
ステラグループ株式会社

2012年

８月号

◆ ＯＲＰＨＩＳ 事例特集 第二弾！
ニーズが合致すれば業務効率改善・コスト削減は
間違いありません！
デモカーでお伺いします！是非、ご覧ください。

◆ ＰＣ救急箱
不測の事態に備える！新サービスのご案内！

◆ ＵＣＯＭ
くぐります！キャンペーン実施中！

◆ iPad2アプリ
アンケート集計ソフト！

◆ アップル情報
弊社のアップルソリューションマイスターがＤＴＰの
情報をお届け致します！

◆ ＥＰＳＯＮ 情報
・新型プロジェクターを発売！世界最薄！
・エプソン純正トナーカートリッジのご紹介！

◆ トナーカートリッジのコスト比較
価格を徹底調査します！

◆ ダイキン製品のご紹介
・冷凍保管庫！－２０℃
・スポットエアコン！需要が高まって参りました！

◆ ＬＥＤライトパネル 事例特集 第二弾！
様々な用途をお考えください！

◆ 本社移転のご案内
ライブオフィスを是非ご覧ください！

◆ お客さま満足度アンケートについて！
ご協力を賜りますようお願い致します。
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私たちは、オルフィスビジネスの推進キーマンです。
お客さまの担当営業とともに、何でもお問合せください！

お客さまの業務効率の改善に、全力で取り組ませていただきます！

オルフィスが仕事を変える！

東京中央営業部の
櫟田（ｲﾁﾀﾞ）です！

東東京営業部の
三村です！

多摩営業部の
小泉（剛）です！

西東京営業部の
古谷です！

神奈川営業部の
駒村です！

ＳＳ営業部の
金子です！

是非、実機をご覧く
ださい！

どのような業種にも、
必ず活用の場面があ
ります。

用途がピッタリと当
てはまれば、業務効
率の改善は間違いあ
りません。

ＯＡ機器を永年にわ
たり取扱って参りま
した私たちが実感し
ております。

社内印刷物の運用に
革命をもたらします。
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オルフィス導入

BeforeBefore AfterAfter
導入前

導入後
オルフィス導入でコピーの渋滞が解消された。1

提出前に書類を社長にチェックしてもらう
時間が生まれた。

2

徹夜同然の残業がなくなり、ストレスも軽く
なった。

3

耐震判定委員会に提出する前にはコピーの渋
滞になり、徹夜同然の残業が慢性化していた。

オフィス
（企業内文書）

General Office Documents

寿設計は新築の設計も行いますが、10年位前か
ら特に多く扱っているのが、公共の建築物を中心
とした既存建物の耐震評価です。例年ですと、年
末や年度末が忙しい時期です。耐震診断を進める
にあたり、耐震診断の概要書を耐震判定委員会
に提出します。そして耐震補強が必要となれば、次
の段階として耐震補強設計を行い、補強設計の
書類を耐震評価委員会に提出するというプロセス
になり、その後納品用の書類を依頼先の地方自治
体に提出します。この内、耐震判定委員会を例に

説明すると、概要書は1部が大体60～70ページ
で、100ページを超える場合もあります。1回の判
定委員会で10部以上が必要となり、さらに一次診
断、二次診断の計算結果を添付して依頼先に提
出する。納品用として2～4部が必要となります。納
品用は概要書にプラスして写真、検討したプロセ
スや構造計算書などをあわせると、1部が大体500
ページ程度にもなりますし、多いものではその2倍
程度にも達します。抱えている物件が多い事務所
では、1ヶ月に10件もの物件を耐震判定委員会に
提出することも少なくありません。そうなると、提出
前には連日、残業が増えて夜更けまで作業が続き
ます。その際に大きな問題となっていたのがコピー
の渋滞とトラブルでした。

事務所にはカラー複合機1台、レーザープリンター
2台、大判のコピー機が1台あるのですが、これだ
けのボリュームを印刷しコピーして何部も作ろうと
すると、とてつもない時間がかかります。作業に手
間取って、提出直前の夜中に印刷する時などは、
間に合うかどうかとハラハラし、又、コピー機も度々
故障してストレスもたまっていました。そんな時、社
長がオルフィスを紹介されて展示会に見に行きま

