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★ネットバンク不正送金被害急増中！

セキュリティ強化におすすめ「ＨＯＭＥ」
★トラブルまるごとサポート

ステラの保守サービス

Office Saver

★ホームページつくるなら

ホームページ丸々パック

ステラオリジナル
顧客管理システム

--SASSAS-

・お客さまの情報をひとまとめ
・見積、ご購入の履歴を全社で共有

お客さまの業務に合わせた
カスタマイズも可能です！

★新プラン発売開始！

Microsoft Office365
Business シリーズ
お求めやすく、ますます便利に。

◆定期連載
・コピー機お役立て情報 ⑤
・ステラの人 ⑧
・ライブオフィスここが見どころ Renew③

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！
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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。

お客様情報
販売情報

お客様の情報を一元化
御見積やご購入の履歴を全社で共有

ご使用機器情報
その他機能

ご使用機種、修理履歴などを管理
配送手配や消耗品発注機能

機能ご紹介 ②販売情報
お客様に提出する見積書を作成
できます。見積は新規作成、校正、複製
など提出履歴を残しながらさまざまな
作成が可能です。
お客様ごとの購入履歴も全て閲覧可能！
どのお客様になにをご販売したかを
確認できます。
⾒積作成画⾯

Macで使えます！
購⼊履歴⼀覧画⾯

カスタマイズして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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10月1日 Office365 Businessシリーズ発売！
●Office365は、Businessシリーズ（従来のStandardに相当）を追加しました。

Office 365はこんなにお得！
Office 2013 インストール2台まで（会社保有に限る）

Office 365 インストール5台までOK（⾃宅その他、他の端末でもOK）

これからの買い方
①Officeのみ利⽤したい⽅
■Office365 Business ⇒年額
¥9,600/ユーザー NEW
■Office365 ProPlus
⇒年額 ¥13,920/ユーザー
②メール・予定表・グループウェア・WEB会議
■Office365 Business Essentials ⇒年額 ¥4,920/ユーザー NEW
■office365 E1
⇒年額 ¥7,920/ユーザー
③Officeとメール予定表・グループウェア・WEB会議
■Office365 Business Premium ⇒年額 ¥12,360/ユーザー NEW
■Office365 E3
⇒年額 ¥21,600/ユーザー
Office 365 Business/ProPlus
・インストール版Office（5台まで）
・オンライン版Office
・いつでも最新版を利⽤

Exchange Online
・メールボックス50GB/人
・予定表、会議室、備品利⽤管理
・独自ドメインにも対応
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Sharepoint Online
・10GB+1ユーザ500MBの⼤容量
・1人1TBの個人オンラインストレージ
・情報共有からイントラ、ワークフローまで

Lync Online
・在籍確認、チャット、音声通話
・ファイル・デスクトップ画面共有
・大人数でのWeb会議

10月1日 Office365 Businessシリーズ発売！
Office 365機能詳細比較
Business
Business

Enterprise

Business
Business
Essential
Premium
s

ProPlus

E1

E3

月額課金
9,600
4,920 12,360 13,920 7,920 21,600
利用ユーザー数 – 上限
300
制限なし
サポート
平日9時～17時30分
24時間365日
1ユーザー5台までデスクトップ版のOfficeをPC / Macにイ
ProPlus
Business
Business ProPlus
ンストール可能
タブレット・スマートフォンからのOffice利用




Web版Officeによる表示・編集






組織内個人用クラウドストレージ（OneDrive for Business）






メール・予定表・連絡先 (Exchange)




在籍確認・Web会議・インスタントメッセージ (Lync)




共同作業ポータル (SharePoint)




ソーシャル (Yammer)




Active Directoryとの統合






ハイブリッド展開



Delve, Video content management等の新サービス


コンプライアンス・アーカイブ （訴訟ホールド等）

情報保護（IRM , DLP等）


Office Business と Office 2013 Standard

Office 365 Business
9,600円/年
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Office 2013 Standard
46,400/本
5年目に買い替
える場合

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

Offce 365 Business

9,600

19,200

28,800

38,400

48,000

57,600

67,200

Office 2013 Standard

46,400

46,400

46,400

46,400

92,800

92,800

92,800

Office 365は従来のライセンス版に比べても決して割高になることはありません。
常に最新のOfficeを⼀定の費⽤のなかでご利⽤頂けます。
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インターネット・バンキングの不正利用被害を未然に防ぎましょう
専任管理者がいなくても、インターネットセキュリティを強化し、
社内の情報共有と活用を強化できる月額課金型サービス

