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■イチ押し！

新年度準備におすすめのオフィス家具のご紹介
ウイルス対策ソフトESETのご導入はステラグループにお任せください！

■商品情報

ＭＦクラウド経費で面倒な経費精算にかかる時間を大幅削減！
スマホが合いカギに！カギ管理システム「カギカン」

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/PC編
第32回「ダウングレード版Ｗｉｎｄｏｗｓ７」について

施工 フロンティアコンサルティング
内装写真 株式会社イントラスト様



人員増加

W2400

ちょっと
席貸して
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ミーティ
ングに

も

使える！

私は外出が
多いのよね

僕は出
張が

多いん
だよな

組織変更

働き方に合わせた「デスク選定」で解決！！

外出が多い営業は

座席を共有！

そこで

両側通路でD700タイプと比べて
200mmスペースが生まれます！

オフィスで標準的な
D700タイプ。

大型ノートPCと書類を
見比べながら作業できる！

図面などを
広げての作業
にも

W2400

標準的な
広さ

1人当たり

W1200

3人座って
作業できる

1人当たり

W800

全員分の
机は置け

ない…

日中は空
席が多い

…

そんなオ
フィスに

オススメ！

すで
に

キュ
ーク
ツ…

コクヨのiSデスクシリーズなら欲しいデスクが見つかる！！

600
mm

700
mm

750
mm

営業系

総務系

技術系

CRT（旧型ディスプレイ）も
使いやすい！

プリンタも
置ける！

D600D600

新年度の準備は
万全ですか？

座席を共有して調整する

裏面へ！

詳しくは

デスクサイズで調整する
ノートPC作業中心の人は
D600で十分！

PCと資料での作業が中心の人は
D700がぴったり！

大きなモニタや書類、部品を扱う人は
D750でゆったり！

新年度の準備は
万全ですか？
人員増加・組織変更に対応しなきゃ。
とはいうものの、

オフィスのスペースは
限られているし…
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4月に間に合う短納期製品もございますのでぜひご相談ください！



オフィスチェアは、
ランバーサポート機能搭載型がおすすめです!!

⼈は、四⾜歩⾏から直⽴して⼆⾜歩⾏への進化の過程で、重い頭部を⽀えるために背骨は自然な
Ｓ字曲線を描くようになりました。
この⽴っている時の背骨のS字曲線が、背骨にとってはいちばん自然な形なのです。
座っている状態でも背⾻を⾃然なＳ字に近づけることが、理想の座り⽅です。

背骨が
アーチ状

背骨・内臓への負担
が強くなる

背骨が
Ｓ字形状

背骨・内臓に負荷を
与えない自然な姿勢

第３腰椎から第５
腰椎付近をサポー
トすることで背骨
は自然の形に近いS
字型になります。

理想の座り方

2017.04.12

「デザイン」と
「人間工学」の融合

inabaのオフィスチェア

その美しさは、
クルマの開発思想から生まれた。

△ エアーランバーサポート

イナバのオフィスチェアは背骨のS字曲線を保つためにランバーサポート機能がついており、
腰の負担と疲労を軽減します。

yera[イエラ]のランバーサポート
は、120㎜の大幅な可動域で、座
る人の体格や好みに合わせ自由に
調整することが可能です。

ランバーサポート

チェアにとって⼀番⼤切な部分で
ある腰まわりをしっかりホールド
しながら、着座する人の動きに合
わせてエアーがサポート。自然な
姿勢をキープして、疲労感を軽減
します。

※メーカー標準小売価格(税別)

¥55,200～¥131,200～
※メーカー標準小売価格(税別)

低価格帯の商品、他メーカー製品もご用意しております。
まずは担当までご相談ください。
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© 2017 FRONTIER CONSULTING INC. All Rights  Reserved.

