2013年

４月号
◆ 弊社オリジナル商品・サービスのご案内！
◆ クラウド関連情報！
・キヤノンマーケティングジャパン情報
・ソフトバンクテレコム情報
◆ コピー複合機 新製品 情報！
・キヤノンマーケティングジャパン情報
◆ コピー複合機 活用術！
・キヤノンマーケティングジャパン情報
◆ 高速プリンター情報！
・RISOオルフィス活用事例
◆ ３Dプリンター情報！
・キーエンス情報
◆ ビジネスプリンター情報！
・エプソン販売情報！
◆ アプリケーションソフト活用情報！
・アドビ情報
◆ その他お役立ち情報！
・イナバインターナショナル情報
・ステラグループ情報
◆ HP更新情報！
・トナーカートリッジご活用状況アンケート

ご移転・新規ご開業に関するご相談は、
ステラグループまで！
ぜひ弊社にお声がけください。最新情報をお届けいたします！

ステラグループ株式会社
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弊社オリジナル商品

重要なデータを各個人のPCで保管していたり、個人PCで簡易的な共有をしていませんか？
データのバックアップや急な停電時の対応は出来ていますか？

商品内容

IODATA製 HDL-XR4.0
RAID6,ﾎｯﾄｽﾜｯﾌﾟ対応!

外付HDDへ
バックアップ！

IODATA製 RHD-UX2.0L
バックアップ先に使用

急な停電でも
バッチリ！

急な停電時に機器を守る!!

ハードも設定も
当社がサポート！

保守パック(３年)

アイ・オー・データ社製の高性能NAS と 弊社オンサイト保守の
パッケージ商品です。
＠作業内容

・設置時
開梱から設置・初期設定を⾏います。(詳しくは裏⾯をご覧ください。)
・運用時(オプション)
※オプション価格に関しましては、担当営業
クラウド監視やオンサイト定期点検を⾏います。
までお問い合わせください。
・障害時
交換用HDD・筐体を貴社にお持ちしてその場で修理致します。
※本構成は機器の正常稼働および障害時の対応を保守するものであり、お客様のデータを保証するものではありません。
※機器の故障やお客様の過失などによるデータ喪失等につきまして、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2013 ＳTELLARGROUP Co.,Ltd . All Rights Reserved
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弊社オリジナルサービス

データ消去サービス

データは狙われています！
昨今様々な企業で情報漏洩が問題になっており、2005年4月から個人情報保護法
が施⾏されるなど、情報管理の重要性が増してきています。
・⼀旦インターネット上に流出してしまうと回収する事は事実上不可能です。
・個⼈情報や機密情報が流出し莫⼤な損害賠償を請求された事案もあります。

データ消去が⾏われていないPCはこのようなデータが狙われます。
■メールの内容や相手先のメールアドレス
■経理データなどの機密情報や顧客リスト
■銀⾏のネットバンキング情報、クレジットカード情報

ステラグループでは、お客様の重要なデータを
復元出来ないように消去いたします。
専用機器・ソフトウェアを使用してハードディスクのデータを消去し、
データの情報漏えいを防ぎます。
データ消去後に、「データ消去証明書」を発⾏いたします。

※

データ消去したハードディスクはお客様にご返却、
もしくは、当社にて廃棄いたします。
※消去専用ソフトウェアを使用した場合
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imageRUNNER ADVANCE ご購入の皆様へ

クラウド関連情報

オフィス向けIT支援サービス“HOME”
４月より新サービス スタート！
ドキュメントクラウドサービスの核となる

type-S
月々2,000円で５ID、

大容量の10GB
ストレージ！

受信FAXや
紙文書を
簡単操作で
クラウドへ

報告業務も
外出先で
完了！

外出先でも
社内の情報を
リアルタイムで
入手

★★新 発 売キャンペ
売キャンペーン★★
ーン★★
３月中にご購入頂いたお客様
Starting PACK

5,000円 3,000円
4

にてご提供します。
※月額 ￥2,000

クラウド関連情報

オフィス向けIT支援サービス
4月よりスタートする

クラウドストレージサービス“HOME-BOX2”に加え、
Ｔ支援サービスの全容です。
“HOME” がご提供するＩ

ワークスタイルの変革

業務の効率化

□スマートデバイス連携

□PORTAL

□VPN・RAS

□SFA・CRM

□クラウドストレージ

□Document
Solution

月額課金
額課金
￥ 月額

クラウ
クラ
ラウド

リスクマネジメント

ITインフラ＆サポート

□UTM

□メール

□BCP対策

□ホスティング

□資産管理・MDM

□ITサポート

ワークスタイルの変革

業務の効率化

リスクマネジメント

ITインフラ&サポート

HOME-BOX2

HOME-PORTAL

HOME-UNIT

HOME-CC

iPhone/iPadをはじめ、タブレット
P C の 普 及 により進 化したワ ーク
スタイルの核となる情報資産を安心
して保管できるクラウドストレージ
サービスです。

