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★サポート終了まで1年！(2号連続掲載)

Windows Server 2003のリスク
★クラウド時代の最適ソリューション

Microsoft Office 365
★ホームページ制作から丸々おまかせ

ホームページ丸々パック
★電子化業務の課題を解決
WordとExcel、どうまとめる？
スキャン文書への名前付けが面倒・・・
検索しても見つからない！ etc.

★承認申請10月末まで！

「職場意識改善助成金」で
ソフトウェア購入費用が助成されます

◆定期連載
・コピー機お役立て情報 ④
・ステラの人 ⑥
・ライブオフィスここが見どころ Renew①

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！

オフィスでの電子化業務の課題

ファイル
統合

ワードやエクセルを1つの
ファイルにまとめ直すのは面倒！

PDFアノテーションで隠した内容が
削除･編集されたら困る！

ファイル
プレビュー

スキャン文書のファイル名変更にいち
いちファイルを開かないといけない！

決裁書類は全部印刷していて
・
・
もったいない！紛失リスクも・

ファイル
検索
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PDF
変換

ファイル名を忘れてしまって、
検索しても見つからない！

決裁書類の
電子処理

imageWARE Desktopによる効率的な電子化業務

紙文書やさまざまな
アプリケーションデータを
１つのファイルにまとめて
管理ができます。

ファイル
統合

X

W

P

PDF

＜簡単PDF変換＞
PDFの変換はデータをドラッ
グ＆ドロップするだけ。複数の
ファイルをマージしたり、順序
変更も可能です。
ドラッグ＆ドロップ

PDF

簡単にPDF変換ができます。
またアノテーション付PDFも、
イメージ化することで
編集される心配もありません。

変換
イメージ化

編集不可

File2.xlsｘ

up

File3.pptｘ

down

File1.docx

PDF変換

印刷 FAX
プレビュー PDF

ファイル

PDFファイルをアプリケーションで開くことなく、
プレビュー表示を拡大・縮小して内容を
確認しながら、
そのままファイル名変更ができます。

プレビュー

A社̲請求書̲20110830

決裁書類の
電子処理

担当

課長

部長

担当

担当

担当

課長

印刷することなくパソコン上で
電子印鑑を付与でき、申請から承認まで
電子データで処理できます。

部長

課長

① 担当者
担当

担当

課長

課長

部長

② 課長

部長

③ 部長

ファイル
検索

全文検索
Desktop

検索
PDF

Desktop

クラウド

インデックス検索
作成者

田中真一

作成日

2011年8月25日

変更日

2011年9月10日

全文検索やインデックスからの検索もでき、
必要な文書がすぐに見つけられます。

場所を選ばず、
外出先からも閲覧可能！

見積もり

ストレージサービス
“HOME-BOX2”と

校正内容

決裁依頼文書を
簡単作成！

連携すると
校正前資料

他拠点間でも
共有可能！
拠点A

拠点B
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- SAS Stellargroup Agent System

お客様満足度向上のための当社独自の顧客管理システム
SASはお客様満足度向上のためのCRM・SFA・販売管理などの
要素を取り入れた当社独自の管理システムです。

取引先管理

お客様の情報を一元的に管理

販売管理

見積や購入履歴を全社で共有

設置機管理

設置先や機種などを管理

その他機能

配送手配や消耗品発注機能

さまざまな機能がありますので
次号より詳しくご紹介致します。

お客様への導入も可能です！詳しくは担当営業までご用命ください。
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Windows Server 2003のサポート完全終了まであと1年！

サーバOSのサポート終了がもたらす
企業へのリスクとは？
サーバOSであるWindows Server 2003（Windows Server 2003 R2を含む）のサポート終了まで、いよいよ1年を切りました。
パソコンOSに比べ、企業のシステム全体に影響があるサーバOSは、サポート終了前の速やかな対策が肝心です。
2015年7月のサポート終了まで1年を切った今、改めてリスクを確認し、新OSの移行に向けた準備を行いましょう。
今回は、セキュリティ面や実務に与える影響を解説します。

