
ステラグループ株式会社

2012年

6月号

◆ ステラフェアレポート

ご来場いただき誠にありがとうございました！

◆ ＯＲＰＨＩＳ
様々な用途で大活躍中！

◆ レーザープリンター
コストを押さえながらここまで機能強化を実現！

◆ トナーカートリッジのコスト
私たちが徹底的に価格調査を致します！

◆ コピー複合機のコスト削減
使い方ひとつでコスト削減が即実行できます！

◆ 基幹業務システム
パッケージソフトのフル活用はお任せください！

◆ アップルiPad活用術
ひろがるiPad活用術！情報を継続してお届けします！

◆ ＩＴ資産活用
情報システム業務の代行を承ります！

◆ 夏の暑さ対策
エアコンの効率運用はこの製品で！

◆ リース活用術
日本ビジネスリース様の金融ノウハウです！

◆ 大判プリンターキャンペーン予告！
今年も大判出力キャンペーンを企画中です！

◆ サーバールームの温度調整にも活用！
スポット冷房の決定版！
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◆ 春のSTELLAR LINKフェア 2012in日比谷公園

4月18日(水)、日比谷公園内の日比谷図書文化館 小ホールにて開催いたしました。
「コストの削減」をテーマにメーカー各社の協力をいただき、当日は、105社133人
と多くのお客さまにご来場いただきました。

STELLAR LINK でご案内いたしました当社主催のフェアを、日比谷、三鷹、横浜の３
会場で開催させていただきました。

合計１６８社２１２名のお客さまにご来場いただきました。
お忙しい中をご来場いただき、誠にありがとうございます。社員一同、心より篤く御礼

申し上げます。
今後もさまざまなフェアやセミナーを企画してまいります。次回開催時にも、ぜひお立

ち寄りくださいますようお願い申し上げます。

STELLAR LINK でご案内いたしました当社主催のフェアを、日比谷、三鷹、横浜の３
会場で開催させていただきました。

合計１６８社２１２名のお客さまにご来場いただきました。
お忙しい中をご来場いただき、誠にありがとうございます。社員一同、心より篤く御礼

申し上げます。
今後もさまざまなフェアやセミナーを企画してまいります。次回開催時にも、ぜひお立

ち寄りくださいますようお願い申し上げます。

ステラフェア
レポート

日比谷・三鷹・横浜

2012年 春

ご来場いただき、

３会場で合計１６８社２１２名の
お客さまにご来場いただきました！

ありがとうございました！

３会場で合計１６８社２１２名の
お客さまにご来場いただきました！

ありがとうございました！

・STELLAR LINKフェア 2012in日比谷公園 ４月１８日（水） 日比谷図書文化館

・ステラ多摩フェア 2012in三鷹 ３月１５日（木） 三鷹産業プラザ

・STELLAR LINKSTELLAR LINKフェアフェア 20122012inin横浜横浜 ４月１３日（金） ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ横浜営業所

●展示会場では、各社ともモバイル連携、内
製化等をテーマに９つの展示ブースで行なわ
れました。

●セミナーでは、①「スマートフォン最新
事例から学ぶ新たなビジネススタイル」、
②「内製化によるコスト削減」の２つが行
なわれました。セミナーの参加率をみても、
iPadやiPhoneなどモバイルツールへの興
味を皆さまがお持ちだと再確認させていた
だきました。
今後のビジネスの参考になれば幸いです。

日比谷
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皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。

ありがとうございます。

【ご来場いただきましたお客様の声】

・最先端の機能をもった各機種が多数あり、興味深かった

・かゆいところに手が届くような新しい商品およびシステムが多く色々と参考になりました

・光熱費をかけずに紙を使用せずに会議ができることにびっくりした

・アドビ製品に関連したセミナーなどやってほしい

・節電や停電対策・BCPのテーマでのセミナーが聞きたい

ステラ多摩フェア2012in三鷹
3月15日（木）開催
ご来場 51社 64名
たくさんのご来場

ありがとうございました

STELLAR LINK STELLAR LINK フェアフェア 20122012inin横浜横浜

☆セミナー②☆
現場の総務担当が語るオフィスつくり実践
→キヤノンマーケティングジャパン総務担当者より、
経費削減について事例紹介

☆オフィス見学会☆
→他社のオフィスを見学

☆セミナー① ☆
危機管理策～iPadを利用した遠隔利用
→外出先から会社PC業務が可能なmagicConnect

横浜で開催させて頂きましたステラフェア
12社15名のお客様にご来場いただきました!!

