
ステラグループ株式会社

2012年

１０月号

◆ 弊社ライブオフィス新規オープン！

◆ イナバ製品のご紹介！

◆ キヤノン カードプリンター 新製品発表！

◆ EPSO Nどどんとバザール！
今月末まで！

◆ 京セラ 名刺管理システム 新製品！
なんと、OCR率がほぼ１００％！

◆ OBC 勤怠管理システム活用事例！

◆ キヤノン データバックアップ提案！
１１GBで月額 ３，２００円！

◆ キヤノン ソリッドワークスのご紹介！

◆ アグサス 「簡単見積」 新製品！

◆ トナーカートリッジのご紹介！

◆ ステラオリジナルフェアのご案内！
１０月１６・１７日に開催！

◆ デモカーどこでも伺います！

◆ 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。

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
大代表 ＴＥＬ 03-5804-8780 ＦＡＸ 03-5804-8785
営業部門 ＴＥＬ 03-5804-8787 ＦＡＸ 03-5804-8790

９月１８日
OPEN

いたします！
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専用カタログをご用意しております。
担当営業まで、ご請求ください。
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専用カタログをご用意しております。
担当営業まで、ご請求ください。
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専用カタログをご用意しております。
担当営業まで、ご請求ください。

「セルフアジャストメント機構」とは、背もたれを

倒すことにより座面が加重を持ち上げるように

リクライニングする、イナバ独自の機構です。

かかる体重に合わせて自動調整するので、

これまでの椅子のように細かい調整が不要になりました。

また、この機構の採用により複雑な機構を減らす

ことができ、コストパフォーマンスも大幅にアップしました。

セルフアジャストメント機構で

「ちょうど良い座り心地」を実現。

目指したのは、
ハイクラスのスタンダード。

デザイン、機能性、経済性、対応力、耐久力、
環境配慮を高い次元で実現させたハイコスト
パフォーマンスデスク。
まさに、この時代に生まれるべくして生まれた
デスク「VD シリーズ」。
イナバの一貫体制により、同クラスのデスクよりも
価格を抑えながらも、一切の妥協を許さず理想を
カタチにしました。

オフィスニーズの追求は

シンプルな機能美の追求になりました。

オフィス家具のデザインとは、つまりは機能美に優れているか

どうかだと、イナバは考えます。

シャープなホワイトをまとい飾り気を一切廃したＲｉｖｅｓｔ。

美しさと使いやすさを共に追求しラインナップを充実させました。

5



新製品「CX-G4400」発表発売のご案内

９年連続シェアNo.１のキヤノン カラーカードプリンター

詳しくは、裏面へ。

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、この度弊社では、カードプリンターの新製品として、“CX-G4400”を2012年9月中旬より発売します。
新製品“CX-G4400”は、高発色が魅力の染料インクを搭載し、名刺やカード、はがき、封筒を印刷できるインクジェット方
式のカラーカードプリンターです。従来比2倍の解像度と、高速印刷を実現しており、印刷物の内製化によるコスト削減と
業務効率化を求めるユーザーのニーズに応えます。

また、キヤノンカードプリンターはおかげさまで名刺はがき専用プリンター市場で圧倒的シェアNo.1（※）を誇っています。企
業における名刺の内製化は、昨今のコスト削減ニーズの高まりや、特例子会社や企業内印刷部門における名刺作成業
務の導入により更に進んでいます。名刺や印刷物の内製化のご相談はキヤノンまでご用命いただけましたら幸いです。

末筆ながら、皆様方のご健勝をお祈りしつつ、新製品のご案内にかえさせていただきます。
敬具

※ 中日社の「プリンタ市場の全貌」調査より

名刺やはがきを高速、高精細に印刷できる
“カードプリンター CX-G4400”

名刺やはがきを高速、高精細に印刷できる
“カードプリンター CX-G4400”