スケジュール管理や伝言メモ、設備/
備品予約、
Ｉ
Ｔ資産の管理など情報の
一 元 管 理 や 情 報 共 有 を 促 進 する
グループウエアサービスです。

アン チウイ ル ス 、アン チ ス パ ム 、
Webフィルタリングなど、
さまざまな
機能でオフィスを脅威から守る総合
セキュリティサービスです。

専任スタッフがお客さまからの問い
合わせを電話やE-メール、インター
ネットを利用したリモートツールで
対応するサポート・サービスです。

ウイルス
Internet

スパムメール
Internet

HOME-BOX2
HOME-UNIT
リモートツール

iPhone/iPad
iR-ADV
お客様
PC

HOME-CC
コンタクトセンター

●お求めは信用のある当社で

HOMEコンタクトセンター

043-211-9692
2013年2月現在

5

クラウド関連情報
ホワイトクラウド
SaaS
電子カタログ

ビジュアモール スマートカタログ
「ビジュアモール スマートカタログ」は、既存の｢Word｣、｢PowerPoint」、｢PDF」、

ホワイトクラウド ビジュアモール」は、日経
コンピュータとITproが独自に選定する
「第4回クラウドランキング」において、

画像などを基盤にカタログやマニュアル、学習教材などのコンテンツを手軽に配信
できるサービスです。コンテンツは、
「iPad」、
「iPhone」それぞれの専用アプリ

ベストサービス（汎用情報系SaaS部門）
に選出されました。

ケーションで閲覧頂けます。

【「第4回クラウドランキング」
（日経コンピュータ2012年3月1日号掲載）】

端末へのコンテンツ製作・配信
■ ビューワアプリケーション

■ オーサリングツール・CMS

スマートデバイスアプリで閲覧

マルチメディアコンテンツ簡単作成、CMSで簡単配信

営業用資料

社内資料

マニュアル
営業担当者

プロモーション担当者

スマートカタログの特長
■ PDFを活用したスマートな情報発信

■ 高いコンテンツ保護環境を実現

お客様がお持ちの営業用資料、カタログ、マニュアルなどを特定の
「iPad」、
「iPhone」へ配信する、法人向けビジネスソリューションです。
PDFを使用しているのでコンテンツを拡大・縮小してもきれいに表示
でき、全文検索も可能です。

端末認証機能を持つため、サーバに登録された「iPad」、
「 iPhone」
以外では、アプリケーションを起動できません。
コンテンツ自体が暗号化されており、専用アプリケーションでのみ
閲覧が可能です。

■ オンライン、オフラインの使い分けが可能

■ 操作性に優れたオーサリングツールで直感的な
コンテンツ作成

オンラインに繋ぐことで、コンテンツのダウンロードやダウンロード
済みコンテンツの更新などが行えます。
オフラインの状態でも事前にダウンロードしたコンテンツを閲覧し、
動画や音楽の再生が可能です。

コンテンツ作成と配信は全てパソコンのWEBブラウザを使用します。
特別なソフトウェアや、
プログラミング技術は必要ありません。
動画や静止画、音楽、WEBのサイトリンクの組み込みなどマウスの操作
で簡単に作業できます。
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クラウド関連情報

