
ステラグループ株式会社

2012年

９月号

◆ 弊社ライブオフィス新規オープン！
本社事務所を移転いたします。

◆ご移転・ご開業をお考えのお客様へ！

◆ キヤノン製複合機 新製品発表！

◆ EPSONどどんとバザール！

◆ RISOオルフィス活用事例！

◆ OBC勤怠管理システム！

◆ エレコム新製品情報！
目を大切に！

◆ ステラオリジナルフェアのご案内！
神奈川フェア 9月7日
多摩フェア 9月21日

◆ トナーカートリッジのご紹介！

◆ アップル新OS関連情報！

◆ お客さま満足度アンケートについて！
ご協力をお願い申しあげます。
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是非、オフィスをご覧ください！
ご来社を心よりお待ち申しあげます。

弊社は本社事務所を移転いたします。
オフィス・アクティベーション（オフィ
スの活性化）の実現をめざし、社員プロ
ジェクトチームが試行錯誤を繰り返し創
りあげております。

このライブオフィスは時代の変化とともに、アクティベーションを
継続してまいります！
お客様の業務効率改善に、何らかのヒントを見出していただければ
幸いです。

新オフィス 営業開始日 2012年 8月20日
〒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
大代表 ＴＥＬ 03-5804-8780 ＦＡＸ 03-5804-8785
営業部門 ＴＥＬ 03-5804-8787 ＦＡＸ 03-5804-8790

最新
ニュース

※イメージ図ですので実際と異なる場合がございます。
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Copyright(C) 2012 STELLARGROUP Co.,Ltd. All Rights Reserved.

お気軽にご相談、お問い合わせください。

■ 物件探し

オフィス探しから内装工事・システム構築まで、

ワンストップにて一括ご提案いたします！

ご移転・ご開業をご検討されているお客様へ

ご希望エリア・ご予算・必要坪数をお
教えください！

豊富な物件情報を基に、ベストな候
補物件情報をご提供いたします。

■ 家具・内装工事

オフィス家具の選定、パーティション
工事や設備工事まで、一括でお任せ
ください！

CGを駆使して、イメージの具体化を
図ります。

OA機器やLAN構築・電話設備まで一
括でお任せください！

コストと品質のバランスを考え、費用
対効果の優れたご提案をいたします。

■ システム構築

東京・神奈川エリアで

弊社の本社移転体験をもとに、
私たちステラグループがご提案させていただきます！

本社事務所移転プロジェクトメンバーをご紹介致します。（総勢１２名）

3



新 発 売

imageRUNNER
ADVANCEシリーズ

C5255/C5250
C5240/C5235

思いのままに、使えるように。

スリープからの復帰に
光るボタンを採用しこまめに節電！

旧機種※と比較して、原稿送り装置
（DADF）が大幅に軽量化！ ２７kg⇒１４kgに軽量化

※対象はC5255/C5250 旧機種C5051/C5045との比較

共通

使い
やすい！

共通

8.4インチ 液晶タッチパネル

大きく見やすく操作しやすい！

バックライトにLEDを採用し、環境に
配慮しながら照度も高めています

使い
やすい！

使い
やすい！

コピー

写真部分はよりなめらかに

メリハリのある鮮明な出力

■イメージ図

スクリーン処理

誤差拡散処理

文字/写真モードで、写真部分は
「スクリーンコピー」でなめらかによ
り美しく、文字部分は「誤差拡散」

でくっきりと再現します

NEW

NEW

最新
ニュース
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スリープからの復帰に
光るボタンを採用しこまめに節電！