PICK UP TREND
【今、流⾏りのオフィスデザインは？】
・オフィス移転をしようとするとき、最近はどんなデザインやレイアウトが多
いのか、流⾏っているのか、トレンドが多少なりとも気になるのではないで
しょうか。

最近のオフィス移転のトレンドの一つは「ウッド（木）」です。

おしゃれなカフェやレストランによく取り入れられているように、オフィス
においても内装や家具などでよく取り入れられているほど人気となっていま
す。
自然素材である木材は、断熱性や調湿をする効果があったり、人をリラック
スさせる効果があります。
そのため、オフィスにおいては、リラックスするためのリフレッシュスペー
スをつくる場合には、よく木材の家具などを取り入れることがあります。

【少しの⼯夫でより良い空間を】
・執務スペースのデスクなどの家具においても、木材の優しい木目は多く
取り入れられています。

特に⻑時間、デスクワークが多い職種には好まれる傾向にあります。
⻑時間いることが多いオフィスでは、カフェやレストランよりも、快適
で居⼼地が良い必要があるため、優しい⽊のぬくもりを感じられる⽊材
が好まれるのかもしれません。

大きな内装工事などをしなくても、少しの工夫で取り入れることが可能
なのです、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

Q.テレワークする場所や
制度の整備はしている？

テレワークするならどこでする?

テレワークする場所や制度の整備をしている企業は26.2%に及び
ます。
その具体的な内容としては、「在宅勤務」が19.2%、「専門事業
者等が提供するレンタルオフィス、シェアオフィス等の利⽤」が
6.7％で、両方とも春より、伸びをみせています。

(ザイマックス不動産総合研究所「⼤都市圏オフィス需要調査 2017 秋」よ
り引用)

Q.テレワークする場所や
制度の具体的な内容は？

人気のテレワーク施策は
在宅勤務、レンタルオフィス、シェアオフィス！

レンタルオフィス、シェアオフィス、
コワーキングスペースの違いは？

＜シェアオフィス＞
⾃社だけではない複数の利⽤者がフリーアドレス形式で使⽤するものです、
基本的に占有スペースはありません。安価で利⽤でき、仕事場として⾼い機
能を持ちます。移動時間の短縮や外出先で仕事場の確保をしたい営業パーソ
ンなどに向いており、大企業・中企業によるエンタープライズ契約が進んで
います。

＜レンタルオフィス＞
サービスオフィスともいい、必要なオフィスの設備が予め用意されており、
個室でセキュリティも確保される上、入居したらすぐに仕事ができるのが魅
⼒です。⾃分で事務所を賃貸する際に⽣ずる様々なわずらわしい⼿続きが不
要で、⾼いサービス⼒が⼈気です。士業含め開業の拠点としてや、海外から
展開する際の拠点として向いています。

＜コワーキングスペース＞
コワーキングスペースは利⽤者同⼠が交流を図り、コミュニティを形成する
ことでビジネスを後押しすることができます。
今まで⽇本ではコワーキングスペースは個⼈利⽤が多かったのに対し、今後
は社外リソースとの協業やアントレプレナーシップの醸成を目指す大企業含
め法⼈での利⽤が加速されそうです。
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PICK UP OFFICE 【特集】池袋・東池袋駅周辺のオフィス事情

「不思議な不思議な池袋♪ 東が⻄武で⻄、東武」
と駅前の家電量販店のテーマソングにもなっているように、東⼝
に⻄武百貨店が、⻄⼝に東武百貨店が建ち並ぶ池袋。
最近では、秋葉原に続く⽇本アニメ⽂化の発信地としての存在感
も増してきています。

超高層ビル「サンシャイン60」の竣⼯年である1978年以降、⻑
らく⼤規模開発は⾏われてきませんでしたが、2015年の豊島区
本庁舎の移転に伴う再開発を⽪切りに、続々と計画が進⾏してい
ます。

2016年には国家戦略特別区域のひとつである、「アジアヘッド
クォーター特区」の指定を受けており、今後、更なる発展と変⾰
が予想される注⽬度の⾼いエリアと⾔えます。