＜CX-G4400の主な特長＞
① 解像度1200dpiの高精細印刷
② 名刺毎分100枚、はがき毎分45枚の高速印刷
③ 高速ネットワークインターフェースを搭載
④ プライスカードや定型外のダイレクトメールなどに。純正用紙のカスタムサイズ対応
⑤ オプションで名刺作成に最適な専用ソフトウエア「ImageCreate SE」を用意

＜CX-G4400の主な特長＞
① 解像度1200dpiの高精細印刷
② 名刺毎分100枚、はがき毎分45枚の高速印刷
③ 高速ネットワークインターフェースを搭載
④ プライスカードや定型外のダイレクトメールなどに。純正用紙のカスタムサイズ対応
⑤ オプションで名刺作成に最適な専用ソフトウエア「ImageCreate SE」を用意

発表日 ： ８月７日（火）
発売日 ： ９月中旬

¥648,000 （税別）

本体標準価格

製品名 ： CX-G4400

名刺内製化はキヤノン！
「マンガでわかる名刺のコスト削減」絶賛公開中！

新製品
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■内蔵データベース機能付き名刺作成
ソフトウエア「ImageCreate SE」を用意

■ 「ピンポイント色合わせ」機能で、
ロゴの微妙な色調整が可能!!

■名刺100枚/分,はがき45枚/分。
急なプリント要求にもすぐに対応

■ 用途に合わせて効果的なサイズで作成！純正用紙のカスタムサイズ対応

名刺作成用途で好評な純正ソフトウエアのイメージクリエイトシリーズに、
待望の新バージョンImageCreate SEをオプションでご用意しています。

名刺のロゴはコーポレートカラーできちんと表現したいもの。印刷設定
の「ピンポイント色合わせ」機能により、ロゴやマークなどの微妙な色調
整を行うことができます。

■ 小さな文字も中間色も高精細に印刷
できる1200dpi×1200dpiの高解像度

CX-G4400は従来機に比べ2倍の解像度1200dpiを実現。名刺でよく
使われる6ポイントの文字も極小文字もシャープに再現できます。また
、高発色な染料インクの採用によって、名刺に多いグレー系の中間色
文字やロゴ、写真画像がより美しく表現できます。

＜イメージクリエイトSEの主な機能＞

●内部データベース管理によるバリアブル印刷

・テキスト、画像、QRコードなどの差し込み印刷が可能

・印刷時にレコード検索が可能

●韓国語も中国語も表現可能なUNICODE（外国語）対応

●QRコードをはじめ、6種類のバーコードに対応

●ダイナフォント厳選８書体（人名外字１８８０文字付き）を標準添付

●管理(総務）部門の負担を軽減するユーザーモードと管理者モード

を用意し、CSVファイルによる印刷履歴機能を搭載

●ImageCreate II / ImageCreate DBLのデザインファイルを読み込み

可能

美しさも、速さも、使いやすさも。
すべてを進化させた新モデル

CX-G4400がビジネスを強力に
サポートします。

美しさも、速さも、使いやすさも。
すべてを進化させた新モデル

CX-G4400がビジネスを強力に
サポートします。

ステラグループ株式会社

●お求めは信用のある当店で製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

canon.jp/cardprinter
キヤノン カラーカードプリンター ホームページ

キヤノン お客様相談センター

050-555-90064
受付時間＜平日＞9:00～12:00／13:00～17:00

© Canon Marketing Japan Inc. 