C5051/C5045と比較して、
DADFを大幅に軽量化！

データの盗聴、改ざん、なりすまし、機器の不正利用などの
脅威からデータを守る、セキュリティー機能を標準装備！

imageRUNNER ADVANCEシリーズ 新シリーズ

HDD
データ
消去

IPSec
暗号化
セキュア
プリント

暗号化
PDF

機器署名
PDF/XPS

地紋
印刷

Access
Management

System

■C5255/C5255F C5255  ¥2,600,000円 / C5255F  ¥2,700,000円 カラー 51ppm / モノクロ 55ppm

使い
やすい！

文字/写真モードで、写真部分は
「スクリーンコピー」でなめらかによ
り美しく、文字部分は「誤差拡散」

でくっきりと再現します

NEWFAX
［状況確認/中止］→［送信］→［ジョブ履歴］ ［宛先の登録］

FAXの送信履歴から
「アドレス帳」「ワンタッチ」
に宛先登録が可能になり
ました！

安全！

NEWスキャン

文字原稿用高圧縮PDF
により更なるファイルの

軽量化を実現！
従来の高圧縮PDFの約

半分以下に！

使い
やすい！

見積書、請求書、承認文書
伝票等、色数が少ない文書

高圧縮ＰＤＦ/300dpi
68
KB

文字原稿の高圧縮ＰＤＦ/ 100dpi

28
KB

に

NEWスキャン

スキャン文書をWord形
式やPowerPoint形式に
保存可能！（オプション※）

紙文書の再活用の幅が
拡大されます

使い
やすい！

※ 「スキャンソリューション機能拡張キット・C1」が必要です

NEW

■C5250/C5250F C5250  ¥2,400,000円 / C5250F  ¥2,500,000円 カラー 45ppm / モノクロ 50ppm

■C5240/C5240F C5240  ¥1,900,000円 / C5240F  ¥2,000,000円 カラー 35ppm / モノクロ 40ppm

■C5235/C5235F C5235  ¥1,700,000円 / C5235F  ¥1,800,000円 カラー 30ppm / モノクロ 35ppm

●お求めは信用ある当店で
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epson.jp/dodon/
http://www.epson.jp
エプソンのホームページ

＊本キャンペーンの商品は、ご注文状況などにより、予告無く販売を終了させていただく場合があります。あらかじめご了承をお願いいたします。【お申し込み方法】販売代理店様経由、またはエプソンダイレクトショップにてお申し込みください。キャンペーン概要
＊2012年8月3日（金）～2012年9月28日（金）納品分まで。（期間中、土、日、祝日及び弊社指定休日を除く。一部商品・納品形態によって受付期間内にご注文いただいても9月28日までに納品できない可能性があります。詳しくは販売店へお問い合わせください。）

＊上記の参考価格はエプソンダイレクトショップ（エプソン直販サイト）での販売価格（2012年7月30日現在）であり、各販売店での販売
価格を拘束するものではありません。各販売店における販売価格は、各販売店にお問い合わせください。

＊各商品の詳細については、エプソンのカタログまたはホームページをご確認ください。＊キャンペーン期間中にご購入して頂いた会計ソフトウェアにバージョンアップがあった場合には、最新のプログラムを無償でご提供いたします。（ユーザー登録が必要です）＊広告上の出力サンプルはハメコミ合成です。
【プリンター、その他ビジネス製品購入ガイドインフォメーション】　　　　　　 050-3155-8100【受付時間】9：00～17：30 月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く） 左記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。ご利用いただけない場合は、042-585-8444へおかけ直しください。
【プロジェクターインフォメーションセンター】　　　　　　050-3155-7010 【受付時間】9：00～20：00 月～金曜日/10：00～17：00 土曜日（祝日・弊社指定休日を除く） 左記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。ご利用いただけない場合は、042-503-1969へおかけ直しください。
【会計ソフトインフォメーションセンター】　　　　　　050-3155-8170 【受付時間】9：30～12：00、13：00～17：00（祝日・弊社指定休日を除く） 左記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。ご利用いただけない場合は、042-511-0855へおかけ直しください。

受付期間：2012年9月27日（木）まで！

今だけのおトクなプライス。日本のオフィスを、どどんと応援します。
オープンプライス オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