主 な機能
■ ビューワ アプリケーション
美しいビジュアルで魅了する「iPad」、
「 iPhone」専用アプリケーション
公開コンテンツ一覧
●

マルチメディアコンテンツのダウンロード

●

コンテンツ内文字列の検索

●

WEBサイトへの移動

●

しおり機能

●

Cover Flow表示

●

コンテンツの拡大、縮小

Cover Flow表示

しおり機能

メモ機能

動画コンテンツ視聴

■ コンテンツ管理＆オーサリングツール
スマートなコンテンツ管理を実現するCMSと操作性に優れたオーサリングツール
コンテンツ管理画面
●

マルチメディアコンテンツの公開先指定、公開期限の設定

●

動画の自動エンコード

●

ユーザグループの追加、変更、削除

●

配信ログの取得

公開先指定画面

アクションボタンの設定

動画の埋め込み
アクションボタンの設定
BGM設定
● 動画、
画像の埋め込み
●
●

提 供価格
■ 基本サービス

（税込）

サービス名称
スマートカタログ
基本パッケージ

初期費用

月額料金

31,500円

35,700円

機能
スマートカタログ（5ID）
基本ストレージ 2GByte
※ご契約数量により、別途お見積いたします。

■ 追加サービス

（税込）

サービス名称

月額料金

スマートカタログ

4,200円/5ID

スマートカタログ ライト

10,500円/50ID

機能
iPad/iPhone用アプリケーションビューワ ＋ オーサリングツール ＋ CMS
iPad/iPhone用アプリケーションビューワ
※ご契約数量により、別途お見積いたします。

■ 追加ストレージパッケージ

（税込）

追加容量

1GB

10GB

50GB

100GB

500GB

1TB

月額料金

15,750円

84,000円

189,000円

252,000円

546,000円

703,500円

■ 有償オプションサービス
サービス名称
バックアップ機能＊

（税込）

月額料金
525円/5ID
5,250円/50ID

機能
メモ・マーキングのサーババックアップ機能

コンテンツ印刷機能

31,500円

コンテンツメール送信機能

31,500円

AirPrintによる印刷機能
ベースPDFをメールに添付して送付する機能

音声読み上げ機能

31,500円

テキスト文章の音声自動読み上げ機能
＊お申し込みは全ユーザが対象です。

※本資料掲載の内容は予告無く変更する場合があります。記載の内容は2012年12月末現在のものです。 ※料金表示は税込み表示となります。また、端数切捨てのうえご請求することがありますので請求額が料金表示と異なる場合があります。
※サービス名称は一般に各社の商標または登録商標です。 ※Apple、Appleのロゴ、iTunesは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。iPhone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。 ※Androidはグーグル インコーポレイテッドの商標または登録商標です。 ※GoogleおよびGoogleロゴ、AndroidおよびGoogle Earth、Androidロゴ、Androidマーケット、Gmail、You Tube、Googleマップとそのロゴは、
Google Incの商標または登録商標です。 ※FlashはAdobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
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キヤノン コピー複合機 新製品

研究室で頼りになる
コンパクト＆高性能、そして高速出力!!

コンパクト

565mm

A3フルカラー
対応
1177mm

見開きもOK!!

オールイン
ワン

COPY

＊写真はC2218F-Vに、「iR-ADVペディスタル・
B1」装着したものです。

FAX

保守付
PRINT

SCAN

保守サービス付でランニング
コストはトナー購入費用のみ。
＊本体と同時に「KGスターターセット-V（トナー4色）」を購入いただき、
キット・ギャランティ契約を締結いただくことで保守サービスをご提供。
ご契約自体に費用は発生いたしません。また、ご契約の際にはオンラ
インサポートシステム「NETEYE」への加入が必要です。

NETWORK
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キヤノン コピー複合機 新製品

研究室で頼りになる多機能プリンター
10秒

大容量カセット2段
標準装備

以下
スリープモードからの
復帰時間10秒以下

使いたいときに
すぐ使える！

生産性大

紙文書の
電子化も
スムーズ
優れた操作性

手書きのメモなどをその場で
スキャンしてPDF化し、パソコンに
送ったりUSBメモリに保存

大きく見やすく操作しやすい
7インチ液晶タッチパネル
ディスプレイを採用

PC
原稿
C2218F-V

●お求めは信用のある当社で

■連続複写速度
COLOR
BLACK&WHITE

18ppm
18ppm

■スキャンスピード（A4 ヨコ300dpi）
COLOR
51ページ/分
BLACK&WHITE
51ページ/分
＊写真はC2218F-Vに、「iR-ADVペディスタル・B1」を装着したものです。
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USBメモリ

キヤノン コピー複合機 活用術

毎日ＦＡＸの量が多い
そのうえ不要な
広告FAXまで
届いた....

