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■イチ押し！

光回線のお悩みを「スターライトひかり」が解決します！
「ＨＯＭＥ-ＵＮＩＴ」でネットワークのセキュリティ強化
イナバ製オフィス家具特価キャンペーンのご案内

■商品情報

「ＭＦクラウド」で面倒な作業を自動化しましょう！
PC接続要らず！Android OSを搭載キヤノン ミニプロジェクター「Ｍ－ｉ１」

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/複合機編
第23回「複合機で出来るセキュリティ対策」

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 シージェイジャパン株式会社様



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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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！

5



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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マネーフォワードが追い求め続ける社会への使命

おすすめの MFクラウドシリーズ

MFクラウドは、バックオフィス業務の自動化や大幅な効率化、資金繰り不安解消、
データに基づく経営判断サポートを目的とした、事業者向け SaaS型サービスプラットフォームです。

mfc-biz1@moneyforward.co.jphttps://biz.moneyforward.comMFクラウド  

「MFクラウド会計」は、面倒な法人決算
をラクにするクラウド型会計ソフトです。
取引入力と仕訳の自動化で作業時間を
大幅削減し、これまで時間がかかってい
た会計業務を効率化します。税法改正
や消費税の増税にも自動アップデートで
対応。

「MFクラウド請求書」は、請求書の作
成、送付、受取がまとめて管理できる
請求書作成ソフトです。書き方はテンプ
レートを選んで登録した取引先と品目
を選ぶだけ。簡単に作成できて、送付も
ワンクリックで郵送や PDFのメール送
信が可能です。

「MFクラウド給与」は、面倒な給与計算
が3ステップで完了できる給与計算ソフ
トです。スマホでも閲覧可能なWeb給
与明細、社会保険、労働保険、所得税や
年末調整にも対応。ミスや二度手間を
なくして時間とコストの大幅削減を可能
にします。

「MFクラウド経費」は、経費精算にか
かる時間を1/10にできるクラウド型経
費精算システムです。カード明細や交通
系 ICカードの自動読取、レシート入力
の自動化などで徹底的に手入力をなくし
ます。経費の登録、申請、承認をアプリ
上でも行えます。
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なぜサポート終了するのか？

マイクロソフトでは製品サポートラ
イセンスサイクルポリシーに準拠し
製品発表後最低5年間のメインスト
リームサポート+最低5年の延⻑サ
ポートを提供します。このポリシー
に準拠10月10⽇にサポートが終了し
ます

もしOffice2007 を使い続けると
どうなるの？

製品サポート終了に伴い対象製品への
セキュリティ更新プログラム提供も終
了します。

今すべきこと！

安全にPCをご利⽤頂く為に最新の
デスクトップ環境への移⾏をおす
すめします。

サポートが終了する前に⽉額利⽤可能な
Office365はいかがでしょうか？

Office365Business
月額900円

Office2007 利⽤ユーザー様へ
ご存知ですか？

Officeにはサポート期限があります！

①マルウェアの感染被害

②フィッシング詐欺

③個⼈情報漏洩の危険性

④仕様変更リクエスト不可

⑤セキュリティ更新サポート不可

⑥無償・有償サポート不可

サポートが終了すると、こんなことが出てきます

不可
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キヤノンモバイルLEDモデル

『ミニプロジェクター M-i1』

『全く新しいコンセプト、PC接続せずAndroidOSを搭載したインテリジェンスモデル登場』

（エム・アイ・ワン）

製品コンセプト・・・ “All-in-One”

iPhone

A5サイズ手帳

M-i1

新製品

製品各部名称

上面
HOMEキー

タッチパッド

通気口

Backキー

ハンズフリー受信/終了
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製品概要
内蔵メモリへのデータ保存によりPCレス投写が可能
USBケーブルでの充電にも対応しモバイル機能性アップPOINT

【 明るさ 】70lm（センター） 推奨サイズ約30インチ
【 質量 】235g

【 接続 】Wi-Fi／内蔵メモリ／USBメモリ PCレス投写で
スマートプレゼン

【 サイズ 】W10.5×D10.5×H2.2(cm)

【 駆動 】最⻑2時間のバッテリー駆動＆
USB接続での充電対応(モバイルバッテリー)

モバイルLEDモデル

[M-i1]

【 新コンセプト 】
・Android OS搭載のインテリジェンスPJ
＜Webブラウザ・ドキュメントビューアー・Camera Connect＞
・Bluetoothスピーカー機能搭載

利便性アップ

スマートデバイス
機能を搭載

注意 ・Webブラウザアプリの使用には、別途モバイルWi-Fiルータなどインターネット通信環境が必要です。
・本機にはスマートデバイスとの有線接続I/Fはありません。無線接続のみ対応です。

