②中小企業事業主であること
③次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が９時間以上の勤務間インターバルを導入している

事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の
半数以下である事業場

ウ 既に休息時間数が９時間未満の勤務間インターバルを導入している
事業場

④労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に
取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

働き方改革の中で注目を浴びているのが勤務間インターバル制度です。この制度は、労働者の睡眠時間を確保し、

健康障害を防止することを目的として、終業時刻から翌日の始業時刻までの間に一定の休息時間を確保するものを言い
ます。労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取
り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成されます。

『職場意識改善助成⾦（インターバルコース）』とは？

労務管理⽤ソフトウェア等の導⼊・更新にかかる費用の最大75％（上限50万円）が助成されます！

承認申請は
平成29年12月15日まで

休息時間数 新規 適⽤拡⼤・時間延⻑

9時間以上11時間未満 40万円 20万円
11時間以上 50万円 25万円

『職場意識改善助成⾦』に関するお問い合わせ

都道府県労働局（雇用環境・均等部（室））
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

かかった対象経費 支給額

67万円 67万円×補助率3/4＝50.25万円 → 50万円（上限額）

30万円 30万円×補助率3/4＝22.5万円 → 22.5万円

▼⽀給額の計算例（11時間以上適用時）

※承認処理に1月以上かかる場合もありますので、平成29年10月中旬頃までの申請をお勧めします。

業種 Ａ．資本または
出資額

Ｂ．常時雇用する
労働者

小売業
(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

その他の業種 3億円以下 300人以下

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、勤務間インターバルの導入
○休息時間数が9時間以上11時間未満 または ○11時間以上 のいずれかを実施（就業規則に記載）

以下のAまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります

■対象となる取組
○労務管理担当者に対する研修 ○労働者に対する研修、周知・啓発 ○外部専門家（社会保険労務士、中小企業診断士など）によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更（時間外・休⽇労働に関する規定の 整備など）
○労務管理⽤ソフトウェアの導⼊・更新 ○労務管理⽤機器の導⼊・更新 ○その他の勤務間インターバル導⼊のための機器等の導⼊・更新
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

■成果目標

対象経費
謝⾦、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品
費、機械装置等購入費、委託費 ※ 契約形態が、リース契約、
ライセンス契約、サービス利⽤契約などで「実施期間」を超える契
約の場合は、「実施期間」に係る経費のみが対象

※制度予算や適⽤範囲の確認、事業後の定着化確認訪問等ございますので必ず労働局または社労士の先生とご相談の上、ご検討ください。

■支給の条件・支給額

助成額
対象経費の合計額×補助率（3/4）
※上限額を超える場合は上限額
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無料お試し体験もご⽤意！クラウドならではの便利さをご確認ください。

⽉額利⽤料もカンタンにシミュレーション！！
利⽤したいソフトや同時接続台数を選択するだけで

算出可能です。クラウドトップページの右側にあるバナーをクリック
http://pca.jp/cloud/

PCAホームページから
無料体験をお申込

http://pca.jp/cloud/

体験版利⽤通知を
5営業日以内にお手元へ

弊社5営業日以内にダウンロードアドレスや
お客様専⽤のパスワード等、ご利⽤に必要な

情報をメールにてお届けいたします。

PCへインストール後、
体験版利⽤開始

体験版のご利⽤の際には、
利⽤機能の速度感も是非お試しください。

必要な出勤日数・残業時間等の
勤務情報を集計

勤務管理システム『PCA就業管理X』の導入で
客観的な記録と効率的な勤務管理を実現します！

勤務時間、日数などを毎日自動計算！

出退勤等の勤務情報を
『PCA就業管理X』へ転送

タイムレコーダー『テレタイム』に
従業員がIDカードをタッチするだけ

承認・打刻データ
取込み

有休・残数管理も！

打刻データ取込み

承認・打刻データ
取込み

WEB勤務管理システム 打刻データの承認・確定
各種申請の承認

WEBでも打刻

iPadでも
運用可能！

■システムを稼働させるためのインストール・導入指導・コンサルティング費用なども助成の対象
■リース契約やクラウド費⽤・保守料も対象（事業実施期間に発生した費用のみ）
■システムの更新の場合は現状より制度に適した対応が必要となります。