コスト

取引先へのメールにPDFを添付、
都度PDF変換するのって面倒…

この資料、
各ページに余白が
あるけど無駄だなぁ･･･

⾮効率

会議資料
毎回作るのが
ほんとに手間だな…

Ａ３ 1枚だけ
出⼒するように
設定したつもりなのに

大事な受信FAXが
いつも出しっぱなしで
危ないなぁ･･･

お客さまに提出する
PDFを暗号化
したいなぁ･･･

セキュ
リティ

お客さま毎に
宛名を変えるのが
案外大変･･･

FAX番号の⼿⼊⼒による
誤送信が心配だなぁ･･･

imageRUNNER ADVANCEとDesktopで

劇的改善！
iR-ADV C2000シリーズ*をご検討中のお客さまへ
耳寄りなお知らせがあります！
詳しくは裏⾯へ
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キヤノン コピー複合機 活用術
imageWARE Desktopがお役⽴ち！！

FAX業務の効率化、⽂書の電⼦化作業の効率化、電⼦⽂書
の活用で貢献します。
活用ポイント①

活用ポイント②

自席で簡単にＦＡＸ受信を確認

ＦＡＸ受信
転送

宛先を複合機から取得し誤送信を軽減
宛先名

番号

××支社

03-2345

△△制作

04-3456

□□工場

09-5555

ポップ
アップ

ＦＡＸ送信

宛先選択

誤送信のリスクを軽減

⾃席を離れず業務を効率化
活用ポイント③

活用ポイント④

異なるアプリで作成した⽂書もまとめ
てＰＤＦ化

宛名や地図など、ページの一部を自動
で差し替えて印刷
A社
地図情報

○
△
◎
会議資料をらくらくおまとめ

○

宛先情報

△
B社

お客さま毎の資料作成を効率化

今ならお得なキャンペーン！

iR-ADV C2000シリーズ*とセットでお買い求めいただくとお得！！
Ｖ３
３ライセンス

2000シリーズ*

標準価格 ¥58,000

キャンペーン価格
￥29,000

＊対象機種
iR-ADV C2000S、iR-ADV C2200S、
iR-ADV C2218F-V

実施期間：2013年3月1⽇〜2013年4月30日
お問い合わせ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
●記載の内容は2013年2月26日現在のものです。
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理想プリンター 活用術
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理想プリンター 活用術

大学 事務・広報ご担当者様

成績表から冊子まできめ細やかな情報発信に
オルフィス EX がお役に立ちます。
丁合・製本も
ワンストップでできる
理 想大

オプション

冊子

R I S O

ページ数の多いシラバス・
ガイドラインブック・教授会資料などを、
印刷から製本まで、
ワンストップで仕上げます。

大量のプリントを
スピーディーに

学

U N I V
E R S I
T Y

平成 XX
年度

ハ イボ リ
ュームプ
リント の
生 産 性に
つ いて

理 想学部

教 授 会資

料

履修表/成績表
履修表/成績表
定型フォームに、学生ごとに異なるデータを
差し替えてプリントすることも可能です。
●

両面印刷も簡単です。

必要な数だけ
無駄なくプリント

ミニポスター/掲示物
1枚から低コストでプリントできます。
●

A3ワイドサイズまで対応。

プリントワークの時間短縮・コスト節減を、オルフィスEXがサポートします。
＊1

仕事がはかどる、150枚/分＊1 のハイスピードプリント。

K
C

1,000枚のプリントが、約 6 分30 秒＊1 で完了。

Color

M

Mono

ワイド

カラー1枚 1.56円＊2＊3、モノクロ1枚 0.53円＊2＊3。
＊1：オルフィス EX9050の場合。A4普通紙片面横送り、標準設定連続プリント、EXフェイスダウン排紙トレイ
使用時。オルフィス EX7250/7250A/7200の場合120枚/分。＊2：A4普通紙片面、RISO EXインク F使用時。
カラー
は測定画像にISO/IEC24712に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711に基づく測定方法によって算出。モノクロ
は測定画像にISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711に基づく測定方法によって算出。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オルフィス EX7250Aもございます。＊3：CMYK各色5%では2.05円/枚、
K5%では0.68円/枚（A4普通紙片面、標準設定連続プリント、RISO EXインク F使用時、用紙代別）
。＊4：オプション
のORスキャナーHS5000が必要です。

