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2012年

5月号

高速・低ランニングコストで仕上げる

ORPHIS X9050

サテラLBPキャッシュバックキャンペーン！！

もれなく最大 ¥10,000 キャッシュバック

オフィスワークに彩りを！

こだわりカラーアイテム特集

ムダを減らして、らくらくコスト削減！

imageRUNNER ADVANCE+えらんでマイプリント

電話機用ボイスレコーダー

電話での会話をかんたん録音！

オフィスの継続的な節電対策

LEDランプで電力消費を40％オフ！！

自宅や会社のPCをモバイル端末で

遠隔コントール『Any Clutch Remote』

中小オフィス向けITサービス『HOME』

端午の節句

LEDライトパネルのご紹介

スポットエアコン『クリスプ』と

キヤノンお客様満足度アンケートのご案内
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オフィスのハイボリュームプリントを

高速・低ランニングコストで仕上げます。

会議資料、研修マニュアル、広報誌など

片面毎分150枚、両面でも毎分75枚の高速プリント。
ハイボリュームプリントに優しい、低ランニングコスト。

ページ物を部単位で出力可能。丁合
作業は必要ありません。

暗証番号設定や認証機能で、機密文
書の情報漏洩を防止。

封筒やハガキにもカラープリントでき
ます。

顧客ごとに内容を差し替えてプリントする
バリアブルプリントに対応。

コピーとして使用可能。読み込んだ文書のデータ化も可能。 ステイプルやパンチ、3つ折、小冊子

製本まで自動化できます。
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ムダな印刷コスト
発生していませんか？
ムダな印刷コスト
発生していませんか？

出しっ放しで出しっ放しで

誰も取りに来ない誰も取りに来ない

プリントがたくさんあるプリントがたくさんある……

プリントした後にプリントした後に

設定ミスに気づくことが設定ミスに気づくことが

よくあるよくある……
モノクロで

よかったのに…

モノクロでモノクロで
よかったのによかったのに……

両面にすれば
よかった…

両面にすれば両面にすれば
よかったよかった……

ページ指定
し忘れた…

ページ指定ページ指定
し忘れたし忘れた……

エクセルで
1ページになると
思ったのに…

エクセルでエクセルで
11ページになるとページになると
思ったのに思ったのに……

いきなり紙で出力せずに、
複合機でプリントジョブを一旦ストップ!
もしプリントしたことを忘れてしまっても
ムダな放置プリントは生まれません！

もし設定ミスをしていても、
タッチパネルで出力前に確認できます！
必要なものだけを「えらんで」出力し、
間違ったもの、不要なものは削除できます！

ムダを減らして、らくらくコスト削減!!

かんたん
導入!コスト削減！ 管理不要！

できる！減らせる！３つのポイント！できる！減らせる！３つのポイント！
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中小企業向けＩＴ支援サービス

①どちらが偽物のウェブサイトか見分けがつきますか？

※日本べリサイン株式会社 HPより引用 https://www.phish-no-phish.com/jp/default.aspx

① ②

偽物は② 本物のサイトではユーザー名とパスワードを送信させるように仕向けるような事はありません。

ここに注目

☛

© Canon Marketing Japan Inc., 2011

何が危険なのか
⇒偽サイトはお金を狙って、お客様のＩＤやパスワードを盗もうとします。

しかしアンチウイルスソフトは、偽サイトへのアクセスを防ぐ機能は弱いです。
しかも最近は、偽サイト誘導を狙う迷惑メールも増えています。

②ネットワーク対応ハードディスクドライブ（NAS）がありますか？

NAS何が危険なのか
⇒NASにはアンチウイルスソフト

はインストールできません。

③アンチウィルスソフトをインストール済みでも、約42％の会社で
ウィルス感染した事がある事をご存知ですか？

※出典：「企業における情報セキュリティ実態調査２００９」（ NRIセキュアテクノロジーズ調べ）

何故危険なのか
⇒ソフトのライセンス更新忘れがあると、最新のウィルスには対処できません。

また、１種類のソフトでは、すべてのウィルスには対処できません。

セキュリティ対策はアンチウィルスソフトだけのお客様へ質問です。
気になる項目が有れば、右面もご覧ください。
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『HOME』は社内のセキュリティ対策を実現する、キヤノンの
ワンストップ・アウトソーシングサービスです。ンストップ・ア
ウ。