ネットバンク法人口座の不正送金被害が急増！
■インターネットバンキング
国内不正送⾦被害額
（出典元：警察庁）
2014年5⽉時点で、前年の
被害総額を超えました。
法人口座の被害も急増して
います。

被害件数：
約1,300件

被害件数：
約900件

被害総額（億）
15
10
5

2013年

★法人口座被害額★
2013年：9,800万円
↓
2014年（5月時点）：
48,000万円

2014年 1⽉〜5月

■手口は主に２つあります
①偽装メールによるフィッシングサイトへの誘導 （複合攻撃）
②コンピュータ・ウイルス （新種・亜種が続々出現）
Ａ）ＩＤ＆パスワード窃取ウイルス
Ｂ）バックドアウイルス／ボットネットウイルス （PCへの不正侵入・乗っ取り）
Ｃ）不正送金ウイルス （不正送金を自動実行する）
【手口①】
偽装メールは、まるで本人宛の
ようにやってきます・・・
【攻撃者】

【手口②】
ウイルスによっては、自動で
不正送金を実行するものまで・・・

銀行やクレジット会社からの
メールを偽装して、偽装サイ
トへ誘導します

偽装サイト

入力されたＩＤやパスワードを盗み、
不正送金に悪用します

【攻撃者】

正規銀⾏
ホームページ
正規の銀行ホームページにアクセスしても、
ウイルスにＩＤやパスワードを盗まれます

【ご存知ですか？】個⼈⼝座と法⼈⼝座では、銀⾏の補償対応が異なります！
○個⼈⼝座は、不正送⾦被害から1か月以内であれば補償されます。
△法⼈⼝座の被害に対する補償は、各銀⾏の判断です。 （2014年5月全銀協発表）
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HOME-UNITがお客様のネットバンク口座を守ります！
効果①
効果②
効果③
効果④

アンチスパム機能による偽装メール対策
Webフィルタリング機能による偽装サイトアクセス遮断
アンチウイルス機能によるウイルス感染対策
不正侵入検知/制御機能によるボットネット通信の遮断

社内

社外
ウイルス

不正アクセス
不正侵入や
PCの乗っ取り
迷惑メール

ブロック

アンチウイルス

ブロック

ファイアウォール

ブロック

不正侵入
検知/制御

振り分け

アンチスパム
Web
フィルタリング

ブロック

ブロック

ウイルス流出

ボットネット
の通信
迷惑メールを振り分け
別フォルダに受信

ブロック

悪質Webサイト
へのアクセス

セキュリティー無料診断キャンペーンを実施中！！
１週間の診断期間終了後に“セキュリティー実施報告書”を作成致します。

お客様のオフィスに迫る危険をご確認して頂き、
安心安全なオフィスについてご説明させて頂きます。
セキュリティー無料診断キャンペーンの詳細は、
弊社 担当営業に御問い合わせ下さい。
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Stellar Storage Server ご紹介
Storage Server（ストレージ・サーバー）とは必要最小限の機能を持たせ
たWindows Serverです。
また、通常のサーバーに必要なCAL（クライアント・アクセス・ライセンス）が
不要なため、導入コストを抑えることができる商品です。
トータル累積コスト対⽐

⼀般的なサーバーの基本構成例

100
・サーバー本体
Windows Server

+

80

40

・無停電電源装置

Storage
Server

20

・電源管理ソフト

※停電発生時にサーバーを安全に停止

0

万円

+

汎用
Server

60

・バックアップ用
USB外付けHDD

※大事なデータのバックアップ用

（※別途、保守料⾦も必要）

1年目

2年目

3年目

「Stellar Storage Server」が安価な理由
・必要最小限のサーバー機能だから。
・対応ソフトウエアーが少ないから。
・使用人数分のCALが不要だから。
・ステラグループ・オリジナルパック商品だから。

「Stellar Storage Server」のセット内容
●サーバー本体
I/O DATA製
HDL-Z2WM4C2
信頼性の高いハー
ドディスク「WD
Red」を採用した
新製品