した。その後、私もデモカーでの実演を見に行った
のですが、最初の感想は「信じられないほど速い」
というものでした。コスト面でも写真の仕上がりを
考えて用紙をマット紙にしているのですが、十分に
低く抑えられています。4月に導入してからは、コ
ピーの渋滞は完全に解消されました。むしろ印刷
のスピードの方が速いくらいで、人の作業の方が
遅れているという感じです。そして、事前に社長に
内容をチェックしてもらえる時間も作れるようになり
ました。明け方までの残業もなくなって、とても助
かっています。

※記載内容及び製品等については、理想科学工業株式会社お客様相談室へお問い合わせ下さい。 70120-534-881（受付時間／10：00～12：00  13：00～17：00  土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く）

有限会社寿設計 木村 彰彦 氏

阪神淡路大震災以降、建物の耐震性能を見直し、必要な補強を行う動きが強まってい
ます。そこで重要な役割を果たすのが建築・設計事務所。有限会社寿設計様は、福島県
いわき市を中心に、耐震診断を行われています。耐震診断には、膨大な量の書類が必要
とされますが、そこに導入されたオルフィスX7250はどのように活用されているのでしょう
か。同社の木村彰彦氏からお話を伺いました。

有限会社寿設計様には、これまでも
プリンターやコピー機を担当させていただ

いていました。「コピー出力スピードが遅く、残
業が多くて大変」というお話を伺い、オルフィ
スをご提案させていただいたところ作業効率
があがり、残業も減ったと大変喜んでいただけ
たようで担当者としても嬉しく思います。

オルフィスの導入で、
書類提出前夜の印刷渋滞が
一気に解消されました。

導入時
担当営業
の声

昭和27年に創業、従業員9名。「設計事務所は顧客の代理
人である」をモットーに、顧客に最大の利益をもたらし、副産物
として自らの生甲斐となるレベルの高い設計を目指し、地域か
ら高い評価を受けています。

有限会社　寿設計様
所在地：福島県いわき市郷ヶ丘1-33-3
TEL:0246-29-2355　FAX:0246-29-2356

導入事例のご紹介

膨大な耐震設計業務の書類。
提出前夜は徹夜で印刷することも。

オルフィスを導入して
「信じられない速さに」びっくり。

UNION PROFILE
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オルフィス導入

BeforeBefore AfterAfter
導入前

導入後
スピードが速いのでカラーの書類のプリント
に対してストレスが無くなった。

1

カラーと白黒が混在した資料もオルフィスが
自動判別してくれるので業務効率がアップ。2

印刷業者への外注代がゼロになり、コスト
削減になった。3

大量のセミナーの配布資料をカラーレーザープ
リンターとモノクロ複合機でプリント。それでも
まかなえない部数は外注印刷に出していた。

オフィス
（企業内文書）

General Office Documents

私共の事務局で最もプリントニーズが多いのはセ
ミナーの配付資料です。ＴＫＣ南近畿会では、会員
様やその会計事務所の職員、顧問先の企業様な
どを対象とした様 な々研修セミナーを頻繁に開催し
ています。それ以外にも定期総会、理事会、正副
会長会議などの会合で使用する資料を準備する
のも事務局の業務で、それら配付資料は大変な量
になります。セミナーでは100～120ページにもお
よぶ冊子を200部作ることもありますし、会議資料
も多いときは50～60ページになります。それらを事
務所内のモノクロ複合機とカラーレーザープリン
ターを使い分けてプリントしていました。ところがカ

ラーに関してはとんでもなく遅い。そこで極力カラー
にしないように心がけて資料を作っていました。カ
ラーの方が資料の理解度が高いのは分かってい
たのですが…。そんなとき、地域会の事務局長同
士が集まる会議でオルフィスの体験談を耳にした
のです。「とにかく早い。カラーに関してストレスがな
い」と。そういった私と同じ立場の人達の体験談が
決め手になって、前他社機種のリースアップを機に
オルフィスを導入しました。