Security

運用支援
導入＆運用支援

Managed
Service

UTM
統合脅威管理装置

[HOME-UNIT]

[HOME-Contact Center]

type-U type-F 

初期費用 60,000円/1件 48,000円/1件

月額サービス料 12,000円/1ヶ月 8,800円/1ヶ月

対象サービス セキュリティ＆コミュニケーション セキュリティ

・専任スタッフが導入時の
環境調査から、利用中の
運用までをサポートします。

アンチウイルス
ファイアウォール
不正侵入ブロック
Webフィルタリング
スパムメール振り分け

貴社名

セキュリティご担当者名

・PC台数 台
・無線LANの使用
・ＩＰ電話の使用

※診断期間は約1週間です。
ＵＴＭ（統合脅威管理装置)を取り付け、危険が
有った件数をレポートで提出します

報告書によって、危険性の
実態が明確になります！

まずは無料セキュリティ診断サービスを試してみませんか？

※HOMEを導入してもクライアントPCの
セキュリティ対策は必要です。

※セキュリティ対象PCは上限30台です。

□Yes □No
□Yes □No

①お取引先から、セキュリティ対策状況を聞かれたことはありますか？
②業務に関係のないサイトへのアクセスは自由にできますか？
③ネットワーク対応ハードディスクドライブ（NAS）はありますか？
④迷惑メールを受信フォルダに、そのまま受信させていますか？
⑤ファイル共有ソフト（Ｗｉｎｎｙ等）がインストールされていますか？
⑥最新バージョンでないアンチウイルスソフトはありますか？

□Yes □No
□Yes □No
□Yes □No
□Yes □No
□Yes □No
□Yes □No

1つでもYESが有り、アンチウィルスソフト以外の対策がなければ

「まずはHOMEからはじめませんか」
専任管理者がいなくても、ネットワークセキュリティが強化できます。

ネットワークセキュリティ状況のアンケートです
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294円(税込)

75円(税込)

1,480円
(税込)

369円
(税込)

698円
(税込)

880円
(税込)

ステラグループ株式会社

75円(税込)
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進化をつづけるモバイルシンクライアント

自宅や会社のPCを
モバイル端末で
遠隔コントロール！

エニークラッチリモートは、インターネット経由で世

界中どこからでも、 あなたのパソコンに簡単接続し、

その場にいるような操作ができるリモートデスク

トップサービスです。

あなたのモバイル端末は…

ノートPC？  iPhone?  iPad?それとも Android?

スマートに始めませんか？
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AnyClutchサーバとエージェント端末双方での認証(共にSSL 128bit)、
伝送される画像データはAES-256bitで暗号化され、MAC/IPアドレスにより
端末や接続元を制限します。

二重化された認証と
暗号化による安全性

画面の変化部分だけを伝送する高圧縮な差分データ方式を採用した、
画像転送のために高速転送を実現し、モバイル側には一切データを残さず
シンクライアント環境をモバイルでも実現します。

カーネルモードドライバによる高速性

インターネットへアクセスできる環境があれば改修なしに利用が可能、
プロキシサーバにも対応しています。また、利用シーンに合わせて様々な
モバイル情報端末を使い分けたりしても追加費用は発生しません。

インターネット環境があれば
利用可能な汎用性と導入性

「リモートプリント機能」「リモート電源投入」「電子メール招待機能」
「自動アップデート機能」などを標準装備、法人向けに一層強化された管理機能で
管理者が遠隔操作の利用権限を設定することができます。

より便利を、より安全に

【 エージェント端末側環境 】
◆ 対応OS ： MS Windows 2000 SP4 以降

◆ 対応ブラウザ ： MS Internet Explorer 7 以降

※ LinuxおよびMac OSについては準備中です。

＊モバイル端末側環境のAndroid OSにつきましては、対象バージョンであっても
　AnyClutchの動作を保証するものではありません。
　併せてご利用いただくソフトなどによっても動作しない場合もあります。
　必ず検証の上ご利用ください。