+

●バックアップ
用外付けHDD
I/O DATA製
RHD-UX2.0L
カートリッジ交換
型の外付ハード
ディスク

+

●無停電電源装置
(UPS)
OMRON製
BY35S
停電発生時にサーバー
にシャットダウン信号
を送り安全に停止

３年間訪問保守付きで
※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。

8

※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。

経 済 産 業 省 が 国 内 電 力 事 情 改 善 の一 環 と し て、

補 助 金 制 度 を 開 始 しま した 。

既存情報システムを、経済産業省認定の省エネルギー型クラウド

/もしくは

1

/が補助金として交付されます。

サービスに移行する事により、省エネルギー化が図れた場合は、移行に
かかる費用の

3

5

これ を 機 に社 内 シ ステ ム のク ラ ウ ド 移 行 を ご検 討 下 さ い。

種 申 請 書 作 成 等 、サ ポ ー ト 致 し ま す 。

補 助 対 象 のク ラ ウ ド サ ー ビスの紹 介 、移 行 実 作 業 や 、各

1

クラウド化の
チャンスだにやぁ

今、社内サーバをクラウドに移⾏すると
国から【補助⾦】が交付されます！
クラウド業者の指定、条件等ございます。
まずは担当営業までご相談ください。
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次ページで補助対象となるクラウドサービスをご紹介いたします ＞＞＞

SII/CLOUD26

サーバのクラウド化を検討の事業者様へ
✔コスト削減
✔BCP／DR対策
✔Windows XP/2003 サポート終了対策
✔情報漏洩等のセキュリティ対策

“快得クラウドSP”へ移⾏すると
国から【補助⾦】が交付されます！
＝経済産業省が国内電⼒事情改善の⼀環として、補助⾦を開始！！＝
既存情報システムを、経済産業省認定の省エネル
ギー型クラウドサービスをご利⽤頂く事により、省エ
ネルギー化が図れると、かかる移⾏費⽤の1/3もしく
は1/5が補助⾦として交付されます。

オンプレミス環境

「㈱イーツからのご支援」
■情報システムの移⾏に関するご相談
■移⾏作業におけるご⽀援
■補助⾦に関するお問合せ
■各種申請のお手続きに関するご支援
■クラウドサービスに関するお問合せ
弊社担当営業及び担当エンジニアが

「全⼒でサポート！」します。

この機会に是非ご検討を！
＜経済産業省代⾏執⾏団体について＞
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(略称：SII)
URL：https://sii.or.jp/cloud26/
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オフィス環境

iDCハウジング環境

SII/CLOUD26

特⻑

FULL-CUSTOM

HIGH-SPEC

「快得クラウドSP」の第⼀の特⻑は、その高い性能です。バックエンドネットワー
クには10Gbpsの高速回線を採用。ストレージにはNetApp社の高性能スト
レージ、サーバも高品質に着目して選定されています。仮想化技術は実績の
VMware vSphereを採⽤。これらの総合⼒で実現される⾼いパフォーマンス
こそが快得クラウドSPの優れた特⻑の⼀つです。

快得クラウドSPの第⼆の特⻑は様々なご要望にお応えできる高いカスタマイズ性
です。あらゆるお客様のITビジネスプラットホームとしてご利⽤頂けます。
Vシリーズ

VPシリーズ

DHシリーズ

ストレージ
サービス

ハウジング

監視・運用

企画、開発に専念したいオンラインゲーム配信事業者様なら、VPシリーズで仮想プライベー
ト環境を構築、突発的な高付加時にはVシリーズでサーバを追加、日々増大するアクセス
ログの保全にはストレージオプションをご利⽤下さい。運⽤・監視もまるごとお任せ頂けます。
Vシリーズ

PRO-OPERATION

VPシリーズ

DHシリーズ

ストレージ
サービス

ハウジング

監視・運用

運⽤監視も⾃社に⾏うWeb広告事業者様なら、Vシリーズの安価な仮想ホスティングをメ
インでご利⽤頂き、DBサーバのみ(超高負荷時に備えて)DHシリーズでの物理サーバホス
ティングをご利⽤頂く、仮想物理連携がおススメです。