オルフィスを導入して感じるメリットは、やはりカラー
プリントの速さです。セミナーの講師がカラーの資
料を持ち込んでも、以前のように「カラーは勘弁し
て」という感覚は無くなりました。また、カラーとモノク
ロが混在した資料も少なくありません。10ページの
うち2ページだけ文書の要点に赤いアンダーライン
が引かれているとか。そういう場合、以前はカラーの
ページだけカラープリンターで出力して、手作業で
丁合いをしていました。全部をカラーで出すとコスト
が高くなりますから。ところがオルフィスならカラーと
白黒を自動判別してくれるので、まとめてプリントし、
自動丁合いしてもムダがありません。速さや機能へ

の期待が大きかったので、コスト面は「今より高くな
らなければいい」という程度に考えていましたが、実
際にはカラーのカウンター料金が3～4円安くなり、
これにも喜んでいます。またセミナー用に100ペー
ジ以上、200部程の冊子ともなると、これまでは外
注の印刷業者に発注していました。代金は４～６万
円ほどかかっていたでしょうか。オルフィス導入後は
そういった外注費もゼロになりました。このように、業
務効率とコストの両面でオルフィスに満足していま
す。導入の際、他の機種とは比較検討していませ
ん。オルフィス以外は眼中にありませんでしたから。

※記載内容及び製品等については、理想科学工業株式会社お客様相談室へお問い合わせ下さい。 70120-534-881（受付時間／10：00～12：00  13：00～17：00  土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く）

ＴＫＣ南近畿会 事務局長　渡邉英義 様

日本最大級の職業会計士集団「ＴＫＣ全国会」の地域会であるＴＫＣ南近畿会様では、
会計人の資質向上や地域企業への支援のため、定期的に各種のセミナーをおこなって
います。毎年改正される税法や会社法などの研修をはじめ、複雑なセミナー内容には多
くの資料が付き物。そういった受講者への配付資料の出力にオルフィスX7250Aが
活躍しています。導入にあたった事務局長の渡邉英義様にお話を伺いました。

ＴＫＣ南近畿会事務局は、全国の
地域会の中でも、最大級の会員数

を有する組織の事務局として、会議資
料作成等のサポートでも、大きな時間やコス
トが掛かりご苦労されていました。メーカーの
ご協力により、ＯＲＰＨＩＳを採用頂き、短時間
に大量の書類を準備する事ができる様にな
り、メリットを感じて頂けたとのではと思います。
ご提案出来て良かったと思います。

「カラーは遅い！」というストレスを
オルフィスのスピードが解消してくれました。

導入時
担当営業
の声

税理士および公認会計士10,100名が組織する日本最大級の職
業会計士集団「ＴＫＣ全国会」の地域会。大阪府中央部から南部
と奈良県、和歌山県エリアで、「挑戦しよう」をテーマに地域社会の
発展のためＴＫＣ会計人が取り組むべき事業を発信しています。

ＴＫＣ南近畿会様
〒542-0076 大阪市中央区難波2-2-3 御堂筋グランドビル8F
TEL.06-6212-8605　TEL.06-6212-8606

導入事例のご紹介

今まではカラーレーザープリンターが遅いので
極力カラーにしないよう心がけていました。

オルフィスはとにかく速い。
カラー・白黒判定機能も
効率とコストの両面に効果あり。

UNION PROFILE
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ビジネスプロデュース課
村越です。

お客様とのジョイントビジネスから、
ＢＣＰ対策のサービスをご紹介致します。

お問合せをお待ちいたします。
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問い合わせ先：ステラグループ株式会社 電話番号：042-525-2146