お忙しい中、ありがとうございました

「もっとステラを知ってもらおう」を合言葉に協賛各社の協力を仰ぎ、各メーカーの機器がどのよ
うにiphoneやipad、スマートフォンと連携するかを展示いたしました。また、セミナー２本「スマート
フォン最新事例から学ぶ新たなビジネススタイル」・「オンラインストレージprimeDriveの紹介と
ipad活用事例」やRISO ORPHISによるプリントサービスを実施いたしました。
今後もお客様の声を参考に定期的にステラ多摩フェアを企画してまいります。次回開催時にも、

ぜひお立ち寄りくださいますようお願い申し上げます。

横 浜

三 鷹
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ORPHIS X7250でチラシや小冊子などを内製化

ハードウェア情報！！
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LBP9650Ci/9510C/6600LBP9650Ci/9510C/6600

優れた環境性能と仕事力を両立。優れた環境性能と仕事力を両立。
プリントワークプリントワークをさらに快適にする新をさらに快適にする新LBPLBP誕生誕生!!!!

NEW!

仕事の効率を高める機能性と環境技術を結集！
MEAPを標準搭載したインテリジェントモデル

LBP9650Ci
本体標準価格：228,000円（税別） 商品コード：2716B011

カラー

30枚/分

モノクロ

30枚/分

TEC値

1.27kWh

両面
標準

最少消費電力

0.9W
MEAP

標準対応

•プリント時以外は、徹底して省エネ 0.9Wスリープ

•カラー/モノクロ 片面30枚 両面30ページ/分の高速出力

•開梱時の設置や、交換時の手間を大幅に軽減するオール

インワンカートリッジ

•プリント機能を拡張し、複合機との連携を強化するMEAP
ADVANCE（LBP版）標準対応

• PCレスで素早くプリント USBメモリーダイレクトプリント

•ギガビット・イーサネット「1000Base-T」標準対応

A3カラー機

省電力設計なのにハイパフォーマンス
最大2,000枚給紙に対応した高速A3カラーモデル

LBP9510C
本体標準価格：178,000円（税別） 商品コード：2716B012

カラー

30枚/分

モノクロ

30枚/分

TEC値

1.27kWh

両面
標準

最少消費電力

0.9W

•プリント時以外は、徹底した省エネ 0.9Wスリープ

•カラー/モノクロ 片面30枚 両面30ページ/分の高速出力

•開梱時の設置や、交換時の手間を大幅に軽減するオール

インワンカートリッジ

•ギガビット・イーサネット「1000Base-T」標準対応

A4モノクロ機

高速出力かつ1Wスリープモード対応の省電力設計
コンパクト＆ハイスペックな省スペースA4モノクロ

LBP6600
本体標準価格：59,800円（税別） 商品コード：5152B001

モノクロ

33枚/分

両面
標準

TEC値

1.28kWh

•プリント時以外は、徹底した省エネ 1Wスリープ

•高速出力33枚/分

•コンパクトながら 標準300枚/最大800枚給紙

•ギガビット・イーサネット「1000Base-T」標準対応

速報

5月上旬
発売

4月下旬
発売

4月下旬
発売

© Canon Marketing Japan Inc. 2012

ハードウェア情報！！
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トナーカートリッジなどの消耗品は
どちらからご購入されておられますか？

①コスト面を考えて

リサイクルトナーを活用している！

②メンテナンス面を考えて

メーカー純正品を活用している！

最適なコストをご提示できるよう
徹底的な価格調査を実施致します！

何れの場合でも、コストと品質のバランスが
プリンタ本体のメンテナンスに欠かせません！

国内に流通しているメーカー品の
ほぼ、全てのトナーカートリッジを
取扱いさせていただいております！

是非、お声掛けください！

運用活用術！！
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 印刷したことを忘れていて、
また同じものを印刷してしまった!? 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

“iR-ADV”と“えらんでマイプリント”で

劇的改善！

資料印刷、、
結局不要!