キヤノン独自の４.2インチライ
ン型プリントヘッドにより、名
刺100枚/分の高速フルカ
ラー出力を実一般的なイン
クジェットプリンターに比べ、
圧倒的な高速プリントを実現
できます。

名刺はもちろん、社員証や携帯カレンダーなどのカード、ダイレクトメール
やご案内要のはがきや封筒に印字できます。
さらに、カスタムサイズ用紙にも対応。不定型サイズのダイレクトメールや
自社オリジナルのプライスカードなど用途に合わせて自由なサイズで作
成可能です。

＜カスタムサイズの可能用紙サイズ＞
幅 ：85mm～120mm
長さ：49mm～300mm

1200dpi
線の太さ/間隔が均一

600dpi
線の太さ/間隔が不均等

■高速ネットワークインターフェースを搭載

インターフェースには、1ギガビット/
秒のデータ送信が可能な「1000 
Base-T」と「USB2.0」を標準搭載し
ています。

＜不定形サイズのダイレクトメール＞ ＜はがき＞

＜社員証＞

＜プライスカード＞

＜名入れカレンダー＞

¥39,800 （税別）

標準価格
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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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9月販売開始！月販売開始！月販売開始！月販売開始！

受付開始！受付開始！受付開始！受付開始！

名刺管理のすべての手間から開放します！最強の名刺ソリューション登場！名刺管理のすべての手間から開放します！最強の名刺ソリューション登場！名刺管理のすべての手間から開放します！最強の名刺ソリューション登場！名刺管理のすべての手間から開放します！最強の名刺ソリューション登場！

【【【【クラウド型・名刺登録サービスクラウド型・名刺登録サービスクラウド型・名刺登録サービスクラウド型・名刺登録サービス】】】】

KYBER SmartCardBox

操作は簡単！名刺を通すだけ！！操作は簡単！名刺を通すだけ！！操作は簡単！名刺を通すだけ！！操作は簡単！名刺を通すだけ！！

スマホやスマホやスマホやスマホやPCでいつでも名刺情報が閲覧できますでいつでも名刺情報が閲覧できますでいつでも名刺情報が閲覧できますでいつでも名刺情報が閲覧できます

従来の名刺管理ソフトや無料サービスとはここが違う！従来の名刺管理ソフトや無料サービスとはここが違う！従来の名刺管理ソフトや無料サービスとはここが違う！従来の名刺管理ソフトや無料サービスとはここが違う！3つのできる！！つのできる！！つのできる！！つのできる！！

3．．．．手書きのメモや印鑑もデジタル化手書きのメモや印鑑もデジタル化手書きのメモや印鑑もデジタル化手書きのメモや印鑑もデジタル化できるできるできるできる

1．．．．ほぼほぼほぼほぼ100%の変換率の変換率の変換率の変換率で修正で修正で修正で修正作業作業作業作業なくなくなくなく使える使える使える使える

2．．．．そのままそのままそのままそのままスマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンややややPC（（（（Web）で使える）で使える）で使える）で使える

左のサンプル名刺は100%変換！
デジタル化時間：15分33秒（参考）
担当者印やメモした日付やイベント名もデジタル化！

アカウントを共有利用してもメモを書けば

担当者毎やイベント単位での表示もOK！

左のサンプル名刺は100%変換！
デジタル化時間：15分33秒（参考）
担当者印やメモした日付やイベント名もデジタル化！

アカウントを共有利用してもメモを書けば

担当者毎やイベント単位での表示もOK！

9 /1

2年モデル年モデル年モデル年モデル
2年モデル年モデル年モデル年モデル

手のひらサイズ手のひらサイズ手のひらサイズ手のひらサイズ

検索検索検索検索 京セラ京セラ京セラ京セラ

LAN / Internet O-RID KYBER
クラウドクラウドクラウドクラウド

※※※※手書きメモも検索対象に！手書きメモも検索対象に！手書きメモも検索対象に！手書きメモも検索対象に！

39,900円39,900円

2年間使い放題チケット付！！

希望小売価格

新製品
いただいた
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ステラグループ株式会社
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オフィス の
を見直しませんか？

BCP/Business Continuity Plan （事業継続計画）とは

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限に
とどめつつ、中核となる事業の継続、あるいは、早期復旧を可能とするために、平常時の行動基準や、緊急
時における事業継続のための方法や手段などを、あらかじめ取り決めておく計画を指します。