Internet Internet

フレッツファミリーネクスト O社 IP1

月額 O社 IP１ 4,900円＋Bフレッツ 5,200円

＝10,100×5拠点

＝50,500円

フレッツファミリーネクスト UCOM IP1

月額 UCOM IP１ 3,500円＋Bフレッツ 5,200円

＝8,700×5拠点

＝43,500円

月額7,000円・年間84,000円コスト削減

※回線数及び金額によってはご希望の金額までくぐることが出来ない場合がございます。

某ISP事業者

御提案例

UCOMUCOMフレッツフレッツISPISP月額費用月額費用くぐりますくぐりますキャンペーンキャンペーン

～キャンペーン概要～

期間：7月1日～8月31日

お客様がご利用の現在のフレッツ月額料金を教
えてください。

現在の価格をくぐった金額で御見積をお出しさ
せていただきます。

システムソリューション課 責任者 森川です。
ＩＴ関連のソリューションはおまかせください！

コストの見直しを検討してみましょう！
次ページは、続々と登場するiPadアプリです。

- 8 -



レ ン タ ル 事 業 部

Tel.03-5730-1443
営業時間

[平日]9:00～18：00
[土日祝日]定休 h t t p : / / w w w . p c r e n t a l . j p /

法 人 様 限 定 プ ラ ン
N
E
W

iPad2iPad2＋＋
アンケートアンケート
アプリアプリ

い つ で も ど こ で も
ス タ イ リ ッ シ ュ に ア ン ケ ー ト

紙アンケートとの魅力の違いは、使っていただければすぐに実感できます。

また、指１本で回答できる手軽さにより、高齢者や子供など回答者の幅を広げます！

簡単にデータ集計できるので、

時間や手間を大幅カット！

アンケート結果をリアルタイムに

活用できます。

また、印刷不要で環境に優しく、

準備や片付けの時間も短縮できます。

\9,000\9,000\9,000
15日レンタル15日レンタル

（税別）

15日レンタル15日レンタル

アンケート内容は

ＷＥＢ管理画面で

　に

が可能です

　

集計コストを

まるっと削減！

集計コストを

まるっと削減！

ア ン ケ ー ト

回 収 率 Ｕ Ｐ ！

ア ン ケ ー ト

回 収 率 Ｕ Ｐ ！

簡単簡単

設定･編集･集計設定･編集･集計

15日以上の

ご利用料金は

担当まで

15日以上の

ご利用料金は

担当まで

設 問 分 岐

多彩な回答方式

スタート／サンクス画面の設定

…性別や年齢など選択した回答に応じて、次の質問を出し分けることが可能です。

…択一・複数選択や自由記入での回答はもちろん、スライダーバーや画像選択など
　iPadならではの回答方式をご利用頂けます。

…アンケート設問の前後のページを画像やテキストを使って
　自由に表現することができます。

主 な
機 能
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弊社におけるアップルソリューション・マイスターの
大島です。

アップルのＤＴＰはおまかせください！
これまで培ったアップルのノウハウをご提供いたし

ます。何でもご相談ください！

今月号では、
DTP用としてMacProがなぜ選ばれるか？

MacPro VS iMac の観点で考えて見ました！

その１ 性能面および信頼性

メモリの違い
MacProのメモリはECC(エラー訂正)機能を搭載した事で汎用メモリと違
い、メモリ内のエラーを訂正して信頼性を高めています。
一般的にECCメモリはServerやワークステーション等採用されておりま
す。

色の再現能力
iMacの液晶ディスプレイは白色LEDを採用しており、AdobeRGBの色域
カバー率は約70％前後しかないと思われます。
MacProはAdobeRGBカバー率95％以上のディスプレイを自由にチョイ
スできプロユースにも対応できます。
またiMacは色温度が調整できません。（DTPでは5000K/Webは6500K
が一般的）

目に優しいノングレアパネル（非光沢）がおすすめ
iMacはディスプレイ表面がグレア（光沢タイプ）の為、電灯等の写り込
みや光の反射等によって目が疲れやすく長時間の作業はあまり向きま
せん。

おすすめのDTPモニタ（24インチワイドタイプ）
ナナオ製；ColorEdge CG245W / FlexScan SX2462W
NEC DS製;MultiSync LCD-PA241W
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次回も私がアップル情報
をお届け致します！

その２ 拡張性

ハードディスクの拡張性
iMacは安価で高速処理の内蔵ハードディスクを取り付けできません。
MacProは最大4基まで3.5インチハードディスクが取り付けできますので、
タイムマシーン領域、システムリカバリ領域、古いOS環境や新しいOS環
境構築領域、ブートキャンプ領域などいろんな用途に利用できます。