いつも誰かが
回収してくれる♪

気になるWebを
とりあえず印刷

まとめて印刷、
後で回収予定が、、、

電話対応していたら…

軽い気持ちが…

皆、そう思ってたら…
まっ、良いか…

ソフトウェア情報！！
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iR-ADV C2030F

（カラー/モノクロ30枚機、4段カセット
COPY/FAX/PRINTER/SCAN標準モデル）

1,800,000円

本体搬入設置料

えらんでマイプリント for MEAP ADVANCE

えらんでマイプリント for MEAP ADVANCE インストール料金

合計

37,500円

40,000円

2,500円

1,880,000円

※パソコンの設定等、別途費用を頂く場合がございます
※iR-ADV C2030Fの保守料金詳細は別途ご案内させて頂きます
※えらんでマイプリント for MEAP ADVANCE保守料金は、 500円/月です。

●お求めは信用のある当社で

 

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！

imageRUNNER ADVANCE C2030F＋えらんでマイプリントで

ムダを減らして、らくらくコスト削減!! 

かんたん導入!
複合機にも、PCにも特別な難しい設定は不要。
かんたんに導入できます。

できる！減らせる！３つのポイント！

コスト削減！
「放置プリント削減」、「ミスプリント削減」、「コスト
意識向上」で無駄な印刷コストを削減します。

管理不要！
導入後に利用ユーザーが増えても、ユーザー登録
などの作業は不要。
専用の管理者がいなくても、運用もらくらくです。
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ソフトウェア情報！！
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‣お客様からの急な問い合わせに迅速に答えたい。 

‣出張先からも社内データを確認したい。 

‣セキュリティの高いリモートアクセスを構築したい。 

iPhone/iPad 
パソコンを使用せずに 
素早く、簡単に社内へ
アクセス! 

出張中のホテル 
出張中、いつでもどおりに仕事
が出来ます 
 

いつでもどこでもオフィスソリューション 

外出先/カフェなど 
外出先で必要な確認もその場で
実施、移動の間に立ち寄った喫
茶店でも次の訪問先の準備を万
全にする事が出来ます 

internet 

オフィス 

在宅勤務/ホームオフィス 
どこでもオフィスを使えば、流行
の在宅勤務制度の導入も用意に
なります 

NETSOL SMART-ONE SOLUTION 

Cisco Systems & Netsol コラボレーションパッケージ 

既存のネットワークにアタッチするだけで、今すぐにiPhone/iPadからのセキュアアクセスを実現 

もちろん、 
Ｗｉｎｄｏｗｓ,MACからも
簡単アクセス！ 

■ iPhone/iPadに標準搭載のVPNクライアント使用するので導入がカンタン。 
■ 接続先から拠点サーバへのアクセスや特定サーバのみの制御など柔軟なポリシー設定 
■ 利用者ごと、グループごとのアクセスポリシー設定に対応 
■ 接続時に自動的にActive Directoryの社内DNSやプロキシを強制可能 
■ 接続時にパスワード入力を強制させるなど紛失時対策やユーザ情報変更が可能な 
   GUIベースの管理ツールを用意 
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福井キヤノン事務機株式会社 Netsolグループ 

本社：   福井県福井市南四ツ居2-1-4  〒918-8204  TEL（0776）53-7722 
営業所：  敦賀営業所・東京オフィス http://www.netsol.jp/ 

本社～拠点間接続もOK！ 
大幅な通信コスト削減と安定したネットワークを構築できます。 

工場 

本社 

営業所 

出張所 

自宅 

■ワイヤレス接続、ゲスト無線LAN構築 
■ターミナルサーバ、小規模仮想デスクトップ構築 
■ネットワークカメラ構築 
■サーバ仮想化（P2V) 中小企業様にも最適なシスコソリューションをパッケージ 