Windows Server 2003のサポートが
2015年7月に完全終了
2003年5月にリリースされたWindows Server 2003は、
15年7月に延長サポートが満了になり、サポートの完全
終了となります。パソコンOSで14年4月にサポートが
終了したWindows XP等と同様、サポート終了後もOSを
使い続けることはできますが、マイクロソフトからセキ
ュリティパッチが提供されなくなるため、サーバ環境に
おけるウイルスや標的型攻撃、ハッキング等からの防護
が脆弱になり、情報漏えいやシステムの破損といった被
害を受ける可能性が高まります。
「うちの会社が攻撃を受けることなんてあり得ないだろ
うし、新OSの購入やサーバの刷新にかかるコストを考え
ると頭が痛いし、使い続けられるから別に問題はないだ
ろう」
このような考えを持っている場合は、システムのリスク
度は100％です。会社規模が小さいから、取引先が少な
いからという理由で攻撃やウイルス感染の対象から外れ
ることはありませんし、もしもセキュリティの甘さから
個人情報や機密情報が漏えいすれば、自社だけでなく、
取引先、そのさらに先の相手にまで迷惑をかけ、多大な
る損害を与えかねません。
想定されるリスクは早めに摘み取るのが吉です。初期の
コストはかかるかもしれませんが、後のことを考えれば
妥当な投資と言えます。
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ネットワーク全体に影響するサーバOS
サポート終了はパソコンOSよりも高リスク

マイクロソフトからのセキュリティパッチが提供されな
くなることで、サーバOSの状態が最新でなくなり、ウイ
ルスやスパイウェア等のマルウェア（※下記サーバ用語
参照）からの危険性が高くなります。これはパソコンOS
にも言えることですが、サーバOSのリスクがパソコンO
Sのサポート終了時より高くなるのは何故でしょうか。
それは、サーバが企業のシステムにおいて司令塔の役割
を担っているからにほかなりません。パソコンはその名
の通り、主に個人ユースとして使われていますが、サー
バはファイルサーバ、メールサーバ、プリントサーバな
ど、会社情報・個人情報がネットワークでつながってい
ます。サーバは365日休むことなく稼働し、共有してい
るデータ、つながっているネットワークが広いからこそ
、危険を被った時のリスクが高いのです。もしもメール
が使えなくなったら、もしも保存しているデータが消え
てしまったら、もしも機密情報がインターネットで公表
されてしまったら――。今行っている仕事の大半はその
継続が難しくなるはずです。
サポート終了まで1年を切りましたが、“まだ1年”ありま
す。「もしも」のために、今からしっかりとサーバ環境
の見直しを行いましょう。

※Windows Server 2003およびR2 ： メインストリームサポート終了2010年7月13日、延長サポート終了2015年7月14日
※Windows Server 2008およびR2 ： メインストリームサポート終了2015年1月13日、延長サポート終了2020年1月14日
※Windows Server 2012 ： メインストリームサポート終了2018年1月9日、延長サポート終了2023年1月10日

サーバOSのサポート終了で想定される
様々な危険性

サポートが終了したサーバOSを使い続けると、どのような
危険性が伴うのでしょうか。

セキュリティリスクの増加
セキュリティパッチの提供が終了することで、サーバのセ
キュリティ環境が最新でなくなり、マルウェアなどに対す
る脆弱性が高まります。サーバがウイルスに感染したり、
攻撃を受けたりすると、サーバを介して各パソコンに広が
り、会社システム全体がダウンする可能性があります。ま
た、感染したファイルを取引先に送ってしまったり、情報
が漏洩してしまったりするリスクもあります。

サーバ自体の老朽化
Windows Server 2003搭載のサーバは、老朽化が進んでい
ます。近年発売されているサーバは、高性能、省電力化、
高い静音性、環境に配慮した構造など、様々な面で優れて
いるため、古いサーバを使い続けるよりも、運用面でコス
トパフォーマンスがよいと言えます。古いサーバは、部品
の供給が終了していることもあり、修理ができない可能性
があります。

移行遅延による業務への支障
サポート終了後、何かしらの不具合が発生してから新サー
バOSへ移行するとなると、セキュリティリスクを抱えての
乗り換えとなるほか、Windows Server 2003で使用してい
たアプリケーションやデータが、バージョンが異なるため
使用できなかったり、システムの問題で移行がスムーズに
行えなかったりと、移行の滞りによる業務への支障も懸念
されます。