快得クラウドSPの2つの特⻑に加え、イーツは多くのシス
テムを⻑年にわたってお預かりし、その運⽤をお客様に
代わっておこなってきた運用のプロ集団です。

Vシリーズ

VPシリーズ

DHシリーズ

ストレージ
サービス

ハウジング

監視・運用

監視から手順書によるカスタム運用、高負荷対策まで、
幅広くお任せ頂けます。
社内基幹システムのクラウド化をご検討の企業ユーザ様には、VPシリーズで仮想プライベー
ト環境の実現をおススメします。もちろん仮想化の難しいシステムはハウジングラックでお預か
りも可能です。重要データのバックアップ先としてストレージオプションもご利⽤頂けます。

サービスメニュー
タイプ

サブカテゴリ

メニュー

DHシリーズ

本体

ストレージ
サービス

オンラインデータ
アーカイブデータ

Small 30
Medium 30
Medium 300
Large 60
Exlarge 120
Super Exlarge 300
リソース追加(CPU)
リソース追加(MEM)
リソース追加(HDD)
VP-Small
VP-Medium
VP-Large
リソース追加(MEM)
リソース追加(HDD)
DH-Small
DH-Medium
DH-Large
OnLine 100
Archive 100

タイプ

サブカテゴリ

メニュー

クラウド共有回線

Black
White
Bronze
Silver
Gold
Platinum
Rainbow

本体

Vシリーズ
オプション

本体

VPシリーズ

オプション

インターネット
接続回線

タイプ

メニュー

共有型ロードバランサー

標準負荷分散
VIP追加
RIP追加

タイプ

メニュー

共有型ファイアウォール

標準ファイアウォール
ポリシー追加

CPUリソース
(fCPU=GHz)*
1 fCPU
2 fCPU
2 fCPU
4 fCPU
8 fCPU
12 fCPU

仮想CPU数
(vCPU)*
1
1
2
2
4
4

6 Core × 2
6 Core × 2
6 Core × 2

メモリ
(GB)
2
4
4
8
16
32

32
48
64

4
8
24

4 Core × 1
4 Core × 1
6 Core × 2

HDD
(GB)
30
30
300
60
120
300

300
450
600

146×2
300×2
600×2

I/F
(Gbps)
10
10
10
10
10
10

10
10
10

1×4
1×4
1×2, 10×2

標準OS

契約単位*

CentOS
CentOS
CentOS
CentOS
CentOS
CentOS

1 VM
1 VM
1 VM
1 VM
1 VM
1 VM
1 fCPU
0.5 GB
30 GB
1 VPS
1 VPS
1 VPS
0.5 GB
30 GB
1サーバ
1サーバ
1サーバ
100 GB
100 GB

CentOS
CentOS
CentOS

CentOS
CentOS
CentOS

回線帯域上限
(Mbps)
10
30
50
100
200
300
1000
VIP数
(Global IP)
1
1

Port数
(Group)
2
2

Global IP

ポリシー数

最大ポリシー数

契約単位

5
5

30

1 IP
5 ポリシー

ご利⽤の制限

共有回線10Mbps
ﾄﾗﾌｨｯｸを含む
(契約単位5VMまで)
最大3GHz×4/VMまで
最大48GB/VMまで
最大2TB/VMまで
共有回線100Mbps
ﾄﾗﾌｨｯｸを含む
最大64GBまで
最大2TBまで
インターネット回線は
オプション
2TB/1ボリューム
3TB/1ボリューム

契約単位
1
1
1
1
1
1
1

回線
回線
回線
回線
回線
回線
回線

RIP数/1Port

Portの制限

RIPの制限

契約単位

30
30
10

2
2

60
60

1 VIP
1 VIP
10 RIP

DHシリーズ
Vシリーズ、
DHシリーズのみ

V,VPシリーズ本体

V,VPシリーズ本体
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経営者のみなさまへ

導入実績5,000法人突破！

コスト削減・⾒える化

会社を変える①
システム購入の場合

PCAクラウドの場合

・サーバー機器費用→資産
・ソフト費用→資産（バージョンアップ費⽤は都度）
・機器構築費→資産
・ソフト設定・導入費→資産
・サーバー保守料→管理費（毎年かかる）
・ソフト保守料→管理費（毎年かかる）