※写真はオルフィスX9050。オプション装備時。

ORPHIS EXでプリントしました。
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ppm

＊4

コピー/
スキャン

カラー

A3

便利に使える多彩な機能と、高い経済性を両立。

150

エコロジー ユニバーサル
セキュリティ

デザイン

両面

理想プリンター 活用術
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1(:

高精細 3Dプリンタ
$*,/,67$

３Dプリンター新製品！
高精細 3Dプリンタ
“アジリスタ” 誕生

３Dプリンターが身近なものになりました！
15

３Dプリンター新製品！

設 計したら

手戻りを抑える
アジャイル商品開発とは？

すぐに造 形して

設計・造形・評価を短スパンで繰り返しながら進める開発手法です。問題点の抽出や新たなアイデア
を付加してから、次のフェーズに移行します。従来の開発手法に比べ、最終試作段階での手戻りを抑え
られるので、期間・コストを最小限にできます。

2
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３Dプリンター新製品！

ア

ジ

ャ

イ

ル

Ag i l e 商 品 開 発 の
ための 3 D プリンタ
“設計したら、
すぐに造形して、
評価できる”。
アジャイル商品開発
のために生まれた3Dプリンタ
『アジリスタ』。高精細な造形
モデルを活用することで、開発の効率が大幅にアップします。

評 価 できる

高精細な造形モデルで詳しく評価できるから

◎ 見えなかった問題点が見えてくる ◎ 新しいアイデアが出てくる

アジャイル開発のために─高精細3Ｄプリンタ
『アジリスタ』
3
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ビジネスインクジェットプリンター

導 入 事 例

エプソン BIJプリンター 活用情報
慶応義塾大学 理工学部 生命情報学科

生物機能化学研究室 様

ランニングコストが従来比で約５０％低減
コスト削減を目的としたインクジェット導入が奏功
導入製品

PX-B700

高生産性、高耐久性を兼ね備えた
高速カラープリンター。

印刷スピード
A4カラー ※

A4モノクロ ※

約11ipm

プリンター

A4カラー ※

約16 ipm

（最速：約24枚/分）

印刷サイズ

ランニングコスト
A4モノクロ ※

約6.4円

（最速：約26枚/分）

両面対応

給紙方法

給紙枚数

標準

フロントカセット/

250枚
500枚

約2.8円

耐久枚数

インク

10万ページ

全色
顔料

フロントカセット： 標準

A4

リアASF

最大

（オプション装着時）

80枚

リアASF：最大

※印刷速度・ランニングコスト測定条件詳細については、エプソンホームページをご覧ください。

慶応義塾大学
理工学部 生命情報学科

生物機能化学研究室

様

生命機能・システムの解明をさまざまな分野に応用する
生物は様々な優れた機能を有しており、それらの謎を紐解くことにより生命現象
の本質に迫ることができます。また、生物機能は、環境調和型物質生産、医薬農薬
の開発や複合微生物系を利用した作物の栽培など、様々な応用が考えられます。
本研究室では、次世代シークエンサー等の最新鋭の機器を駆使して生物機能の解
明と工業利用を目指しています。
『研究はそれ自体が面白い。しかし、ただ面白い