移行先を選定するにあたって押さえて
おきたいポイント

Windows Server 2003からのサーバのリニューアルを図る
上でいくつかのポイントがあります。ベンダーなどがサポ
ート終了に伴うキャンペーンを行っているなどしているの
で、それらをうまく活用するのも賢い手です。

（1）自社のスタイルに合ったサーバを選択
サーバを利用する際、自前のサーバを持つほかに、様々な
スタイルの選択肢があります。耐震設備や監視・保守サー
ビスの整った場所に自前のサーバを持ち込むハウジングサ
ービス、自前の設備・機器等を持たずにデータセンターの
サーバをレンタルし、インターネット上で情報やサービス
を配信するホスティングサービス（レンタルサーバ）など
もあります。

（2）一時的なWindows Server 2003環境の継続
利用
Windows Server 2003から、新サーバOSであるWindows
Server 2012（R2含む）に刷新した場合、旧OSで利用中の
アプリケーションが利用できなくなることがあります。
その際、仮想環境を用いて、一時的に利用することができ
ます。これなら、新サーバOSへの移行時にも業務を止める
ことなく継続できます。

（3）サーバOSやソフトウェアのみの移行
サーバ機器は現行のものを継続し、サーバOSやソフトウェ
アのみの移行が可能な場合があります。様々なプランがベ
ンダーから出ているので、確認してみるとよいでしょう。

サーバ用語解説
マルウェア
「悪意のあるソフトウェア」の総称で、コンピュータウイルス、ワーム、スパイウェア、トロイの木馬など
がその例です。マルウェアは、コンピュータに侵入して攻撃したり、破壊活動を行ったり、情報を外部に漏
らしたり、多大な有害を与えるので、しっかりと対策を取ることが求められます。
プラットフォーム
ソフトウェアやハードウェアを動作させるために必要な、基盤（土台）となるハードウェアやOSなどのこと。
一般的に「アプリケーションのプラットフォームはOSの環境や種類」、「OSのプラットフォームはハードウ
ェアのアーキテクチャ（CPUなど）」というように、ソフトウェアやハードウェアは対応しているプラットフ
ォームが予め決まっています。
SLA
Service Level Agreementの略で、「サービス水準合意」と訳されます。サービスを提供する事業者が契約者
に対して、どの程度の品質を保証するかをあらかじめ明示する品質保証契約を言います。SLAは、通信やアウ
トソーシングサービスやホスティングサービス（レンタルサーバ）などでよく用いられ、サービスの具体的
な内容、保証するサービス水準などが文書などの形式で明示されるため、品質の保証や、責任の所在を明確
にすることができます。
DNSサーバ
DNSはDomain Name Systemの頭文字で、ネームサーバとも呼ばれます。インターネット上の住所であるド
メインと、IPアドレス（Webサーバやメールサーバなどに割り当てられた数）を結びつけるコンピュータや
サーバソフトウェアのことです。ドメイン名に対するIPアドレスを調べることを「名前解決」と言い、ドメ
インとIPアドレスが結びつくことで、ホームページやメールを運用しているサーバにアクセスすることがで
きます。
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各種助成⾦情報
『職場意識改善助成⾦』を有効活用しませんか？

承認申請は
2014年10月末日まで

『職場意識改善助成⾦』ってなに？？
「労働時間などの設定の改善」により、職場の士気を高めたり、
仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主を支援する助
成⾦です。助成額の増額、助成対象の拡充、申請期間の延
⻑により事業主様にとってさらに利⽤しやすくなっています。

※承認処理に1ケ月以上かかる場合もありますので、

お早めの申請 を お 勧 め し ま す 。

労務管理⽤ソフトウェア等の導⼊・更新にかかる
費用の最大75％（上限80万円）が助成されます！
タイムレコーダー『テレタイム』に
従業員がIDカードをタッチするだけ

必要な出勤日数・残業時間等の
勤務情報を集計

☆お急ぎください☆
勤務時間、日数などを毎日自動計算！

出退勤等の勤務情報を
『PCA就業管理X』へ転送

打刻データ取込み

有休・残数管理も！
■システムを稼働させるためのインストール・導入指導・コンサルティング費用なども助成の対象
■リースも今回から対象

『職場意識改善助成⾦』に関するお問い合わせ

都道府県労働局労働基準部監査課または労働時間課
詳しくは、事業場の所在地を管轄する労働局におたずねください。労働局の所在地一覧は以下のウェブページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

『生産性向上設備投資促進税制』へ商魂・商管ネットワーク製品が対象設備として認定!!