メモリーの拡張性
MacPro（MD771J/A）のメモリスロットは8スロットで最大64GB（8GB*8）ま
で拡張できますので、写真点数の多いデータ、レイヤーの多いデータ、
3Dのレンダリング処理や動画編集等に威力を発揮します。
メモリーの役割は多く搭載する事により、処理速度を上げるだけでなくエ
ラー率を激減させる効果もあり安価で性能を上げる一押しの方法です。

PCI Express拡張スロットを3つ搭載
MacProはビデオカードを追加し、同時に多くのモニタを表示させたりす
る事もできますし、I/Fボード等を取り付けていろんなディバイスとの接続
が可能になります。

最後になりますが、
iMacはボディ全体にて空冷冷却を基本としていますが、MacProは大き
い容積と大型冷却ファンを採用しシビアな温度管理を行っておりますの
で、放熱効果の悪い環境で長時間使用しても安定しております。
またiMacは一体型のため故障した場合、現場対応が出来ない為、1週
間程度お預かりする事になります。
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◆お問合わせ先

ノートPCや資料と一緒にバッ
グに入れて持ち運びできる
スリムサイズを実現。外出先
での会議やプレゼンに力を
発揮します。

3LCD世界最薄※44mm、約1.7kg、A4サイズモバイルモデル

電源を入れてプロジェクターをセットすれ
ば、本体が自動でタテヨコの台形補正と
フォーカスを調整。さらに、スクリーンがあ
れば枠にぴったり合わせる「フレームフィッ
ト機能」を搭載しました。
使用場所を選ばない使いやすさです。

「自動タテヨコ補正」「オートフォーカス」
「フレームフィット」機能搭載。

さらに進化した、新「Epson iProjection」

＊新製品の情報掲載は6月以降になります。

新製品ニュース

軽量コンパクトで持ち運びに便利・すぐに使えるおまかせ機能搭載

スマートデバイスからスムーズに投映 多彩な利用シーンに対応

モバイルに適したA4サイズ、薄型44mm、
重さ約1.7kg。

EB-1776W
リアル解像度：WXGA
明るさ（全白/カラー）：

3000lm
重さ：約1.7kg

EB-1771W
リアル解像度：WXGA
明るさ（全白/カラー）：

3000lm
重さ：約1.7kg

EB-1761W
リアル解像度：WXGA
明るさ（全白/カラー）：

2600lm
重さ：約1.7kg

EB-1751
リアル解像度：XGA
明るさ（全白/カラー）：

2600lm
重さ：約1.7kgさらに使いやすくモバイル性を向上!

世界最薄

44mm

※

※：3LCD方式プロジェクターとして。2012年6月現在、エプソン調べ。

※：3LCD方式プロジェクターとして。2012年6月現在、エプソン調べ。

スマートデバイスと無線LAN経由で転送可能な「Epson iProjection」※

を利用して、スマートなプレゼンテーションをサポート。
新たに、「マーカー機能」「Web表示」に対応しました。

＊iPhone、iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadはApple Inc.の商標です。iOSは、米国およびその他の国における Cisco社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき
使用されています。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されて います。＊App Storeへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。＊Android ™およびAndroidマーケット™は
Google Inc.の商標または登録商標です。＊技術改善などにより予告なく変更する場合がありますがご了承ください。

スライドショー PDF・MotionJPEG対応。
USBメモリーをダイレクトにプロジェクターに
接続、PCレスで画面表示が可能です。
＊PDF、JPEG、BMP、PNG、GIF、AVI形式に対応。
＊EB-1751はPDF、AVI形式には対応しません。