・ソフト利⽤ライセンス料→管理費
・サーバー利⽤ライセンス料→管理費
※保守料・バージョンアップ費⽤はライセンス料に含まれます！

さらにかかる費用が・・・

『PCAクラウド』の場合、
資産ではなく費用としての計上が
可能なため、予算化しやすくなります。

・サーバー場所代→家賃
・サーバー電気代→水道光熱費
・システム管理者人件費→人件費
・停電対応→人件費
・事務所移転対応→管理費

会社を変える②

短期導入

＜従来のシステム導入＞ 所有型の例
⾒積

設置
設定

納品

＜PCAクラウドなら＞
⾒積

会社を変える③

利⽤申込

保守契約

固定資産
登録

利⽤型の例
『PCAクラウド』なら、1ヶ⽉の無料体験からの
導入が可能。短期間でシステム導入・運用スタート！

いつでもどこからでもデータを確認

『PCAクラウド スマートデバイスオプション』は『PCAクラウド』をご利⽤のお客様なら無償で
ご利⽤いただけるiPad/iPhone専用アプリです。
『会計Xモジュール』には「出納帳⼊⼒」「出張旅費精算」機能を搭載。
『商魂Xモジュール』には「当月当日売上状況」「得意先照会」「商品在庫照会」機能を搭載。
外出先や出張先からスピーディにリアルタイムな情報を確認できるので、
忙しい経営者の方にオススメです！
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会社を変えた導⼊事例
9カ所の営業拠点から同時接続で会計処理
【クラウド導入後】
『PCA会計X クラウド』

（クラウド導入前）

『PCA会計 with SQL』
旧バージョン

≪主に使用する機能≫

本社

○振替⼊⼒ ○仕訳検索修正 ○仕訳帳
○合計残高試算表 ○損益計算書 ○貸借対照表

大阪

≪PCA会計Xを選んだポイント≫

●『PCA会計』旧バージョンとほぼ操作性が変わらない
●販売管理システム（旅⾏業専⾨）との相性を重視

その他
3拠点

札幌

≪PCA会計としての利点≫

●Excelデータへの貼り付け・データ抽出
●CSVデータとして利⽤しやすい

9カ所の拠点から
クラウドによって同時接続
同時⼊⼒が可能に
仙台

京都

福岡

『PCAクラウド』の「初期費用がか
からない」「保守費用・バージョン
アップ費⽤が⽉額利⽤料に含ま
れる」「遠隔地の接続もスムーズ」
などのメリットを活用し、クライアン
トサーバー型の『PCA会計』から
移⾏。
システムダウンもなくスムーズに
移⾏・導⼊いただきました。

WindowsXPサポート終了をきっかけに導⼊
『PCAクラウド』なら使用中のOS
がサポート終了になった場合でも、
会計ソフトの買い替えは不要。
ポイントとなっていた会計事務所
とのやりとりもスムーズ。
クライアント数を増やしたい場合も
『PCAクラウド』ならすぐに対応
できます。
月次決算の早期化も実現。

グリーンITに貢献でエコ！
自社にサーバーを置かないので、サーバーの電気代がかからなくなります。
さらに、低消費電⼒を実現し、節電・停電対策になります。

『PCAクラウド』とは
テレビCMでもおなじみの「PCAクラウド」は自社にサーバーや専用ネットワーク
回線がなくてもPCAの豊富なラインナップの業務ソフトを複数拠点で同時に
使用できるソフトウェアの利⽤サービスです。
災害に強いデータセンターを関東・関⻄の2カ所にご用意しています。
ウイルス対策・データの暗号化・データのバックアップも万全です。
さらに、消費税率改正時にバージョンアップ料⾦が不要です。
最新ソフトに無償でバージョンアップができるので、
消費税率10%改正時（予定）にも安心です。
※掲載している内容は、2014年8月1⽇時点の情報をもとに記載しております。改正内容の変更により、対応⽅法が変更される場合があります。

ピー・シー・エー株式会社
〒102-8171

千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル

TEL:03-5211-2700
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使えるサービス!! SuperDesktop

instruction

クラウド上のパソコンサービス

SuperDesktop

社内でも外出先でも同じデータにアクセスしたい！
！
いつでも,どこでも,iPadでもログイン
とにかく重要なデータを保全したい！
！
クラウドバックアップサービスで超安心
会計・給与などの専用端末が壊れたら困る！
！
大事な１台だから専用端末をクラウドへ
14