『生産性向上設備投資促進税制』ってなに？？
「生産性向上設備投資促進税制」は質の高い設備の投資について、
即時償却または最大5％の税額控除が適用出来る税制措置です。

【PCA商魂・商管Xシリーズ】（ネットワーク製品）が対象です。
「A類型（先端設備）」の証明書の発⾏（発⾏⼿数料はPCAが負担）が可能です。
・制度の内容につきましては、経済産業省 経済産業政策局 産業再生課
または 各地域産業局 地域経済課までお問い合わせください。
・制度の適⽤をお考えの際は、税理⼠・公認会計⼠、所轄税務署にて事前確認されることをお勧めいたします。
※各助成⾦についての詳細は担当営業にご確認ください。
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「Macはオシャレで使うPC？」
“普通”に飽きた方にお勧め
Macの美しさに合わせたオールアルミニウム製SSD
※SSDとはｿﾘｯﾄﾞｽﾃｰﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞの略称でﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘｰを使ったﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞの事で、
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸに比べ軽量、振動に強い、読み書き速度が速い等のメリットがあります。

仕様：U3box 256GB USB3.0接続ポータブルSSD
最大読込速度：400MB/s
最大書込速度：300MB/s
電源は必要有りません。
Mac/Windows両対応 2年保証

▼発売記念価格 9月26日ご注文分まで
256GB @32,200- (税別)
512GB @55,300- (税別)
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製造元：Carry Technology Co., Ltd.
販売元：株式会社アドテック
販売店：ステラグループ株式会社

クラウド時代の新しい Office が複数のデバイスを使ったビジネスを強⼒にサポート!

クラウド時代の中堅中⼩企業の Office 導⼊に最適なソリューション
プレインストール PC 買い換え時のコスト、パッケージやインストール メディアの管理、多様化したワーク スタイルの
ために揃えた各デバイス向け Office の新規購⼊…。Office 365 Midsize Business はこうした悩みを抱える企業や、
公共、医療機関のお客様の強い味⽅です。サブスクリプション契約により、初期費⽤を抑え、使った分だけのお⽀払いで
Office Professional Plus 2013 のほか、電⼦メール、ビデオ会議、情報共有サービスを 1 ユーザー 5 デバイスまで
ご利⽤いただけます。これらの機能はすべてクラウドで提供されるため、運⽤コストや管理負担を軽減できます。

×

×

これまでの Office 導⼊で下記のようなお悩みはありませんでしたか？
プレインストール版
PC の購⼊が前提
他 PC への移⾏が禁⽌

移⾏できないため、
PC の買い換えで無駄が発⽣

パッケージ版
ライセンス管理が⼤変

アップグレードに費⽤がかかる
ライセンス不正利⽤のリスク

ボリューム ライセンス
初期投資がかかる
1 ライセンスで 1 ユーザーにつき
2 台までの利⽤制限がある
オプション⾮利⽤だと
アップグレードに費⽤がかかる

●Office 365 Midsize Business を導⼊すればお悩みが解消します●
使う分だけ払えば OK!

複数デバイスに対応!

利⽤料でのお⽀払い

5 台まで使える

年額 14,760 円* を利⽤⼈数分、
利⽤期間分** だけご購⼊。

Office 365 Midsize Business は
ユーザー単位のご契約。
1 ユーザーあたり 5 台のデバ

初期投資を⼤幅に削減
します。

*価格は参考価格です
**1 年単位でのご契約となります
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アップグレード費⽤不要!

常に最新版が利⽤可能
追加費⽤無しで Mac Office を
含む、常に最新バージョンの
Office を利⽤できます。

イスにインストール OK!
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Mac も⼤丈夫。

3

クラウドへの保存で

互換性の⼼配無⽤

ブラウザーで Office
書類を閲覧、編集

時と場所を選ばずに
ファイルへアクセス

旧バージョンとの
併⽤が可能

Office Web Apps ならネット
環境さえあれば Office 書類を
確認したり、簡易編集を
⾏なえます。

1 ユーザー 7 GB の⼤容量

Office 2010 など、旧バージョンの
Office と共存できるため互換性を
気にすることなく、柔軟な
業務遂⾏が可能です。

iPad で使える
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オンライン ストレージ (SkyDrive
Pro) がご利⽤いただけます。