打刻データ
取込み

〒160-0016 新宿区信濃町35番地 信濃町煉⽡館4F
TEL : 03-5360-8131

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

＜PCA製品に関するお問い合わせ＞ ＜クロノス製品に関するお問い合わせ＞

クロノス株式会社
25
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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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PCサポート

パソコンが起動しない、
反応しない等のトラブル
に迅速に対応します。

Server
サポート

サーバーのデータが⾒
えない、サーバーの調
子が悪い等のトラブル
に迅速に対応します。

ネットワーク
サポート

メールやインターネット
ができない等のトラブル
に迅速に対応します。

オフィスの に迅速・丁寧に対応致します！

無線につな
がらない！

ルータ

サーバー

LANケーブル

無線
アクセスポイント

ネットワーク
カメラ

（UTM)

組み合わせてさらに安心！

複合機

PBX

拠点間ネットワーク

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート

本社サーバー
にアクセスで
きない！

ネット
ワーク

サポート
Server
サポート

OSが
起動しない！

PC
サポート

印刷が
できない!

ネット
ワーク

サポート

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート
PC

サポート

サーバーが
調子悪い!

Server
サポート

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート

Server
サポート

ネット
ワーク

サポート

カメラの遠隔
操作ができな

い！

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート

インター
ネットに繋
がらない!

ネット
ワーク

サポート

PC
サポート

スキャン
データが
PCへ送信さ
れない！

ネット
ワーク

サポート

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート

LANケーブルが
断線している？

PC
サポート

アプリケー
ションが起動
しない！

パソコンやOA機器の不調は突然やってきます。
そうなる前に

ステラグループのOffice Saverにおまかせください！
ＦＡＸやプリンタのほかに、Windows・Mac・サーバー・NAS、

ネットワーク機器・LANなどをトータルにサポートします。

『オフィスセイヴァー』のご紹介
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意外と知られていないお得な情報や
今ICT業界で話題になっている事をご紹介！！

StellarLink 隔月連載 第30回

「RAIDとバックアップ」について -②-
第25回にて、RAIDとバックアップの違いについてご紹介しましたが、

RAIDの仕組みが分かり難いため、「RAID＝データの保護が出来る仕組み」
と認識されている⽅がまだまだ⾒受けられます。
「RAIDだから安心」と、バックアップをされていない場合を考慮しまして、

ふたたびRAIDとバックアップについてご紹介させていただきます！

RAIDとバックアップのおさらい

RAIDはなにが守れるの？

どちらが優れていると言う話では無く、それぞれの守備範囲が違うと表現した
⽅が分かり易いかもしれません。
HDD障害についてはRAIDは⼤変便利な技術ですし、操作ミスやウイルス感染
の場合はバックアップでしか対応できません。
それぞれの良さを組み合わせてデータをバッチリ守りましょう！

『RAID』
1台の装置の中に複数のハードディ

スクドライブ(HDD)を搭載し、仮想化
する事により冗⻑性を向上させる技術

『バックアップ』
1台の装置に別の装置を取り付け同

じデータを保存しておく事

バックアップの例RAIDの例

HDD 仮想化 HDD HDD HDD

HDD 仮想化 HDD

HDD 仮想化 HDD

復旧できる障害例

復旧できない障害例

・搭載した複数のHDDの内、一部※

のHDDで障害が発生した場合
※構成により台数が異なります

・RAIDの構成を保存している基板の障
害が発生した場合

・RAID構成の論理障害が発⽣した場合

HDD

バックアップはデータを直接、自動
又は手動でコピーするためイメージし
易いと思います。
しかし、RAIDは裏で⾃動的に動いて

いるためイメージし難いと思います。
そこで、簡単にRAIDにより復旧でき

る障害例と復旧できない障害例を図式
化すると右の様な場合となります。

RAIDは複数のHDDにデータを分散保存
する事によりHDDの障害に対応してい
ます。
しかし、何を何処に保存しているかの
情報(RAID構成情報)が読み出せなくな
るとHDD自体に問題が無くても読書き
する事は出来なくなります。

HDDを交換する事により
復旧可能！

データをどう保存して
いたか分からない！

基板障害や構成情報障害の場合でもデータサルベージ出来る場合がありますが、単体のHDDよりも復旧
費用が高額になりがちですし時間もかかります。
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2017年 10月17日(火)〜19日(木)
10：00〜17：30