お客様の環境に合わせたパッケージ 

シスコ DMVPN 拠点間ネットワークソリューション 

Netsol × Cisco ソリューション 

① かんたん導入パック  【Start パック】 【Basic パック】 

Cisco Easy VPN Client 

Cisco VPN Client 
(iPhone / iPadに標準搭載) 

高性能なIPSec VPNクライアント。 
パソコン用もルータ・ファイアウオール（ASA）の 
ユーザは無償で利用可能。 
Windows版、MacOS X、Linux版が利用可能。 
iPhone / iPadでは標準で搭載し、利用可能。 

②セキュリティ対応パック 【 Securityパック 】 

Cisco AnyConnect VPN (Client) 
(Essentialライセンスにて利用可能) 

専用のクライアントソフトを使用するタイプのSSL-VPN。 
ASA5500シリーズのEssentialライセンスのみで利用可能のため 
低コストのSSL-VPNをVPNを実現。 
iPhone / iPadでは無償アプリを利用。Androidへも対応（Galaxy SIIで搭載） 

 
 AnyConnect   

NETSOL SMART-ONE SOLUTION 

Cisco Systems & Netsol コラボレーションパッケージ 

販売元： 
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コンピュータが壊れた！

ネットワークがつながらない！

ソフトウェアのライセンス管理が出来ない！

相談したい！

ＩＴ技術者に定期的に来て欲しい！

サーバーが不安定！

日々進化するＩＴ機器、その効果的な活用には、何と言っても確実な運用管理が必要です。
でも、人材を採用するには投資が必要。

是非、ＩＴ資産運用管理のアウトソーシングを考えてみては如何でしょうか？

最近、変なメールが多い！

このコストは本当に必要？

こ、こ、これは・・・ウイルス？

コンピュータの管理が出来ない！

「Office Saver Plus」が解決いたします！

オフィスでこんな悩みを抱えていらっしゃいませんか？

Ｎｅｗ！

運用活用術！！
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「Office Saver Plus」の仕組とは！

お客様のＩＴ資産環境

環境診断・カルテ作成

ステラグループの包括サポート

「Office Saver Plus」

-ＰＣ保守からインフラ診断など、お客様のオフィス環境を最適化-

ＩＴ資産“保守メンテナンス”
ネットワーク

情報セキュリティ強化
診断・管理

ＩＴなんでも相談
ご要望・固有の環境

IT資産“管理”
ライセンス、バージョン管理

ＩＴ資産“運用”
コンサルティング、ルール策定

ＩＴ資産“保守メンテナンス”
PC、サーバー他

選択して組立て

現状を調査して
カルテを作成し

運用管理をスタート！

様々なニーズを解決する
ブロックの中から

最適なブロックを選びます。
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夏の暑さ対策！！
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購入・割賦の場合 リースの場合
いずれかを選択 リース料総額×７％の税額控除

取得価額×３０％の特別償却
取得価額×７％の税額控除

＊税額控除は資本金（出資金）3,000万円以下の法人もしくは個人のみ適用

Q
電子計算機とソフトウエアの両方で120
万円以上であれば中小企業投資促進税制
は使えますか？

A

使えません。
指定された資産の種類や細目ごとにその
判定を行うことが必要です。電子計算機
またはデジタル複合機ごとの取得価額の
合計金額が120万円以上、ソフトウエア
で70万円以上のものに限ります。

Copyright（C）NBL ALL RIGHTS RESERVED

中小企業投資促進税制の概要（租税特別措置法４２条の６など）

InformationInformation
2011.12.1現在の情報です

中小企業投資促進税制は、リースの場合も適用が
可能ですか？

中小企業投資促進税制では、ソフトウエアやコンピュータソフトウエアやコンピュータなどをリース
で導入した場合、特定中小企業者等に税額控除が認められます特定中小企業者等に税額控除が認められます。