5
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Office365の選択・利用紹介

メール環境のセキュリティ
万全ですか？
セキュリティ対策が不十分な場合、さまざまなトラブルが。
セキュアなWEBメールをご検討のお客様に朗報です。

□メールを総合的に管理検討しているお客様
□モバイル環境に合わせたメール環境を
検討しているお客様

たったこれだけの金額で、
Microsoftのメールサーバーが利用可能！！
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Exchange Onlineの概要については
裏面へGO！！

Office365の選択・利用紹介

Exchange Onlineは、情報の保護に役立つ高度なセキュリ
ティと信頼性を兼ね備えたビジネス向け電子メール・予定表・
連絡先管理のサービスです。場所を問わずいつでもデスクトッ
プ・ノートPC・及びモバイルデバイスからアクセスできます。
■現在ご利用のメールサービスのセキュリティは万全ですか？
■メールサーバー維持費やメンテナンスで悩んでいませんか？
■現在ご利用のメールサービスの容量は十分ですか？
■事業継続性の観点からクラウド化を検討していませんか？
■メールの確認のためだけに帰社していませんか？
Exchange Onlineは上記のような課題を解決いたします。購
入方法として、Office365から単体でも購入可能となってお
ります。今一度、ご利用のサービスを見直してみましょう。

 ユーザーごとに50GBのメールボックスが利用可能
 スパム対策やマルウェア対策が標準装備
 ブラウザだけでメールやスケジュールの閲覧や会議の
リクエストが可能
項目名

Exchange Online
プラン1

Exchange Online
プラン2

価格 (ユーザー 1 名あたり月額、税抜)

330 円

660 円

メールBOX容量

50GB

50GB

ブラウザからのアクセス（Outlook Web Appの利用）

●

●

モバイルデバイスによるメールの利用
（Windows Phone、iPhone、Android、Blackberry など）

●

●

ウィルス対策及び迷惑メールフィルタリング

●

●

予定表・連絡先の共有

●

●

無制限のアーカイブ領域

●

コンプライアンス対応メール ボックス

●

データ損失防止機能（DLP）

●

上記製品の詳細なご説明や、Office365の他のサービス（メール・ファイル共有・WEB会議等の
製品）につきましては、ダイワボウ情報システム株式会社営業担当までお問い合わせください。
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※上記数値は、フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。●このフィルターでは0.3μｍ未満の微小粒子
状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
●ＰＭ2.5とは2.5μｍ以下の微小粒子状物質の総称です。

米国ぜん息及びアレルギー基金(AAFA)
非営利の患者組織で、アレル物質の減
少に貢献していることを科学的に証明さ
れた製品のみ認定を与えています。

メーカー希望小売価格：オープン
■外寸法：W185×D220×H700mm ■質量：約4.2Kg
■消費電力：40W（強）/30W（中）/27W（弱）
■運転音：55dB（強）/45dB（中）/40dB（弱）

14

米国家電製品協会（AHAM）
第三者機関で検査・評価さ
れた家庭用電化製品に認証
を与える組織です。

※推奨床面積の場合。清浄時間算出条件については、米国家電
製品協会（AHAM）の規格に基づき算出しています

メーカー希望小売価格：オープン
■外寸法：W330×D185×H525mm ■質量：約4.8Kg
■消費電力：62W（ターボ）/16W（強）/9W（中）/6W（弱）
■運転音：65dB（ターボ）/55dB（強）/45dB（中）/35dB（弱）

メーカー希望小売価格：オープン
■外寸法：W410×D210×H640mm ■質量：約6.4Kg
■消費電力：86W（ターボ）/ 20W（強）/ 11W（中）/ 6W（弱）
■運転音：65dB（ターボ）/55dB（強）/45dB（中）/35dB（弱）

※試験方法：一般社団法人 日本電機工業会 規格 JEM1467
「家庭用空気清浄機(付属書B 脱臭性能試験)」に基づき、運
転は「ターボ」モード、電源電圧は100V(50Hz)。試験に使用し
た空気清浄機は、AeraMax DX95。

※数値はHEPAフィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。HEPAフィルター
では0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。PM2.5とは、2.5μm以下
の微小粒子状物質の総称です。