所在地

横浜市港北区

だけで終わるのではなく、人の役に立つものを創り出したいという意思が研究の根

学科設立

2002年度

底にある。』本研究室で日夜研究に従事される宮本先生の言葉です。

業種

大学

主要業務とプリント
主な印刷物

主要業務
・研究

・講義資料

・学生への講義

・論文、研究レポート

印刷ボリューム/月

カラー：モノクロ比率

A4：約5,000枚

カラー ：50％
モノクロ：50％

・学会出席

PX-B700 導入後のランニングコスト低減効果
導入前

導入後

A4カラーページプリンターを

PX-B700を使用。

1台使用。

ランニングコストは、

ランニングコストは、

約￥20,000/月

約￥40,000/月
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50％

約
の
コスト低減を実現！
（￥20,000/月の低減）

CASE STUDY
ビジネスインクジェットプリンター

導 入 事 例

慶応義塾大学 理工学部 生命情報学科

生物機能化学研究室 様

導入後の状況・ご感想
狙いとしていたコスト削減のインパクトは抜群。
印刷品質・速度パフォーマンスも申し分なし。
もともとランニングコストを抑える

生命情報学科 准教授

目的でPX-B700に目をつけました。

宮本 憲二

氏

私の講義は生物系がメインなので、

ストが割高になっていたのだと思います。PX-B700はイニシャ

カラー出力が必要となるケースが多

ルコストも安いので、仮に１〜２年で耐久枚数に到達し製品寿命

いのですが、仮に、1部10枚の資料

を全うしたとしても、ページプリンターを使用していた時のランニ

を50人に配布すると1回の講義だけでも500枚の出力。1クー

ングコストを鑑みると、
トータルコスト的に４０-５０％は割安にな

ルの講義用途だけでも数千枚の印刷ボリュームとなってしまいま

ります。印字品質も印刷速度もページプリンターに比べてほとん

す。また、論文等の出力が混んでくると、1日で1,000枚ぐらい印

ど遜色ありませんし、いいものを導入できたと思っています。今

刷することもあります。ですので、印刷にかかるランニングコスト

は私専用のプリンターとして1台のみの導入ですが、近々、学生

を何とかして抑えられないものかと、ずっと思案しておりました。

の実験室にも追加導入しようと思っています。

以前はカラーページプリンターを利用していたのですが、消耗品
コストは年間で￥50万近く費していましたので。
ページプリンターはトナーカートリッジ以外にも、感光体、定着
ユニット、転写ユニットといった定期交換部品もあるため、そう
いった観点でもインクジェットプリンターに比べるとランニングコ

PX-B700のお気に入りポイント
Point1

Point2

Point3

低ランニングコスト

滲みのない顔料インク

高速印刷

以前利用していたページプリンターでは、
金額にして月々約４万円のランニングコスト
を費やしていましたが、PX-B700を導入し
てからは月々約2万円にコストを抑えること
ができています。

導入前は、
インクジェットなので滲みがある
のでは？と心配してましたが、顔料インクが採
用されており、全く問題ありませんでした。
ページプリンターと比べても遜色のない印字
高品質で大変満足しています。

印刷速度も充分速いです。大量の部数を一
度に印刷する場合などは、ページプリンター
に比べるとやはり若干劣るとは思いますが、
私の業務で必要とされるプリントボリューム
においては、充分な速度パフォーマンスです。

製品に関するお問い合わせ・資料請求は下記まで

エプソンインフォメーションセンター

☎ 050-3155-8100
受付時間

※左記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しております。
※左記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しております。
※左記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の
※左記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の

固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-585-8444までおかけ直しください。
固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-585-8582までおかけ直しください。

9:00〜17:30 月〜金曜日 (祝日・弊社指定定休日を除く）

エプソン販売株式会社
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アプリケーションソフト 活用術

Adobeから企業向けクラウド版が発売。クラウドの時代へ突入！
アドビストア価格 33万円以上のMaster collectionが月額5,000～使えます!
Master collectionには、Photoshop Extended / Illustrator / InDesign / Acrobat X Pro / Flash Professional/
Dreamweaver / Fireworks / Premiere Pro / After Effects等が含まれています。

NEW

Adobe Creative Cloud グループ版はこんなにメリットがあります

アプリが全て*
使い放題

アップグレード
費用なしで
常に最新

*全てのCS6製品と
Creative Cloudで提供さ
れるアプリをダウンロー
ドできます

利用期間中に製品の
バージョンアップがあっ
ても、追加料金なしでご
利用できます

年額制
だから
導入費減

年額料金プランなので、
初期導入費用が抑えら
れます。また、予算編
成の予測も容易に。

追加購入も
手続き簡単

お客様自身で追加購入
の手続きが行えて
すぐにソフトがダウン
ロードできます

年額 60,000**円（月額 5,000円）～
* *CS3以降のパッケージ、ライセンスをお持ちの方向けの<期間限定4/30まで>特別提供版です。
CS3以降のバージョンを1本でもお持ちであれば、特別提供版は何シートでもご購入いただけます。
ただし、特別提供価格は初年度のみで次年度以降は通常価格になります。

■ 通常は年額 84,000円（月額7,000 円）となります。
上記は企業及び官公庁向けの価格となります。教育向けの価格はお問い合わせください。
Creative Cloudは旧バージョンで使うことはできません。メディアの提供もありません。

Adobe Creative Cloud 個人版とグループ版の違い

ライセンスの所有

ストレージ共有

企業で使うなら
グループ版!!