15

16

17

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
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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。

おすすめ商品インフォメーション
突然の落雷が原因でパソコンやネットワーク機器、OA機器に不
具合が起きることがあるのをご存知ですか？
そんな突発的な事故を未然に防ぐため、弊社では⼿軽に雷対策
が出来る商品をご提供致します。
突然の落雷による雷サージ(異常電圧)から、パソコン
やAV機器などの精密機器を保護するタップです。
最大サージ電圧12,500Vの⾼性能雷サージ吸収素子
(バリスタ)を内蔵しています。パソコンなどの精密機
器は、わずかなサージでも動作異常や、回復不能な故
障が発⽣する可能性がありますので、雷ガードタップ
は、落雷から⼤切な機器類やデータを守るのに、⾮常
に有効なアイテムです。

狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用
発火の恐れもあるトラッキングを防止する絶縁キャップ付
丈夫で安心の二重被ふくコード
熱に強い構造 （ユリア樹脂二重構造）
これでバッチリ！

価格(⼀例)
商品名

コード⻑

色

差込口数

定価

T-KE03-2420WH

2.0ｍ

白

４

¥2,200

T-KE03-2430WH

3.0ｍ

白

４

¥2,300

T-KE03-2620WH

2.0ｍ

白

6

¥2,400

T-KE03-2630WH

3.0ｍ

白

6

¥2,600

上記は商品の定価（税別）となります。ご提供価格や取付作業料は担当営業までお問い合わせください。
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「カスタムメニュー」を使っていらっしゃいますか？
これは、よく利用する設定をワンボタンで実行できるよう
にする機能です。
今回はこちらの登録方法についてご紹介いたします！！

面倒な設定を
ワンボタンで
呼び出すことが
できます！

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート1課 平手

① カスタムメニューに登録したい設定を
コピーやスキャンの画面で設定します。

② 右上の アドバンスマーク を押した後
「カスタムメニューに登録」を選択します。

③ カスタムボタンを押した際に
即スタートにするか、いちど確認画面を
表示するかの設定を行います。
※部数など設定を変更する
可能性がある場合は「即ス
タート」をOFFにすると変更
が可能です。
※カスタムメニュー機能は
iR-ADV機のみの機能です。
また、機種によって登録でき
るボタン数が異なります。

④ 「マイボタン」または「共有ボタン」を選択
※アドバンスマークを押すと
メニューが表示されます。
※コピーを使うときの初期
設定（デフォルト設定）の変
更もここでできます。

※マイボタンは認証機能を使用している
場合のみ表示されます。

⑤ 最後にボタンの名称と補足コメントを
入力しカスタムメニュー登録完了です。
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第六回へつづく

ステラグループの保守サービス（Office Saver）
突然

パソコンやOA機器の不調は
やってきます。
そうなる前にステラグループの保守サービス
『Office Saver（オフィスセイヴァー）』に是非おま
かせください！
ＦＡＸやプリンターのほかに、Windows PC・Mac・
サーバー・NAS・ネットワーク機器・LANなどワンス
トップでサポートいたします。

まずはご相談ください！
■おもな保守料⾦

Windows PC／Macサポート

※自作PCなどは対象外

パソコン単体の不具合に関して、障害切り分けから復旧作業をオンサ
イト（訪問）で実施いたします。また、メーカー修理が必要な場合は、
代⾏して修理⼿配もいたします。※

ネットワークサポート

※PC/Macサポートの追加メニュー

インターネット接続不良に伴うメール送受信エラー、印刷ができない、
などのネットワークトラブルの復旧作業をオンサイトにて実施いたし
ます。※

Serverサポート

(Windows2008・Windows2012）

※自作PCなどは対象外

サーバ単体の不具合に関して、障害切り分けから復旧
作業をオンサイトにて実施いたします。※
※上記保守サービスは、不具合時の切り分けおよびシステム（OS)修復を⾏う契約となり、ハード的不具合により部品交換が発⽣した際には、メーカの保証規定に準じた部品代⾦等が必要となります。
（ハードウェア保守締結時は除く）