交換用フィルター
カーボンフィルター
■交換目安：約3か月に1回
■入
数：4枚（1年分）
メーカー希望
小売価格

品番

JANコード

DX95

9324202

4521576932428

オープン価格

DX55

9324102

4521576932411

DX5

9324002

4521576932404

TRUE HEPAフィルター
■交換目安：約1年に1回
■入
数：1枚（1年分）

特別価格

メーカー希望
小売価格

品番

JANコード

DX95

9287202

4521576928728

オープン価格

オープン価格

DX55

9287102

4521576928711

オープン価格

オープン価格

DX5

9287002

4521576928704

オープン価格

特別価格
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カートリッジの購入方法が増えました

商品は当日・翌日にお届け！

会員登録は無料!
カウネットの会員登録は無料です。
年会費などは一切かかりません。
FAX機をお持ちの法人のお客様に限ります。

ＦＡＸで
お申込み

必要事項を
記入

申込完了！

カタログお届け
（登録完了）

※2～3日後に最新カタログが届きます

当日配送エリア（関東エリア）

1,000円(税込）以上のご注文で無料配送

東京都

東京２３区内、西東京市、武蔵野市、調布市、
三鷹市、狛江市
神奈川県 横浜市、川崎市
その他エリアにつきましてはお問合せ下さい

お得な商品たくさんあります！！
キヤノン

エプソン

BC-310

対応機種 EP-806A 他

対応機種 iP2700 他

2ヶパック

¥4,748
キヤノン

3ヶパック

¥10,121

(税込）

２パック以上ご注文の場合
１パックあたり¥2,374

商品番号 4218-3877

BCI-351(５色）+350

商品番号 4203-5077

ブラザー

対応機種 MG7130 他

¥9,428

(税込）

３パックセットご注文の場合
１パックあたり¥3,373

LC111BK
対応機種 DCP-J952N 他

2ヶパック

商品番号 4218-3334

IC6CL70

お得情報はこちら
月に2回
『カウネットとくとく便』を
配信中。

2ヶパック

¥1,944

(税込）

２パック以上ご注文の場合
１パックあたり¥4,714

商品番号 4213-9645

(税込）

２パックセットご注文の場合
１パックあたり¥972

すでにご利用中のお客様へ
お客様のご都合に合わせ、ご請求書のおまとめや、お支払サイト変更のご相談も
お受けいたします。より便利にご利用いただけますので担当営業までお問い合わせください。
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集中ダストスペースで
オフィスの美観向上＆エコ意識もアップ！
【課題】

Renew.1

・ごみ箱が点在し、見た目も悪く、通行の邪魔になる
・毎日のごみ出し作業に手間がかかる

BEFORE

AFTER

・執務スペースのごみ箱を撤去、オフィス中央スペースに集約。
・ごみの分別、リサイクルを促進、環境意識も向上しました。

【社員の声】 実際に使ってみて・・・
入社当初からゴミ箱が近くにない状態ですので、違和感はありません。
ゴミを捨てに行くと、違う部署の先輩方とも何気ない会話が生まれます。
早く名前を覚えていただけることも、ゴミ箱のおかげ(？)です！
2014年度 新入社員

松為 陽平

ゴミ箱の近くにはシュレッダーもあるため、大事な情報が記載されている
書類はすぐに捨て（細断）に行くようになりました。もしゴミ箱が席の近く
にあったら間違えて大事な書類もまとめて捨ててしまう恐れがあるため、
情報漏えいのリスクも減っていると思います。
2014年度 新入社員

渡邊 瑞希

ステラグループでは、業務改善、オフィス環境改善の実例としてオフィスを公
開しております。ご見学希望のお客様は弊社担当営業・サービスマンにお申し
付けください。社員一同心よりお待ち申し上げております！
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ファクスの誤送信、経験ありませんか？
ファクスの誤送信は情報漏えいにもつながるので非常に気を
つけなければならないものです。
今回は誤送信防止のセキュリティ強化の対策をお教えします！

① 新規宛先への送信制限をかけると、送信が許可されるのは登録済みの宛先のみになります。
設定方法 ※設定するには管理者モードでログインする必要があります。
［設定／登録］→［ファンクション設定］→［送信］→［共通設定］
→［新規宛先の制限］ →[ファクス]をONに変更。 【初期設定 ：OFF 】