【 モバイル端末側環境 】
◆ PC ： MS Windows 2000 SP4以降
　　   ： Mac OS X10.5以降

◆ スマートデバイス： iOS 3.1以降
 　　　　　　　     ： Android 2.2以降 ＊

iDCサーバを

●モバイル情報端末

スマートフォンから

デスクトップPCから

●エージェント端末

社内PCを

自宅PCを

リモートは
AES256Bitの暗号化強度で

安全にアクセス！！
　□ 電車で移動中に
　□ 海外出張先からでも　
　□ ホテル滞在先からでも
　□ 自宅からでも

　□ 仕事場へ
　□ システム内へ
　□ 自宅へ

タブレットから

ノートPCから 社内サーバを
エニークラッチリモートで
任意のデバイスを制御

　任意のデバイスから
　エニークラッチリモート！！

あなたのいる場所がビジネス最前線

いつものPCは会社や自宅に置いたまま
どこからでも使えるモバイルシンクライアントサービス

『AnyClutch Remote』は、PCやあらゆるモバイル端末を使って、
遠く離れた場所からいつでも簡単・高速・安全に会社や自宅のPCを遠隔操作できるソリューションです。

出張先でのデータ編集はもちろんのこと、パンデミック対策として「在宅勤務」にも最適です。

〈 東  京 〉〒106-0032  東京都港区六本木2-2-8 KDXビル　
　　　　　 TEL : 03-3587-9221　FAX : 03-3587-9238
〈 本  社 〉〒565-0851  大阪府吹田市千里山西5-31-20
　　　　　 TEL : 06-6368-6080　FAX : 06-6368-6081

   AnyClutch 専用ブランドサイト
 http://www.anyclutch. jp/

http : //www.air.co.jp/
製品についての詳細は、下記までお問い合わせください。

AnyClutchは 株式会社エアーの登録商標です。
その他の社名製品名等は、各社の商標または登録商標です。製品仕様は予告無く変更することがあります。
Copyright AIR Company Limited. All Rights Reserved. 

ACR1202-1

［ 国内販売元／サービス運営 ］

ステラグループ株式会社

ステラグループ株式会社
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スポットエアコン ク リ ス プ

お客様への「より質の高いサービス」を目指し、

キヤノン製複写機を
ご愛用のお客様を対象に

インターネットによるアンケートの実施を

させて頂いております。

調査期間（アンケート実施期間)

2012年 4月1日～9月30日
※このハガキは2011年度の見本です

おかげさまでステラグループは､キヤノンの実施するお客様満足度調査で昨年

『全国 第１位 』という評価をいただきました。これからもお客様からいただいたご意見により、さまざまな

改善を続けることで 『より質の高いサービスの提供』 『もっとステラグループを知ってもらおう! 』につなげて

まいりたく、2012年もお客様満足度調査を実施させていただきます。

お客様満足度アンケートのご案内
～お客様の声をお聞かせください～

特別価格 ￥100,000－（税別）

暑い現場をクールに冷やすクリスプの

スポット冷房で、この夏、作業環境の向上を！

●リトルドレン機能

●吹出口手動回転可能

●風量2段切換

●4輪可動キャスター

ドレン排水処理が約1週間に1回

片手でダクトの向きを調整

高温作業所にパワフル冷房

必要なところに移動ラクラク

運転可能周囲温度 25℃～45℃
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■会社概要■

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 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。

薫風渡る新緑の季節、お客さま皆様方におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申しあげます。
日頃より、格別のご愛顧を賜りまして、心より御礼申しあげます。

さて、毎月、お届けしているこの「STELLAR LINK」今月号の私からのオススメは
キヤノン製IT支援サービス『HOME』でございます。
5ページに6項目からなるチェックシートを掲載しております。

お取引先さまからの信頼獲得に不可欠なセキュリティ、
生産性の向上に資する社内コミュニケーション、
合わせてそれを円滑に運用するマネージド・サービスの3つの面から、

お客さまがただ今お使いのシステムの
問題点をチェックできるようになっております。
ひとつでも「No」がございましたら、無料セキュリティ診断サービスを実施させていただきます。

その上で、必ずお役に立てる解決策をご提案いたします。
弊社担当者へ、お気軽にお申しつけくださいませ。
何卒よろしくお願い申しあげます。
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