＜主な特徴＞

マイクスピーカー
音声会議で活躍

製品の主な仕様詳細
項目 スペック

映像素子×枚数 DMD×1
有効画素数 409,920画素（854×480、WVGA）

最⼤⼊⼒解像度 FullHD (1920×1080)
ズーム 固定
フォーカス 手動調整

台形補正機能 無し
光源 LED光源（寿命 約10,000時間)

明るさ（Center／Ansiルーメン） 70lm（センター） / 50lm

映像
コントラスト比 800:1
画面サイズ 最小14~最大84インチ（16:9）

接続端子
映像⼊⼒ USB 2.0
⾳声⼊⼒ Bluetooth 4.0
⾳声出⼒ ステレオミニジャック×1

無線通信
対応OS

iOS(8.0以上)、AndroidOS(4.2.2以上)、WindowsOS(8.1)
※最新情報は以下canon.jpサイトにて確認してください

（http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-product-by-
catg.cgi?i_cd_pr_catg=019）

規格 IEEE 802.11a／b／g／n
周波数帯域 2.4GHz／5GHz

バッテリー駆動 最⻑ 2時間（※満充電まで最⻑ 4時間）
内蔵スピーカー 3W／モノラル

質量 235g
外寸（mm） 幅：105 × 奥：105 × 高 2.2
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オフィスご移転プロジェクト

移転先物件選定、内⾒
↓

申込、契約
↓

内装プランニング
↓

内装工事
↓

お引っ越し
↓

新オフィス稼働！（旧オフィス原状回復）

物件選定ポイント参照▶

内装レイアウトポイント参照▶

★事務所物件ご紹介できます！

電話番号が変わらないエリアの物件や、
近隣相場の資料もございます。
非公開情報も多数取り揃っていますので、
是非お問い合わせください！
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✔広さ・間取り
・収容社員数に適した広さか
・会議室・応接室の数や、
・その他必要スペースはとれるか
（コミュニケーションスペース、
サーバールーム、倉庫、ショールーム等）

・空調設備・防災設備
・レイアウトは組みやすいか

✔グレード
・外観イメージ
・エントランス、お手洗い、給湯の印象は？
・OAフロア

物件選定ポイント！

✔⽴地、環境
・移転理由に沿った⽴地か
（周辺の相場賃料、取引先との距離、
採用に向いているか等）

・駅距離
・社員は通勤しやすいか
・周辺環境（飲⾷店、コンビニ、郵便局）

✔費用
・敷⾦や賃料は予算内か
（敷⾦は契約締結時、
・ 賃料は契約開始⽇から発⽣）
その他にかかるランニングコストは？

★各条件について優先順位をつけると
物件選定時にぶれずに物件を
絞っていくことができます！

内装レイアウトポイント！

✔レイアウト
・社員数分の執務スペースの確保
・会議室、応接室の数
・その他必要スペースは？
（コミュニケーションスペース、
サーバールーム、倉庫、
ショールーム等）

・エントランスの広さ
・働きやすい環境になっているか

✔スケジュール
・⼯事、什器の発注、
お引っ越しも考えた期間が十分にとれているか

✔内装イメージ
・コンセプトが会社イメージとあっているか
・どのようなデザインにするか
・色・材質はどのようなものにするか
・ご予算内になっているか

✔設備
・会議室内等には空調、防災設備は
設置されているか

・電話、LAN工事
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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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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

情報漏えい や コスト増 となりやすい
オフィス運用になっていませんか？？

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！

“セキュリティー＆対策コスト削減 “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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セキュリティ
パーソナライズ

コスト管理

共用のプリンターには、
出⼒放置されたままの
資料（機密⽂書）が⽬に付く。

紙の出⼒量やコストが、

だんだんと増えてきて、

⻭⽌めが効かなくなってきている。

派遣社員やアルバイトに、

ファクスやスキャンを

使用させたくない。

情報漏洩対策・コスト削減にも効果的！
キヤノンの｢ICカード認証ソリューション｣をご紹介！

ICカードでログイン
ジョブを選んで印刷

カード（個人）ごとに複合機の
利⽤できる機能を設定可能

【利⽤実績画⾯(ページ数)】

サーバ不要で
ICカード認証環境を

構築可能

枚数管理とメッセージ機能で
抑制意識を働かせる
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ネットワークセキュリティ編