2画面表示機能。
データを比較投写したり、プレゼン資料と議事録を同
時に表示するなど様々な利用シーンで活用できます。

※：対応機種：EB-1776W標準、
EB-1771W・EB-1761Wはオプション

※：App Storeからダウンロードしてお使いください。
※：Android版もリリース予定。

※：対応機種：EB-1776W

※：対応機種：EB-1776W・EB-1771W・EB-1761W

「HDMI」接続で高品質映像を投写可能。

＊画像はEB-1776Wです。

※：対応機種：EB-1776W・EB-1771W・EB-1761W

（2012年6月18日現在）
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￥00

￥00

￥00

￥00

標準トナー価格（税抜）

￥00*****

￥00*****

￥00*****

￥00*****

LP-***

御社向け特別ご提供価格（税抜）対応環境推進トナー型番ご購入プリンター型番

地球環境に配慮した製品を提供するために、リサイクル活動を積極的に進めます。
産業廃棄物減量化を目指し、高品位な印刷を実現するだけでなく、

資源を有効活用するエプソン環境推進純正トナーカートリッジを推奨します。

地球環境に配慮した製品を提供するために、リサイクル活動を積極的に進めます。
産業廃棄物減量化を目指し、高品位な印刷を実現するだけでなく、

資源を有効活用するエプソン環境推進純正トナーカートリッジを推奨します。

他社製（非純正）リサイクルトナーの使用による故障例

駆動部に多量のトナーがこぼれた状態！

駆動部にトナーがもれると印刷用紙下の汚れ、紙詰まり
多発、異音発生など復旧には部品交換や清掃が必要に
なります！！

↓↓こんな事ありませんか？↓↓

弊社の営業担当にお問合せください！
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お問い合わせ先は裏面をご覧ください。

トナーカートリッジの
購入価格を見直して見ませんか？

現在のご購入コストをお教えください！
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！
是非、お声掛けください！

弊社は、創業以来３９年にわたり、ＯＡ機器の
販売とメンテナンス保守をご提供して参りました。

そのメンテナンスのノウハウから、
国内に流通している、ほぼ全てのトナーカートリッジを純正品

（海外純正品）、リサイクル品を問わず、厳選して取扱いさせて
いただいております！

サポート推進部
小島です。

東東京営業部
田沢です。

多摩営業部
松山です。

西東京営業部
本間です。

神奈川営業部
安藤です。

ＳＳ営業部
村越です。

ＳＳ営業部
金子です。

私たちは、カートリッジビジネスの推進キーマンです。
お客さまの担当営業とあわせて、何でもお問合せください！
誠心誠意をモットーに、お客さまのコスト削減に取組みます！

東京中央営業部
早川です。

リサイクル品が安いと思っても出力枚数が少なかったり、使用環境によってプリンタ本
体のトラブルがたび重なったりと、様々な問題が発生することも少なくありません。

“リサイクルメーカー”の選択が重要です！
環境によっては、純正品をローコストでご活用頂くことが適している場合がございます。

キャンペーン実施中！
2012年9月末日まで

詳しくは、裏面をご覧ください。
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ヶ月に 本程度純正・海外純正・リサイクル・汎用

ヶ月に 本程度純正・海外純正・リサイクル・汎用

ヶ月に 本程度純正・海外純正・リサイクル・汎用

ヶ月に 本程度純正・海外純正・リサイクル・汎用

ヶ月に 本程度純正・海外純正・リサイクル・汎用

使用頻度価格純正/リサイクル機種メーカー

ご住所

ＦＡＸ番号お電話番号

ご担当者様お客様名

■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

カートリッジご購入コストのアンケートを実施中です！

ＦＡＸ：０１２０－０８－３３８１

カートリッジご購入先

■お問い合わせ先■

ステラグループ株式会社
サポートセンター

徹底的な価格調査を実施致します！

ＴＥＬ ０１２０－８５－１８６１
ＦＡＸ ０１２０－０８－３３８１

※担当者より折り返しの連絡をさしあげます。

アンケートにお答え頂き、カートリッジをご注文いただくと、

もれなく江崎グリコのビスコ保存缶をプレゼント！

製造後5年間の賞味期限を実現！

防災対策用食品として長期保存できます。※商品は変更になる場合がございます。
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在庫かぎりの特別価格を設定！
１５０ℓ ７０，０００円（標準価格：２００，０００円）