ハードウェアサポート
ハードウェア（FAX・プリンタ・コピー機・その他周辺機器
等）のメンテナンスを実施いたします。（サービス内容は各
メーカーサポート規定に準じます）※
※保証期間内であっても当サービスにご加⼊頂いていない機器の修理対応は有償となります。
※機器の移動、お客様のご要望によるシステム構成の変更作業は保守対象外とさせていただきます
※上記保守サービスはデータを保証するものではありません。また、トラブルによって万⼀データの破損等が発⽣した場合に関しましても、当社では⼀切保証致しかねますことを予めご了承ください。
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様々なオフィス機能を集約した
マグネットスペース！
【課題】

Renew.3

BEFORE
AFTER

・打ち合わせスペースが点在しており、
簡単なミーティングなど行うこと自体が億劫になっていた。
・オフィス機能が分散しており、社員同士のちょっとした
コミュニケーションをとる機会が少なかった。

活用しにくい点在した打合せスペース
機能を集約したマグネットスペース。偶然の出会いも演出。

オフィス機能をマグネットスペースに集約
・打ち合わせスペースの有効活用。
・社員が引き寄せられるスペースでのコミュニケーション向上。
【社員の声】 実際に使ってみて・・・
オフィスの真ん中にコピー機や文房具などが集約されているため、全社
員が一日一回は必ずマグネットスペースに足を運びます。マグネットス
ペースのおかげで他部署の方々とも自然にコミュニケーションをとるこ
とができます！新⼈が先輩⽅に⾃分をアピールできるのに良い場所と
なっております。
ドキュメント・ソリューション営業部 オフィス営業2課

山室 琴音

マグネットスペースは即座に会議ができるところが⾮常に魅⼒的です。
使いたいときに即座に使えるので業務効率も向上できます。この場所で
働く人がマグネットに自然と引き付けられるようにとこの名前になりま
したが、名前以上の効果が出ていると僕は思ってます！！
ドキュメント・サポート部 ドキュメント・サポート2課 齋藤 ⿓也

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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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

【9月19日掲載】

活躍しております。1日に発する言葉の9割はひとりごとです。

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート３課

左より2番目は同じくシステム・サポート推進課の松村です。
システム・サポートのレジェンドです。松村になおせないトラ
ブルはありません。お客様のことを考え物事を突き詰める姿勢、
今でもシステム・サポートに脈々と受け継がれています。そし
てもうひとつ突き詰めるもの、それは「Perfume」です。本人
に確認してませんがおそらく「かしゆか」が好きなはずです。

（飯田橋・本社オフィス）
私たちは主に文京区、千代田区、中央区、江東区、台東区を
メインに6名体制で機器のメンテナンス活動を行っております。
知識が豊富なベテランと期待の若手との年齢の幅はありますが、
チーム力では他に負けません。ベテランは常に若手の手本とな
り、メンテナンス機の講習会を定期的に開催しています。
打ち合わせなどではやはりベテランの発言が多くなりがちで
話が長くなるメンバーもいますが飲みの席などでは若手もここ
ぞと調子に乗ってきます。打ち合わせも全員が発言しやすい環
境を考えています。
ドキュメントサポート3課はお客様への丁寧な対応を心掛け
ております。お困りごと、ご要望等ございましたら、何なりと
お申し付けください。
【DS3課の嬉しいニュース♪】
キヤノンの主催する技術者のコンテストが毎年開催されます
が、我らDS3課のもっとも若手である碓井が二次予選へ進出し
ました！さらにはもっともベテランの鈴木が理想科学工業主催
のコンテストで二次予選に進出！日頃の鍛錬の積み重ねが形に
なった瞬間。嬉しいとともに2名にはもっとがんばっていただ
きます！
【DS3課の豆情報！】
課員6名中4名がジャイアンツファンですので今年の日本シ
リーズは全員で近所の東京ドームへ行こうと企んでいます！