１

対象物件

Q&A
対象物件対象物件

Q&AQ&A

税制のメリット税制のメリット

リースは

税額控除

のみ適用

リースは

税額控除

のみ適用

＊税額控除は、事業年度の所得に係る所得税額又は法人税額の２０％を限度とし、超えた
部分は一年間繰越可能です。

ソフトで７０万円以上
ソフトで７０万円以上

ＰＣで１２０万円以上
ＰＣで１２０万円以上

要件 注意点
対象事業者 青色申告書を提出する中小企業者等 「中小企業者等」の範囲

①資本金（出資金）が１億円以下の法人
②資本を有しない法人のうち従業員1,000人以下の法人
③従業員1,000人以下の個人
④組合など

対象業種 ほぼ全業種 次の業種は、対象から除かれます。
・料理店業その他の飲食店業のうち、料亭・バー・キャバ
レー・ナイトクラブその他これらに類する事業
・サービス業のうち、物品賃貸業・娯楽業（映画業を除く）
・性風俗関連特殊営業

対象取得資産 「機械・装置」
取得価額１６０万円以上（１台あたり）

耐用年数省令別表第二に該当する事業用の設備が対象。
例）入院患者用の給食用設備
　　クリーニング設備
　　機械式駐車場　　等

「器具・備品」
電子計算機、またはデジタル複合機（イン
ターネットに接続されたもの）
取得価額１２０万円以上（合計金額）

金額要件に該当するかどうかは、事業年度内において同じ種
類の資産ごとの合計金額によって判定します。
器具備品の詳細については事務処理効率化に資するものとし
て財務省令に定められています。

「ソフトウエア」
取得価額７０万円以上（合計金額）

金額要件に該当するかどうかは、事業年度内における合計金
額によって判定します。
複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサー
バー用のオペレーテイングシステムなどは除きます。

適用期間 平成２４年３月３１日まで

*いずれも事業
用として使用
を開始してい
る新品の資産
が条件

例えば病院を経営する医療法人では・・・

紙面協力：株式会社 日本ビジネスリース

運用活用術！！
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今年も、各種ポスター（Ａ１サイズ）を御社用に作製し、

無料プレゼントさせていただくキャンペーンを企画いたします！

ポスター簡易作成ソフト「Poster Artist」で作成し、Canon大判プリン

ター「image PROGRAF iPF6000S」で出力してお届けいたします！

期間は、6月から8月までの2ヶ月間！

この機会にCanon大判プリンターのスピードと品質を、是非ご覧ください。

高品質！

低コスト！
スピード出力！

予告！

キャンペーン告知！！
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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。

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。

私ども、ステラグループは、この夏、神保町の本社オフィスと日本橋オフィスを
移転統合することとなりました。
新本社は、文京区後楽、最寄り駅は飯田橋でございます。

新本社は、「ライブオフィス」、つまり、お客さまにご覧いただけるオフィスと
して、企画しております。
さまざまなソリューションを新本社オフィスに実現し、実際に弊社社員が利用し
ているところをご覧いただけるようにいたします。
お客さまにご覧いただいて、「なるほど！」と感じていただけるオフィスにする
べく、現在、社員一同、知恵を出し合って、企画を練っております。

ぜひ、ご期待ください。

暑かったり涼しかったりと不安定な天気が続きます。
ご体調を崩しやすい時期ですので、お客さま皆様方におかれましては、
くれぐれもご自愛専一のほど、衷心より祈念申しあげます。

寒さと暑さの気温差が極端な今日この頃ですが、ご体調
は崩されておられませんでしょうか？
5月に入ってからの直射日光を体感しますと、この夏が思

いやられます。次号では、暑さ対策や節電対策に有効な
情報を集めてご紹介できるよう準備いたします。
さて、今月号では、印刷やプリントに対する費用対効果に
ついて、弊社担当営業マンとじっくり見つめ直していただき
たく情報を掲載しております。
特に理想科学製の高速プリンター「ＯＲＰＨＩＳ」は、その用
途を深く検討する事によって、確実な費用対効果を生み出
す製品です。
ペーパレスが叫ばれる今日ですが、“印刷物”の必要性は
不変であると、お客さまからお教えいただいております。
是非、ご一緒にお考えいただきたくお願い申し上げます。
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