緊急事態は突然発生します。緊急時に倒産や事業縮小を余儀なくされないためには、平常時からBCPを
周到に準備しておき、緊急時に、事業の継続・早期復旧を図ることが重要となります。

～中小企業庁HPより抜粋～

BCP/Business Continuity Plan （事業継続計画）とは

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限に
とどめつつ、中核となる事業の継続、あるいは、早期復旧を可能とするために、平常時の行動基準や、緊急
時における事業継続のための方法や手段などを、あらかじめ取り決めておく計画を指します。

緊急事態は突然発生します。緊急時に倒産や事業縮小を余儀なくされないためには、平常時からBCPを
周到に準備しておき、緊急時に、事業の継続・早期復旧を図ることが重要となります。

～中小企業庁HPより抜粋～

た と え ば ・・・

◆ 災害で紙文書が利用出来なくなった場合の対策は万全ですか？

◆ 災害でサーバが壊れた場合の対策は万全ですか？

◆ 自社オフィス以外でのデジタル情報のバックアップ対策は万全ですか？

◆ 耐震設備の対策費用にお悩みではございませんか？

安心で低コストのサービスをご紹介いたします！
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インターネット経由でお客様の大事なデータを保管！

任意の
フォルダに
コピー！

自動的に
データを
格納！

のバックアップの仕組みはとっても簡単。

お客様の重要なデータを、任意のフォルダにコピーするだけで、
自動的にデータをインターネット経由で格納・保存します。

耐震構造

・震度6強の地震にも耐えうる

耐震構造

防火設備

・ガス消化システム

・ハロンガス消火設備

・消防規定感知器

電源設備

・複数系統での受電設備

・自家発電設備

・冗長化された無停電電源装置

空調設備

・冗長化された空調システム

キヤノンのデータセンターで万全の管理！

他社よりも安い！ 月額￥3,200 から利用可能！

ステラグループ株式会社
http://canon.jp/home/

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます ●お求めは信頼のある当社で

【A社】
月額：31,500円
容量：500GB

【B社】
月額：3,800円
容量：10GB

【C社】
月額：47,250円
容量：1TB

【キヤノン】
月額：3,200円
容量：11GB

ご注目！！
１１GB が

月額 ３，２００円
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導入実績7年連続No.1！！
圧倒的な使いやすさと豊富な機能で、質の高い設計を実現

出典：株式会社テクノシステムリサーチ
2010-2011年機械系CAD/CAM/CAE関連ビジネス市場分析調査より

Windowsに完全準拠 使いやすさの追求

2010機械系3Dソフトウェアマーケットシェア

（数量ベース=44,850）

33.0%

12.7%

13.3%

11.5%7.4%
7.1%

6.0%

5.9%
3.1%

SolidWorks Autodesk Inventor 
ICAD SX / Solid MX Creo Elements/Direct Modeling
CATIA NX
Creo Elements/Pro Solid Edge

その他

33.0%

世界180万ライセンス、日本13.5万ライセンスの
豊富な実績

機械、電子機器、家電・精密など
あらゆる製品の設計に

CAD/CAM/CAEなど多彩拡張ソフトを用意

製品概要

対象業種・業界

製品ラインナップ

3次元CADソフトウェア3次元CADソフトウェア

※税抜・定価での表示となります。
※バージョンアップ保守、問合せ保守、初期操作教育は含まれておりません。
※税抜・定価での表示となります。
※バージョンアップ保守、問合せ保守、初期操作教育は含まれておりません。

解析ソフトウェア解析ソフトウェア

 SolidWorks Simulation Professional 150万円
 SolidWorks Simulation Premium 230万円
 SolidWorks Simulation Professional 150万円
 SolidWorks Simulation Premium 230万円