２００ℓ ７７，０００円（標準価格：２２０，０００円）

３００ℓ ８７，５００円（標準価格：２５０，０００円）

４００ℓ １２２，５００円（標準価格：３５０，０００円）

５００ℓ １５４，０００円（標準価格：４４０，０００円）

縦型２００ℓ １０５，０００円（標準価格：３００，０００円）

※別途、アース工事３，５００円が必要です。

ビジネスプロデュース課
責任者 川口です。

お客様とのジョイントビジネスから、今回は
ダイキン製品をいくつかご紹介いたします。

ポイント！
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活用事例・・・店舗看板

◆金融機関 商品ポスター

◆食品販売店舗 看板

夜にも人通りのある店舗やショールーム
で夜間も商品・製品などのアピールを行
い、集客に効果を発揮します！

活用事例 ・・・ホテル・飲食店

飲食店やホテル
など多少薄暗い場所で
案内板として来場を促進したり
メニューとして消費を促します

◆飲食店 メニュー表

営業推進部 責任者 二島（ニシマ）です。
先月に引き続き活用事例を

ご紹介いたします。
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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

弊社は､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～

サポート推進部
責任者 斉藤です。

ご協力をよろしくお願い
申しあげます。

日頃は弊社をお引き立ていただき、誠に有難うございます。
こころより御礼申しあげます。
さて、このたび弊社は、８月の中旬に本社事務所を下記の住所に移転させていただきます。
引きつづき変わらぬお引き立てを賜りますよう、お願い申しあげます。

◆新オフィス◆
〒112-0004 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 １１階
代表 ＴＥＬ 03-5804-8780 ＦＡＸ 03-5804-8785
営業部門 ＴＥＬ 03-5804-8787 ＦＡＸ 03-5804-8790
※フリーダイヤルは変更ございません。

本社移転のご案内
～ライブオフィスとして新オープン！～

新オフィスの最大の特徴は、“ライブオフィス”として、実稼動しているオフィスを皆さまにご覧いた
だけるところでございます。
オフィス環境のさらなる活性化（オフィス･アクティベーション）をキーワードに、弊社の社内プロ
ジェクトチームが企画を立案し、実現に向けてすすめております。このライブオフィスが、お客さま
のオフィス・アクティベーションに少しでもお役に立てればと想いを熱くしております。
是非とも、ご来社ください。こころからお待ち申し上げます！

プロジェクトメンバーをご紹介致します。（総勢１２名）

※詳細は、改めてご案内申しあげます。
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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■

夏本番が近づいて参りました。
今号でも、ダイキン製のスポットエアコンをご紹介してお
ります。
基本的には外部で使用することを想定しておりますが、
エアコンがもし故障したら？を想定して、緊急用にご購
入を検討されるお客さまも多くいらっしゃいます。
使い道は、様々にございますので、この機にご検討くだ
さい。
今回も導入事例を中心に、理想科学工業製「オルフィ
ス」を掲載させていただいております。百聞は一見に如
かずと申します。これほど実物を見ていただいた場合
のインパクトがある商品もめずらしいです。
デモカーでお近くにお持ち致しますので、どうぞお気軽
にお声をおかけください。

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ございます。

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。

毎号、私どもステラグループの、多岐にわたる取扱商品・サービスをご紹介して
おりますこの「STELLAR LINK（ステラリンク）」ですが、今号は異例中の異例、
2月連続で、理想科学工業のカラー印刷機「ORPHIS」を4ページに渡って、取り上
げさせていただきました。
先月、特集させていただいたところ、多くのお客さまから、お問い合わせをいた
だきまして、大変ありがたいことに、そのうち何件かのお客さまからは、実際に
ご注文をいただくことができました。
この「ORPHIS」に対する潜在的なニーズを、改めて認識した次第です。
導入事例を中心にご紹介させていただいておりますので、ぜひご拝読賜りたく、
何卒、よろしくお願い申しあげます。

これからが夏の盛。
例年同様、酷暑が予想されますが、お客さま皆様方におかれましては、くれぐれ
もご自愛のなさいまして、益々ご活躍されますことを衷心より祈念申しあげます。
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