プリンター・複合機

高速印刷機

高品質・高生産性を実現する
カラーオンデマンドプリンター

コンパクトサイズで
高い生産性を実現した
高速プリンター

プリントスピード
120枚 /分
をぜひご体感ください！

あなたにいちばんの使いやすさを
オフィス向け複合機

圧倒的な高画質・高生産性を実現
新世代大判プリンター

その他製品
Web会議・テレビ会議システム

高音質・高品質
低価格の最新会議
システムです！

実際の画面を
ご覧ください！

カードプリンター ケーブルIDプリンター
紙もプラスチックもシール紙も

高精細&高速
マークチューブ・マーカーラベル・

記銘板のマーキングに

30



会場：ステラグループ株式会社
東京都文京区後楽２丁目３-21
住友不動産飯⽥橋ビル11階

・都営⼤江⼾線 飯田橋駅 出口C3より徒歩2分
・JR飯田橋駅 より徒歩６分
・東京メトロ 有楽町線・南北線 飯田橋駅出口B1より徒歩 6分
・東京メトロ 丸ノ内線・南北線 後楽園駅出口 1より徒歩10分

〜商品撮影 & ポ ス タ ー作成実践 セ ミ ナ ー〜
カメラセミナー

講師 日下潤一 先生
（プロカメラマン・EOS学園講師）

失敗しないカメラ、レンズの選び方のコツを
分かりやすく御紹介

知ってるようで知らないカメラの露出、ピント、
シャッタースピード、etc…分かりやすく御紹介

商品が⾒違えるほどに変わる光の
使い方をシーン別に御紹介

カメラ、レンズの選び方のコツ 光の上手な使い方のコツ

知っておきたいカメラの機能 テーブルフォトのコツ
商品カット撮影が⾒違えるほど上⼿に
なるテクニックを御紹介

1972年⼤阪⽣まれ。
大阪芸術大学写真学科を卒業後、麻布スタジオに入社。 退社後
はフリー。現在は雑誌、広告、ストックフォトの撮影で活動中。

大判学園
〜ポスター内製化で売上拡大へ！実践セミナー〜

大判プリンタの導入効果
現場の声を基に導入効果について

わかりやすく御紹介

事例御紹介
製品を御導入=内製化を実現された

御客様の事例を御紹介

ポスター作り実践 大判学園メインコンテンツ
販促用ポスター等の作成にかかる手間や時間を大幅に短縮するための「3つのルール」を実際に操作頂き、
デザイン作成から出⼒までを体験頂きます。 ※出⼒物はお持ち帰り頂けます。

※10月17日のみ
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いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
ステラグループ株式会社代表取締役社長の川井昇でございます。

朝夕に涼しい風を感じ、徐々に秋めいていきます今日この頃、
お客様みなさま方におかれましては、ますますご健勝のことと
お慶び申しあげます。

今号の30ページにも記載がございますが、
10月17日に弊社飯田橋本社におきまして、
「秋の新製品体験会」を開催します。
特に、複合機やプリンタで多枚数プリントをなさるお客さまには
大変お役に立てる機械をご用意いたしております。
ぜひ、10月17日は、飯田橋までお越しくださいませ。
社員一同、お越しをお待ち申しあげております。
何卒よろしくお願い申しあげます。

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10月号 2017年9月19日発行

#81 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 ICカード&セキュリティー対策のお悩みを解決！
P  4 KOKUYOオススメ事務用チェア
P  5 年末調整申告書ｻ ﾋー゙ｽ
P  6 Office365のOfficeは月額・年額購入可能です
P  7 奉行フォーラム2017を体感してみませんか？
P10 Web会議システムLiveOn初期費用・オプション費用半額キャンペーン
P14 ステラグループの光コラボレーション
P16 これからのWeb対策
P17 ホームページ丸々パック
P18 自然言語処理を用いた対話型AIサービス
P20 社会人10年未満の若手社員に聞いた！働き方調査&PICK UP OFFICE
P22 StellarNAS mini新登場！
P24 助成金申請で給与・勤務管理システム・タイムレコーダー導入のチャンス！
P26 EPSON高速ラインインクジェット複合機
P28 パソコン・OA機器の不調は「オフィスセイヴァー」にお任せください！
P29 PCお役立ち情報第30回「RAIDとバックアップについて②」
P30 POD体験会のご案内