迷惑メールや不正アクセスによる情報漏えいの課題、
HOMEにお任せください！

日々進化する悪意ある不正な侵入
をHOME-UNITがシャットアウトしま
す。侵入されるとPCを踏み台にされ、
被害者ではなく加害者になる事も。

迷惑メールを選別することで、不用
意な開封によるウイルス感染や、業
務効率の低下を防ぎます。

パスワードや口座情報などの重要な
情報を巧妙に取得する、偽WEBサ
イトへのアクセスを未然に防ぎます。

外部からの
悪意あるアクセスを
シャットアウトします。

大量に届く迷惑メールを
選別・タグ付けします。

フィッシングサイトへの
アクセスを防ぎます。

拒否

ネットワークセキュリティ編

HOME-UNIT

HOME-UNIT HOME-UNIT

スパムメール 不正アクセス ウィルス

スパムメール DM 正常メール

×
DM メールリスト

偽WEB SITE

×
×〔*SPAM〕

〔*SPAM〕
迷惑メール

インターネット上の様々なインターネット上の様々な
脅威への対策は十分ですか？脅威への対策は十分ですか？
インターネット上の様々なインターネット上の様々な
脅威への対策は十分ですか？脅威への対策は十分ですか？
インターネット上の様々な
脅威への対策は十分ですか？

外部からの不正アクセスに
無防備なままです・・・

不用
意に不

正WEBサイトへ

アクセスし
てしまう・・・・

日々
大量の

迷惑メールが

届いてい
ます・・・

外部からの不正アクセスに
無防備なままです・・・

不用
意に不

正WEBサイトへ

アクセスし
てしまう・・・・

日々
大量の

迷惑メールが

届いてい
ます・・・

外部からの不正アクセスに
無防備なままです・・・

不用
意に不

正WEBサイトへ

アクセスし
てしまう・・・・

日々
大量の

迷惑メールが

届いてい
ます・・・

DM

22



●お求めは信用のある当社で

●記載の内容は、2015年12月時点での情報から作成しております。
●弊社の都合により予告なく変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。

ネットワークセキュリティネットワークセキュリティネットワークセキュリティネットワークセキュリティネットワークセキュリティ
信頼の高いセキュリティ機器をメンテナンスフリーで！

月次レポートで社内のセキュリティが手に取るようにわかる！

信頼の高いセキュリティ機器をメンテナンスフリーで！

月次レポートで社内のセキュリティが手に取るようにわかる！

HOMEコンタクトセンターがリモートでサポート！HOMEコンタクトセンターがリモートでサポート！

HOME-UNIT

※お客様のご利用環境によって、一部機能に制限がある可能性があります。
HOMEはトライアルが可能です。ぜひ一度、お試し下さい。

ネットワークの出入り口に専用のセキュリティ装置「HOME-UNIT」を
配置することで、下記の機能を一元的に提供します。

ファイアウォール機能 アンチウイルス機能 アンチスパム機能

Webコンテンツブロック 不正侵入検知防御

※原則 既存ルータ配下に配置します。
※HOME-UNITに収容できるPCは標準で30台以下、上位のUNITをご契約いただければ最大100台まで収容できます。

HOME-UNIT

インターネット

HUBなど

HOME 導入後の運用サポートは、HOME-CC（コンタクトセンター）の専門スタッフが行います。
お客様からの問い合わせに対し、電話だけでは伝えにくい操作や設定などは、インターネットを
利用したリモートツールで分かりやすくサポートします。

リモートツールはHOME に標準で装備されており、インターネット経由でお客様のパソコン画面
を専用スタッフが直接見ながら遠隔操作してリアルタイムに問題を解決します。

遠隔操作する際は、認証を暗号化し、通信はSSLで保護されています。
※ファイアウォール設定の変更は必要ありません。

言葉だけでは分かりにくい内容も容易に解決できますので、安心してご利用いただけます。

リモートツール中継サーバー

お客様 HOME-CC

同じ画面を見ながら
リアルタイムに問題解決

SSL暗号化 SSL暗号化

HOME-UNITが検知したセキュリティ脅威の一覧を、

カテゴリ別に詳細をご報告します。
例えば、Webフィルタのレポートには、閲覧された禁止サイトのドメインや、
閲覧した個人PCのIPアドレス※などが表示されます。

本レポートは月に1回、検出結果のサマリーがメールにて送信されます。
メールにリンクされているURLからレポート集計サイトにアクセスすることで
詳細を確認することができます。（ご利用に対して追加料金等は発生いたしません。）
※DHCPを利用の場合、個人が特定できない場合があります。