個人版

グループ版

個人に紐づく

●

－

他のユーザーに移行可能

－

●

社員が退社後、組織に残る

－

●

導入は一元管理

－

●

20G

100G

オンラインストレージ容量

Creative Cloudグループ版はぜひ当社までお問い合わせ下さい
20

いざという時のために！
そ
今こ

屋外での備蓄品保管は、
主
自 ！ イナバ物置にお任せください！
防災

備蓄・防災倉庫
大災害から私たちの生命や財産を守る物資を
確実に備蓄できるのが「防災倉庫」です。
災害が発生したときに被害を受けにくい場所に
設置することで、災害時でも簡単に物資を取り
出すことが出来ます。
豊富なバリエーションで、
色々な規模や用途に合わせて
お選びいただけます。
設置例

オフィスの備蓄対策はBCPキャビネットにお任せ！

自然災害などの緊急時にも、事業の継続・早期復
旧をすることが重要です。
BCPキャビネットを用意しておけば、企業の大切な
基幹情報や、水・食料・救命用品などを一元管理す
ることができます。

ご存知
ですか？

東京都帰宅困難者対策を総合的に推進するための
「東京都帰宅困難者対策条例」が制定されました。
そのため、「事業者は、従業者の施設内での待機を維持するために、知事が定めるところにより、従業者の
三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない」とされてい
ます。 （平成25年4月施行）
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ステラお役立ち情報！

受信したはずの FAX が
見当たらないわ…

受信した FAX を PC 等に転送が出来るので
受信 FAX の放置による紛失がなくなり、
バックアップとして管理する事もできます。

I

また、ペーパーレスになるので
コスト削減にもつながります！！

PCのフォルダに対してだけでなく、ほかのコピー機に転送したり
Eメールで指定したアドレスに添付ファイルとして送信することもできます。
(アドレス帳から選択できます。)
また、出力もして転送もする、といった設定も可能です。
※ご不明な点は担当者までお問い合わせください

第六回へつづく
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ステラニュース！
ORPHIS EX ご体感ください！
是非、その性能と活用用途のひろがる可能性を“ご体感”ください。
◆ご体験ゾーン

その２

デモカー
※お客さまのご指定場所にうかがいます！

是非、データをお持込ください。
その場でサンプルを出⼒いたします。
キヤノン製コピー複合機も搭載しておりますので、
合わせてご体感ください。

◆ご体験ゾーン

その１

本社 飯田橋オフィス デモコーナー

※中綴じ製本印刷までご覧いただけます！
是非、データをお持ちください。
その場でサンプルを出⼒いたします。
ライブオフィスとしてオフィス全体を公開させて
いただいております。合わせてご覧ください。

弊社HP更新のご案内！

カートリッジのアンケート調査の項目を追加しました！
是⾮、ご協⼒ください。

法人のお客さま

トナー
カートリッジ
その品質にお困りでは、ありませんか？
＞＞＞アンケートを実施中です。＜＜＜
是非、
クリックしてください！

http://www.stargp.jp/
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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。
お客さまには益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。
いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
今年は冷え込む日が多い冬でしたが、そこここに春の息吹を感じ始めました。
それとともに、日本経済にも明るい日差しが差し始めております。
まだまだ先行き不透明ではありますが、明るい未来を切り拓くべく、
私たちステラグループもがんばって参ります。
これから景況が好転いたしますと、
「今のオフィスでは手狭だなあ」と
感じられるお客さまもおられることと思います。
オフィスの移転をお考えの時は、ぜひ私たちステラグループにご相談ください。
オフィスの移転には、物件探しから始まって引越しまで大変な手間がかかります。
その手間を私たちに全部丸投げしてください。
今まで培ったノウハウを活かして、必ずやご納得いただける移転を
サポートさせていただきます。
「移転するなら、ステラグループ」
何卒よろしくお願い申しあげます。

■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
立川オフィス
三鷹オフィス
神奈川オフィス

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
東京都立川市柴崎町2丁目3番6号 第一生命ビル3Ｆ
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■

■経営理念■

三寒四温を味わいながら、春の足音を身近に感じる今
日この頃です。
今週もカテゴリ別に商品を掲載させていただきました。
ネットワークに関連するものは、いずれも“クラウド”と
いう言葉がキーワードになります。
また、プリンターも使用環境に特化したものが開発さ
れ世の中に送り出されております。
弊社は、お客さま個々のニーズに合わせた商品提案
を心がけてまいります。
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