図面出力におすすめ！
キヤノン製大判プリンタ
図面出力におすすめ！
キヤノン製大判プリンタ

 imagePROGRAF iPF650 26.8万円
（A1ノビ対応）

 imagePROGRAF iPF750 39.8万円
（A0ノビ対応・スタンド付き）

 imagePROGRAF iPF650 26.8万円
（A1ノビ対応）

 imagePROGRAF iPF750 39.8万円
（A0ノビ対応・スタンド付き）

※税抜・定価での表示となります。
※製品保守、搬送・設置費用は含まれておりません。
※税抜・定価での表示となります。
※製品保守、搬送・設置費用は含まれておりません。

 SolidWorks Standard 98.5万円
 SolidWorks Professional 118万円
 SolidWorks Premium 158万円

 SolidWorks Standard 98.5万円
 SolidWorks Professional 118万円
 SolidWorks Premium 158万円

シェア
No.1!

その他、各種部品メーカ、金型、コンシューマ
製品など 国内外 様々な業界での適用事例
をご用意しております。
詳しくは、営業担当までお問合せ下さい。

機械設備業界
・干渉/組立チェックによってトラブルを早期解決
・様々な設計案を断面/回転をしながら繰り返し検証

電子機器業界
・高密度、小型化に伴う熱問題の解消に
・製品内部のハーネスの取り回しに

医療機器業界
・費用をかけずに仮想試作。ベストな製品を開発
・組立手順書をレベルアップし、ミスの無い組立工程を実現

画像提供：
津田駒工業(株)様

画像提供：
(株)今仙技術研究所様

開発・設計部門向け
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3次元モデルの移動・回転 断面表示・分解表示
マウスの操作で、3次元モデルを回転
させて表示したり、特定の部品を移動
させたりできます。

3次元モデルの任意の面での断面形
状を表示させたり、アセンブリされた
製品を瞬時に分解状態で表示させた
りできます。特定の部品の表示/非表
示も簡単に行えます。

測定機能 動きの確認、干渉の確認
作成された3次元モデルは質量や体積、
表面積といった情報を持ちます。
アセンブリの重心位置や慣性モーメン
トの値なども、1クリックで確認すること
ができます。

せっかく試作した部品同士が干渉に
よって無駄にならないように、
SolidWorks は静的、動的な干渉
チェックをいつでも行うことができます。

図面の作成 線形静解析機能
3次元モデルを基に、寸法、矢印、注
記、引出し線などをJISやISOといった
設計規格に準拠した図面を作成する
ことができます。

SolidWorks Simulationを活用すること
で、製品に力を加えたときの応力、変
位、歪みの値を計算することが可能で
す。それにより、パソコン上で強度や安
全性を確認することができます。

お問合せ

ステラグループ株式会社

※記載の会社名および商品名は、各社の登録商標です。

導入実績No.1の秘訣は・・・？
SolidWorksがもつ強力な3次元機能は、こちらをご覧ください！

上記の他にも、板金・金型、配管・溶接、各種解析機能など豊富な機能を保有しております。
詳しくは営業担当までご相談ください。

3次元CAD導入した場合3次元CAD導入した場合

3次元CAD未導入の場合3次元CAD未導入の場合Before

After

KKD（勘・経験・度胸）に頼った設計 試作機を繰り返し製作して実験・検証
設計のベテランでないと、設計図面が完成するまで
製品性能を満たしているか、納期がいかほどか、生産・
加工上の問題がないかを把握できない

設計要件を満たしているか？強度の問題は？熱対策は？
試作機で実験してみないと把握できない。問題が発覚したら、
設計変更→試作→実験の繰り返しで、納期もコストも合わなく
なってしまう

誰でも品質の高い設計が実現 仮想試作で納期短縮・コスト削減
3次元イメージを駆使する事で素早く問題点を抽出、
ベテランでなくても高い要求の設計に応える事ができます。
さらに、生産現場や営業部門とのコミュニケーションも
簡単に行うことができます。