ウィルス Webフィルタ 外部からの攻撃

type-U2

type-R

セキュリティ機能をご利用いただけます。
（HOME-UNIT2本体買取モデル）

セキュリティ機能をご利用いただけます。
（HOME-UNIT2本体レンタルモデル）

契約タイプ

¥4,400

¥8,800

月額費用

¥278,000

¥48,000

初期費用

の
メール送信
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第二十四回へつづく

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート3課

小林 俊介

複合機で出来るセキュリティ対策

オフィス機器はネットワーク化が進んでおり、多くのシステ
ムとネットワーク連携しています。一方で情報漏えいや不
正アクセスのリスクも伴います。複合機についても十分な
注意が必要です。複合機で出来るセキュリティ対策を
Canon imageRUNNER ADVANCE C5200シリーズでご紹介
いたします。

セキュアプリント
プリント入力時にIDとパスワードを設定
することで、送信されたプリントデータ
の出力をiR-ADV内で待機させることが
できます。iR-ADV本体で、ユーザーが
パスワードを入力することで初めて出力
できるため、機密文書など他人に見られ
たくない文書を安心して出力することが
できます。

ファクス送信時の情報漏えい防止

番
号
を
二
度
打
ち
す
る
こ
と
で
、

フ
ァ
ク
ス
の
誤
送
信
を
防
ぎ
ま
す

ファクス番号を入力して送信ボタンを押した後、
表示された番号を見て思わず冷や汗。そうした
番号の押し間違えを防ぐには『確認入力』が
有効です。
『確認入力』とは、複合機のタッチパネルで相手
先のファクス番号を入力すると、二回目の番号
入力が促される機能です。宛先間違えによる
誤送信を手軽に防止する事が出来ます。

プリント出力にパスワードをかける
ことで、本人以外が印刷物を閲覧

することを防ぐ事が出来ます
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オフィスデスク（Duena）

特別価格
ご相談

■両袖デスク
DUP7-147-A3・B3
定価￥101,700
特別価格
ご相談

特価キャンペーン

■片袖デスク
DUP7-107-B3
定価￥64,100

高品質 堅牢性 ローコスト

高品質を実現する、国内工業生産品！
スチールの量産⼯場だからこそ、
イナバ製品には満足する理由があります。

オフィス家具

■ハイ・リング肘タイプ
SP22□□
定価￥36,100

外寸法 機種 税抜価格 特別価格W D H

900 450
720 TF-B-07-9045 ¥45,300 ご相談
1050 TF-B-11-9045 ¥54,400 ご相談
2100 TF-B-21-9045 ¥91,700 ご相談

外寸法 機種 税抜価格 特別価格W D H

900 450
720 TF-C-07-9045 ¥50,900 ご相談
1050 TF-C-11-9045 ¥61,500 ご相談
2100 TF-C-21-9045 ¥97,300 ご相談

特別価格
ご相談

■ロー・肘なしタイプ
SP11□□
定価￥27,000

＜カラーバリエーション＞

＜お問い合わせ＞

特別価格
ご相談

＜ベース＞

＜ヒンジドア＞ ＜スライディングドア＞

TF-ベース9045 定価￥10,000 特別価格 ご相談

オフィスチェア（Valche）

収納家具（TF）

特別価格のお問い合わせはステラグループ担当者まで！！
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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。
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上げます。

私どもステラグループは、毎年恒例のキヤノンお客さまアンケートにおきまして、
今年も全国一位の評価をいただきました。
これで4年連続、そして過去7年で6回目の全国一位でございます。
これも偏に未熟な私どもを叱咤激励いただいた
お客さまお一人お一人のおかげでございます。
誠にありがたく心より感謝御礼を申しあげます。
そして今まで以上にお客さまのお役に立てますよう、
社員一同努めてまいりますので、
倍旧のご支援を賜りますよう、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11月号 2017年10月17日発行

#82 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 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  4 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
P  8 大画面テレビがタッチパネルに大変身！「てれたっち」
P10 MFクラウドで面倒な作業を自動化しましょう！
P11 Office2007ユーザー様へOffice365はいかがでしょうか
P12 PC接続要らず！AndroidOS搭載したキヤノン製ミニプロジェクター「M-i1」
P14 ホームページ丸々パック
P16 オフィスご移転プロジェクトのご提案
P18 EPSON高速ラインインクジェット複合機
P20 ICカード&セキュリティー対策のお悩みをキヤノンのICカード認証ソリューションが解決！
P22 インターネット上の脅威への対策に「ＨＯＭＥ-ＵＮＩＴ」
P24 不正接続検知アプライアンス「NetSkateKoban Nano」
P26 複合機お役立ち情報第23回「複合機で出来るセキュリティ対策」
P27 オフィス家具特価キャンペーンのご案内