A1
Plus

4 色
顔料

オープンプライス

オープンプライス

EB-S12HC2EB-S12H
キャンペーンモデル

プロジェクター

オープンプライス

A4対応

PX-B750FC2PX-B750F

ビジネスインクジェット複合機

キャンペーンモデル

PX-1700FC2PX-1700F
キャンペーンモデル

ビジネスインクジェット複合機
A3ノビ対応

明るさ（全白）
2800
lm

明るさ（カラー）
2800
lm

リアル
解像度
SVGA

重さ

2.3約
kg

PP-50C2

ディスク デュプリケーター
CD/DVD
50枚
一括作成

CD作成
15
枚/時間

DVD作成
8

枚/時間

レーベル
印刷のみ
60
枚/時間

OEN18LC2財務応援 Lite
キャンペーンモデル

会計ソフトウェア

LP-S5300C2LP-S5300
キャンペーンモデル

A3カラーページプリンター
カラー
8
枚/分

モノクロ
35.8
枚/分

両面
印刷
オプション

ネット
ワーク
標準

資金繰り
管理

経営
分析

法人
決算

青色
申告

PX-F80C2PX-F8000
キャンペーンモデル

大判インクジェットプリンター

¥34,980参考価格※

（税込）

80型ワイドスクリーン添付

年間サポート1年付

¥49,980参考価格※
（税込）

※：エプソンダイレクト
　 ショップ販売価格

¥49,980参考価格※
（税込）

※：エプソンダイレクト
　 ショップ販売価格

¥179,980参考価格※
（税込）

※：エプソンダイレクト
　 ショップ販売価格

¥29,980参考価格※
（税込）

※：エプソンダイレクト
　 ショップ販売価格¥49,980参考価格※

（税込）
※：エプソンダイレクト
　 ショップ販売価格

¥179,800参考価格※
（税込）

※：エプソンダイレクト
　 ショップ販売価格

※：エプソンダイレクトショップ販売価格

PP-50
キャンペーンモデル

カラー

約11
ipm

モノクロ

約16
ipm

有線
LAN
標準

両面
印刷
標準

A4カラー
1枚あたり

円約6.4

カラー
約8.0
ipm

モノクロ
約15
ipm

有線/無線
LAN
標準

両面
印刷
標準

A4カラー
1枚あたり

円約7.3
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ORPHIS Xでプリントしました。

便利に使える多彩な機能と、高い経済性を両立。

カラー1枚2.05円＊2、モノクロ1枚0.68円＊2。

仕事がはかどる、150枚/分＊1のハイスピードプリント。
1,000枚のプリントが、約6分30秒＊1で完了。

ハイボリュームプリントのスペシャリスト

写真はオプション装備時

150
 ppm

A3
ワイド

両面

Color Mono

＊1 ＊3 ＊4

セキュリティ

カラー
ユニバーサル
デザイン

コピー/
スキャン

K
C M

エコロジー

フィニッシャー
対応

＊1：ORPHIS X 9050の場合。A4片面横送り、標準設定連続プリント、RISOフェイスダウン排紙トレイ使用時。
ORPHIS X 7250/7250A/7200の場合120枚/分。＊2：ORPHIS X 9050/7250/7200の場合。A4片面、カラー：
CMYK各色5％/モノクロ：K5％、標準設定連続プリント、RISO XインクF使用時。用紙代別。プリントチャージ
メニューでご利用いただけるORPHIS X 7250Aもございます。＊3：対応機種はORPHIS X 9050/7250/7250A。
＊4：オプションのRISOスキャナーHS4000が必要です。

製品の販促活動の効率アップに、
ORPHIS Xがお役に立ちます。

製造業  ご担当者様

プリントワークの時間短縮・コスト節減を、オルフィスXがサポートします。

データの
合成出力も簡単

帳票やＤＭの定型フォームを
登録しておき、
データベース情報を合成して
プリントできます。

伝票/DM伝票/DM伝票/DM

最新の情報を
スピーディーに発信

チラシやマニュアル、封筒など、
必要な部数だけすぐに
プリントできます。
●フィニッシャー（オプション）で、
  丁合や製本作業も自動化できます。

チラシ/マニュアルチラシ/マニュアルチラシ/マニュアル

低コストで
フルカラー化

訴求力に優れたカラーの印刷物を、
1枚から低コストでプリントできます。
●両面印刷も簡単です。

プレゼン資料プレゼン資料プレゼン資料

RISO オルフィス　活用事例！！
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ブルーライトカットフィルム

◆ブルーライトとは？？

紫外線の次に波長が短く（380nm～495nm）、可視光線の中
でもっとも高エネルギーなのがブルーライトです。
この影響は、

■眼のかすみや疲れ、 ＰＣ用では業界初登場!!
■ドライアイ、頭痛や肩こりなど
■眼精疲労の原因
として症状に現れるとされています。

“ＬＥＤ液晶ディスプレイが発する
ブルーライト が影響を与えている”