ソフトウェア上で強度・熱・振動の問題に対する検証が可能。
実際に試作機を製作しなくても、要件を満たしているかを
定量的に評価する事ができますので、試作機の製作時間・
製作コストを大幅に削減する事ができます。

導入効果
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AGUSAS App シリーズ
-新製品-

・とにかくシンプルに、かんたんに、難しくなく⾒積もりが作れる
・発⾏した⾒積書はいつでも呼び出せる
・複数人でも同じデータを使いたい
・将来的に大手パッケージと連携がしたい　    等々

お客様のこんな声にお応えして、当社オリジナルのソフトウェアが誕生しました！

 ①かんたんな操作のメニュー ②わかりやすいマスタ類

メニューは自由に置換え可能 各種マスタも余計な項目はありません
使いやすい配置で仕事もはかどります！ 無駄を省いたシンプル設計

③直観的なインターフェイス ④印刷するイメージを確認して出来上がり！

マスタに縛られることなく⼊⼒も可能です
必要な項目を⼊⼒するだけで…

動作環境： Microsoft Windows XP SP3以降 (.net Framework 3.5以上)  / Windwos 7 対応
製品群： 簡単⾒積　Standard[スタンドアローン版], WorkGroup[少数人ネットワーク版] ,Network for SQL[複数人ネットワーク版]

簡 単
⾒ 積

ホントに？
簡単に⾒積書ができちゃう？！

⾒積書って意外と大変
すぐにパパっとできるソフトはない

〒791-8021 松⼭市六軒屋町２番３０号
Tel. 089-923-6666  Fax.089-923-6900

e-mail. info.solution@agusas.com

新製品
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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４０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の

純正品、輸入品、リサイクル品を
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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「そんなに、人もコストも、割けないよ・・・」

「格好良いけど、うちの規模じゃ合わないな・・・」

「もっと噛み砕いて説明してほしいな・・・」

開催日時：2012/10/16(TUE) 13：00 ～18：00
10/17(WED) 10：00 ～18：00

開催場所： ベルサール飯田橋ファースト
文京区後楽2-6-1住友不動産飯田橋ファーストタワーB1

ステラグループ オリジナルフェア

“秋の大収穫祭”を開催いたします！

総務
経理

IT

営業

経営

すぐできる
経費削減

掌握しづらいIT資産
の問題解決法

個人から始められる
営業活動の効率化

事業継続における
リスク回避策

開催概要(テーマ)

※近隣ベルサール飯田橋駅前とお間違えのない様お気をつけください。

※会場がわかりづらい等ございましたら、0120-85-1861サポートセンターまでお問い合わせください

各種のフェアやセミナーに参加したお客様より
こんなお声をよく聞きます

お客様からのご要望や、
弊社も抱えている業務上の課題を集めた

フェアを行いたい！！

そんな思いを込めて
ステラグループが送り出す企画
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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

お願いいたします。

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!!

オルフィスのことなら

なんでもお任せください！
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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■
弊社のライブオフィスがいよいよオープンいたします。
ひとりでも多くのお客さまにご来社いただき、是非、弊社の取
組内容をご覧いただければ幸いです。

従業員一同、こころからお待ち申し上げます。

今月号では、オフィス家具メーカーであるイナバインターナ
ショナル様の製品情報を特集いたしました。
製品の品質とコストバランスに対するこだわりが大変強いメー
カーさんです。

私たちの本社事務所移転、ライブオフィスの開設において、大
変ご尽力をいただきました。

是非、弊社に足をお運びいただき、その製品をご覧ください。

※ 本社オフィスを移転いたしました。

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。

9月だというのに、相変わらず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、先月号でも発表させていただきましたが、
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、文京区後楽二丁目に移転いたしました。
誌面でも触れておりますが、新オフィスは、「ライブオフィス」と称し、
お客さまに観ていただける提案型のオフィスとして、9月18日にオープンいたし
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。
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