真ん中はアップル・ソリューション推進の大島です。長い間
当社のトップセールスとして君臨し続けたまさに伝説の営業マ
ンです。アップルとDTPを語らせたら日本一かもしれません。
とにかく大好きで、製品に惚れ込み執着しお客様へ自信を持っ
てお勧めする、好きだからこその説得力。まさにプロダクト営
業の鑑です。何を聞いても答えてくれますのでご興味ある方は
是非いろいろ聞いてみてください。もうひとつ大好きなもの、
それは「音響」です。ご興味ある方はこちらも聞いてみてくだ
さい。ただし止まりませんので2時間ぐらいは覚悟してくださ
いね。
右から2番目はシステム・ソリューション推進課の私です。
システム系商品・サービス全般の拡販策や仕入交渉などを行っ
ております。レジェンドたちに挟まれた若輩者ですので謙虚に
おとなしくしております（嘘）。
最後に右端は営業推進部部長の二島です。このレジェンドた
ちを統括するには二島しかおりません。超放任主義で全員自由
にやらせてもらえることでレジェンドたちの能力をうまく引き
出しています。ただし「超放任主義とは何であるか？」ここに
は触れずにおいておいた方がいいですよね？部長？ひとつだけ
言えること、我々に自由を与えても責任はきっちり取って頂け
る信頼できる上司ということです。ちなみに二島・大島・森川
はシステム・ソリューション営業部にも兼務で籍を置いており
ますので、またお目にかかる日が来ると思います。
もう1名山﨑というものがおりますが、お客様先に出向して
おりますので残念ながら写真には映っておりません。山﨑もお
客様先で信頼頂いている非常に能力の高いひとりです。
これからもお客様のために、陰ながら尽力させて頂きます。

【10月6日掲載】

営業推進部
（飯田橋・本社オフィス）
営業推進部の森川と申します。私たちは各事業の営業戦略立
案やパートナー企業との交渉窓口や仕入調整などを行う部署で
す。写真をご覧ください、ベテラン揃いです。誰ですか？老人
ホームみたいって言ったのは？レジェンドたちですよ！
写真左よりシステム・サポート推進課課長の瀬口です。当社
のシステム・サポートの統括を行っております。プロジェクト
名はずばり「未来実現計画」。日進月歩、秒進分歩で変貌する
ITに対してあるべきサポート体制を日々検討しております。以
前はパーマとそのメガネでコワモテの「アニキ」でしたが、現
在は坊主頭の似合うシステム・サポートの良き「兄貴」として

▼Facebookページへのアクセス方法
弊社ホームページにFacebookページへのリ
ンクボタンがございます。
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をお願いいたします。
※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
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。
このところ、2週続けて、台風が猛威を奮いました。
昨今、東日本大震災はもとより、自然の脅威を痛感させられることが、
とても多いように感じます。
自然の脅威と申しますと、雷は、パソコンなどOA機器の天敵でございます。
落雷による、機器が破損したり、データを飛ばしたりなどという被害を
避けるすぐれものがございます。
今号19ページに掲載の「雷ガード」がそれでございます。
転ばぬ先の杖とも申します。ぜひ、この機会にご活用くださいませ。

代表取締役社長 川井昇

不安定な天気が続いております。
お客さま皆さま方におかれましては、くれぐれもご自愛専一の程、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

■INDEX■

★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/
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<経営理念>

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
カスタマイズもOK オリジナル顧客管理システム「SAS」
Microsoft Office 365 ～Businessシリーズ発売～
ネットバンク不正送金対策に「HOME」
Windows Server 2003入替にも最適 Stellar Storage Server
クラウド移行で補助金対象に！「快得クラウドSP」
会社を変える！「PCAクラウド」
いつでもどこでも使えるクラウド上のPC「Super Desktop」

P16
P18
P19
P20
P21
P22
P23

洗練されたデザイン＆充実機能・新POSシステム「AirPOS」
オフィス用品通販「カウネット」のご案内
おすすめ商品インフォメーション「雷ガードタップ」
コピー機のお役立て情報⑤「カスタムメニュー」
ステラの保守サービスでトラブルも安心「Office Saver」
ライブオフィスここが見どころRe③
ステラの人 Face of Stellar Group ⑧

■編集後記■
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。
先日、長男の運動会で年長クラスのリレーに父親代表で出場しました。
結構自信はあったのですが、幼稚園児用の小回りコースに苦戦し、差を
詰めたものの順位を上げることはできませんでした。悔しかったので次
男の時にチャンスがあれば再挑戦したいと思っています。翌日は予想通
り筋肉痛に。日ごろの運動不足を反省しました。「スポーツの秋」です
ので皆さまも何か挑戦してみてはいかがでしょうか。
今月号は最新クラウドサービスからOAタップまで。「何でも屋」ステ
ラグループをよろしくお願いいたします。
システムソリューション営業部 武藤

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