と、指摘され始めています。
※ブルーライト＝有害というわけではありません。「量」が多いのが原因の一つになります。

ブルーライト自体は、自然光にも含まれ、色を表現するために欠かせない要素です。
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型番 jancd 定価 商品名

EF-FL89WBL 4953103920415 ¥4,200 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/8.9ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

EF-FL101WBL 4953103920439 ¥4,200 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/10.1ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

EF-FL102WBL 4953103920453 ¥4,200 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/10.2ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

EF-FL116WBL 4953103920477 ¥4,900 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/11.6ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

EF-FL121BL 4953103920491 ¥6,000 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/12.1ｲﾝﾁ

EF-FL121NWBL 4953103920538 ¥6,000 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/12.1ｲﾝﾁ/P新型対応

EF-FL121WBL 4953103920514 ¥6,000 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/12.1ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

EF-FL133WBL 4953103920552 ¥6,000 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/13.3Wｲﾝﾁ

EF-FL141BL 4953103920576 ¥6,300 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/14.1ｲﾝﾁ

EF-FL154WBL 4953103920422 ¥7,000 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/15.4Wｲﾝﾁ

EF-FL156WBL 4953103920446 ¥7,000 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/15.6ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

EF-FL15BL 4953103920590 ¥7,000 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/15ｲﾝﾁ

EF-FL16WBL 4953103920460 ¥7,000 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/16ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

EF-FL17BL 4953103920484 ¥7,400 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/17ｲﾝﾁ

EF-FL19BL 4953103920507 ¥8,400 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/19ｲﾝﾁ

EF-FL19WBL 4953103920521 ¥8,400 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/19ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

EF-FL215WBL 4953103920545 ¥9,700 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/21.5ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

EF-FL22WBL 4953103920569 ¥9,700 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/22ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

EF-FL23WBL 4953103920583 ¥10,200 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/23Wｲﾝﾁ

EF-FL24WBL 4953103920606 ¥10,200 液晶保護ﾌｨﾙﾑ/ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｶｯﾄ/24ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

メガネより１5％は高い効果が期待！
メガネのように横からBLが入ってこない！

実力数値は６６％カット（自社検証)

全体を覆うフィルムは、メガネより高い効果が見込まれます。

現代人は、生活の中で液晶ディスプレイを眺めている時間が
多くなってきています。それに比例して、眼の疲れや乾きに悩
む人も増加傾向です。

11



© STELLAR GROUP 2012

ステラリンク神奈川フェアステラリンク神奈川フェア

今年のテーマは『もっとステラを知っていただく！』
年に1度の総合フェアーになります。

○開催日：9月7日（金） 10:30～18:30
○場 所 ：横浜情報文化センター

6階 情文ホール

■交通アクセス
●みなとみらい線「日本大通り駅」

情文センター口 ０分

●ＪＲ・横浜市営地下鉄「関内駅」
徒歩１０分

別途お申込書をお持ちいたします。ご来場をお待ちしております。

事前予約のうえご来場された方全員にプレゼント
いたします。裏面の『ご来場予約申込書』に必要事項
をご記入のうえ、ＦＡＸにてご返信ください。

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。

【来場者プレゼント！】※お楽しみ抽選会もあります。

協賛企業
●キヤノン（複合機・大判プリンター・セキュリテー関連）●京セラ（複合機・プリンター）
●理想科学工業（カラー印刷機）●エプソン（プリンター・大判プリンター・プロジェクター）
●明光商会（シュレッダー）●サクサ（ビジネスホン）●イナバ（オフィス家具関連）
●エレコム（LED照明）●オービック（会計ソフト）●ダイワボウ情報システム●MC通商
●ソフトバンクモバイル（iPhone・iPad)                                                                                             
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会 場