② 間違った番号の入力を防ぐため、確認入力を行う画面が表示されます。
設定方法 ※設定するには管理者モードでログインする必要があります。
［設定／登録］→［ファンクション設定］→［送信］→［ファクス設定］
→［ファクス番号入力時の確認入力］ をONに変更。 【初期設定 ：OFF 】

③～⑥の対策
※サービスマンによる設定が必要な為、ご相談ください。

18 ※その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

第五回へつづく

Facebookページで好評の弊社の部署、社員紹介です
ぜひステラ社員の素顔をお楽しみください！
★ステラグループFacebookページには、
弊社ホームページ右側のリンクボタンからアクセスできます。
FacebookページURL： https://www.facebook.com/stargp.jp

ステラの
Face of Stellar Group

【7月23日掲載】
サポートセンター

私たちサポートセンターはオフィス機器をご利用いただい
ているお客様からの故障のご相談やオフィス機器用のイン
ク、トナーカートリッジ、用紙等の消耗品のご注文受付窓口
として日々、お客様からのお電話をお受けしております。
私たちは、お客様のお話を真摯にお伺いし、お客様の立場
に立ったスピーディーな修理手配・ご対応と、正確な消耗
品の発注手配を心掛けています。
サポートセンターは、情報共有が要となる課です。お客様
の状況や修理に伺うCE・SEの状況など、常に社員同士の
コミュニケーションを取りながら業務に取り組んでいます。
そのため、チームワークはとても良いと自負しています。
さらに、チームワークの強化を図るべく（!?）区切りとなる時
期には業務後に大好きなエスニック料理などを皆で食べに
行き、コミュニケーションを深めています。
お客様へ。
お困りごとがありましたら弊社へご相談いただければと思
います。弊社全員で解決いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

▼Facebookページへのアクセス方法
まずは、「ステラグループ」で検索
弊社ホームページにアクセスしてください

Facebookページへのリンクボタンがございます

※Facebookのアカウントを持っていらっしゃらない方でもご覧いただけます！
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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。
いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
残暑お見舞い申しあげます。
今月、ぜひ読んでいただきたいのは、
マイクロソフトのWindows Server 2003のサポート終了に関する
ページでございます。
少し前に、Windouws XPのサポート終了が世間を騒がせましたが、
今回のWindows Server 2003の件は、それ以上に、大きなリスクが危惧されます。
まずは、ご一読くださいますようお願い申しあげます。
また、弊社にはその対策に詳しいスタッフが揃っておりますので、
ぜひお気軽にご相談くださいませ。

代表取締役社長 川井昇

残暑厳しき折柄、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。

■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11F
TEL: 03-5804-8780
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
TEL: 042-525-2146
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
TEL: 0422-52-8351
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2F
TEL: 045-651-7421
<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■

ステラリンク編集長の武藤です。いつもお読みいただ
きありがとうございます。
9ページでPCA販売管理ソフトに関連して、職場意識
改善助成金についてご紹介させていただきましたが、
知っているとお得な設備投資への助成金や減税の制
度、調べてみると実は結構あるんですね。適用の条件
等細かく設定されていますので、なかなか弊社からのご
提案は難しいのですが、ぜひお気軽にご相談いただけ
ればと思います。
それでは次号もご期待ください！
★ステラリンクのバックナンバーを
ホームページでご覧いただけます。
http://www.stargp.jp/stellar-link/
システム・ソリューション営業2課

<経営理念>
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Canon imageWARE Desktop 電子化業務の課題
お客様満足度向上のための独自の顧客管理システム SAS
オフィス移転は今がチャンス
Windows Server 2003サポート終了！企業へのリスクは？
ホームページもステラにおまかせ！ホームページ丸々パック
職場意識改善助成金とは？ PCA商魂・商管X
Macにピッタリ。おしゃれなUSB接続SSD
Microsoft Office 365特集「メール環境のセキュリテイ」
Fellows 空気清浄機 AeraMax PM2.5対応
カートリッジご購入について オフィス通販カウネット
ライブオフィスここが見どころRe①
コピー機のお役立て情報④「FAX誤送信防止」
ステラの人 Face of Stellar Group ⑥

武藤

弊社システムサポート担当がTwitterをやってます！
日々いろいろな情報をつぶやきますので@Stellar_Support をフォローお願いします。