●開催地 東京都三鷹市下連雀3-38-4

●交通 JR 中央線三鷹駅より徒歩5分

Point
1

Point
2

Point
3

Canon 新製品 ご紹介

情報セキュリティセミナー開催！

ご来場特典：秋の大特価祭・大抽選会

会場MAP

キヤノン
マーケティング

ジャパン

理想科学工業

エプソン販売

エレコム

ソフトバンク
BB

エヌエー
システム

ダイワボウ
情報システム

各企業より今一押しの商品展示します

Point
4

事前ご来場

予約賞

防災対策用食品
として長期保存
できます
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他社様からトナーカートリッジを
ご購入されているお客様！！
購入価格と品質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いたします！

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ともに、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。

キャンペーン実施中！
2012年9月末日まで
詳しくは、担当営業に
お問い合わせください。
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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
お願い致します。

ステラグループはアンケート回収率100%を目指しております。

アンケートがお手許に届きましたら、何卒、ご協力をお願いいたします!!

●主要プリンタメーカーの対応状況

Canon http://cweb.canon.jp/e-support/os/macx108.html

Canon imagePRESS http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/productionmfp/68669-1.html

富士ゼロックス http://www.fujixerox.co.jp/download/defacto/macos_x_108/macos_x_108_color.html#dc

EPSON http://www.epson.jp/support/misc/mlion.htm

OKIデータ http://www5.okidata.co.jp/JSHCS041W.nsf/PDInformationHTMLView

●ソフト対応状況

アドビシステムズ http://kb2.adobe.com/jp/cps/939/cpsid_93917.html

マイクロソフト(Office2008/2011) http://www.microsoft.com/japan/mactopia/macmojo/default.mspx

モリサワ http://www.morisawa.co.jp/font/news/20120727_22.html

A&A http://www.aanda.co.jp/Support/sysreq.html

その他 http://roaringapps.com/apps:table

●『OSX10.8 MountainLion』をインストール可能なMacは？

■iMac（Mid 2007以降）■MacBook（Late 2008アルミニウム製、またはEarly 2009以降）■MacBook Pro（Mid/Late 2007以降）

■MacBook Air（Late 2008以降）■Mac mini（Early 2009以降）■Mac Pro（Early 2008以降）■Xserve（Early 2009）

※上記以前に発売されたMacはインストールできません。

●MacOSX Mountain Lion Up-to-Dateプログラムについて

6月11日以降にMacを購入されたお客様は、無償で『OSX10.8 MountainLion』が入手できるUP-to-Dateプログラムがス

タートしましたので、購入後１ヵ月以内にお申込みください。

※環境が整うまでアップグレードではなく、新規インストールする事をお勧めいたします。

http://www.apple.com/jp/osx/uptodate/

※弊社には『Mac “OSX10.7 Lion”』 のMacが、若干ございますので担当営業にご相談ください。需要が高いです！

アップルSマイスター
の大島です。

新OSに関する情報を
お届けいたします！

7月25日発売の新MacOS『OSX10.8 Mountain Lion』関連情報！
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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１１階

日本橋オフィス ※ 本社オフィスへ統合いたしました。
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■

弊社の本社事務所を移転いたします。
東京23区内は不動産状況が変化しており、コスト削減に大き
なチャンスが到来していると実感しております。
ご興味をお持ちであれば、担当まで一声おかけください。情報
をお届けいたします。

新事務所は、オフィスの活性化（オフィスアクティベーションと
名付けております。）を目指して、社員プロジェクトチームが
喧々諤々、試行錯誤を繰り返して創りあげました。
ライブオフィスとして、お客様に見ていただくことを目的として
おりますので、是非、ご来社くださいますよう心からお待ち申
しあげます。

オフィスの業務効率向上のために、何かしらのヒントをお持ち
帰りいただければ幸いです。

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
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。

立秋とは名ばかりの暑さが続いております。
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。

さて、誌面でも発表させていただいておりますが、
この度、私どもステラグループは、本社と日本橋オフィスとを
統合し、移転いたします。
新オフィスは、お客さまに、実際のソリューションを見ていただける
ライブオフィスとして運営いたします。
今後、弊社担当者が、弊社オフィスをご覧いただくお願いに参ることと
存じます。
その際には、ぜひ、ご来臨くださいますようお願い申しあげます。
必ず、ご参考いただけるものと確信いたしております。
お客さまのお越しを社員一同、お待ち申しあげております。

※ 本社オフィスを移転いたしました。 営業開始日 2012年 8月20日
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