▲池袋⻄⼝公園

▲南池袋公園

▲いけふくろう

サンシャイン60 基準階面積 約600坪

◆竣工当時、アジアで一番の高さを誇った歴史的超高層ビル◆

アウルタワー（オフィスフロア） 基準階面積 約300坪

藤久ビル東5号館 基準階面積 約200坪

「東池袋」駅徒歩2分

「池袋」駅徒歩5分

「池袋」駅徒歩8分

豊島区東池袋3-1-1

豊島区南池袋2-25-5

豊島区東池袋4-21-1

サンシャインシティの中核をなす施設と言う事もあり、建物内には、
オフィス区画だけでなく、スカイレストランや展望台、クリニック
フロア等、多種多様な機能が設けられています。
定期的にリニューアル⼯事が⾏われており、現在では⼊居テナント
様専用のリフレッシュスペースと食堂フロアを設置、快適な仕事環
境を用意しています。
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入退室の履歴 オートロック

リモート開閉 カギの有効期限設定
単にスマートホンがカギの代わりになるだけでなく、カギ管理システムから
合鍵を発行することで、すぐに鍵の利用を開始できます。また発行した鍵の
追加、削除、変更、履歴などを一括で管理できます。

カギカンは既存のドアにとりつけることでスマートホンから
カギの開施錠を可能にするスモールオフィス向けの
カギ管理システムです。

解錠・施錠

１台目カギカン基本プラン

月額4,980円（税抜）

2台目以降カギカン台数追加プラン

月額2,980円／台（税抜）

必要な機器（Qrio Smart Lock・Qrio Hub）は月額費用に含まれます
10台以上のSmartLockを管理される場合は事前にご相談ください。

例）５台のSmartLockを管理する場合
カギカン基本プラン×１とカギカン台数追加プラン×４を契約します。

・・・
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ご利用環境について

対応サムターンにつきましては、https://kagican.jp/thumbturn.htmlをご参照ください。

お問い合わせは弊社営業担当までお願い致します
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●本製品に関するお問い合わせ●ステラグループ株式会社各担当営業までお願いいたします



「耐水メディア」に新ラインアップ拡充！
販促活動の幅を広げる最適メディアソリューションをご提案！

① 高画質プリントの屋外掲示による集客アップ効果がねらえます！
② ラミネートなしで、最⻑6ヶ月相当の屋外掲示が可能です！
③ ラミネート不要による⼯数短縮、コストダウンが図れます！
④ 屋内の⽔回りでも使え、利⽤⽤途が拡⼤します！
⑤ ラインアップ拡充で販促物のバリエーションが広がります！

①耐水ポスター合成紙（マット） ②耐水ポスター合成紙（マット）糊付き

ラミネート加⼯なしで、最⻑6ヶ月相との屋外掲示が可能！
キヤノン独⾃の処⽅と純正インク（顔料）により、優れた耐候性を発揮する、合成紙
ベースのポスター用紙です。
従来の水性インクジェット用紙を屋外に掲示するには、ラミネートが必須でしたが、「耐
⽔ポスター合成紙（マット）」は⾯倒なラミネート加⼯なしに、最⻑6ヶ月相当の屋外
掲示が可能です。
雨ざらし、直射日光が当たる屋外に掲出するポスターや生花店や鮮魚店など水濡れの
可能性がある屋内ポスターを手軽に内製化できます。

エアー抜けがよく、貼付への専⾨スキル不要！
「耐⽔ポスター合成紙（マット）」の裏⾯に糊を塗布した、糊付きポスター⽤紙です。
糊面の気泡抜き溝によりエアー抜けがよく、ポスターの位置や傾きを調整しながら貼りな
おすことができるので、専門的なスキルや道具なしに、経験のない方でも簡単に大判ポス
ターを貼ることができます。
グレー糊採用で重ね貼りしても下地の影響を受けることなく、掲示可能です。

③耐水ポスタービニール（マット）糊付き ④耐水バナービニール（マット）

凹凸のある壁面へのポスター掲示に最適！
基材にビニールを採用した、やわらかくしなやかな、曲面追従性に富んだ、ポス
ター用紙です。
凹凸やカーブのある面にもポスターを密着して貼ることが可能です。凹凸やカー
ブのある面に貼付するポスターやPOP、ステッカーなどの制作に最適です。「耐
水ポスター合成紙（マット）糊付き」と同様の「気泡抜き溝」や「グレー糊」を
採用し、専門的なスキルや道具なしに簡単にポスター貼付が可能です。

屋外へのバナー、タペストリー作成に最適！
ターポリン素材の屋外バナー用紙です。
適度な厚みと強度があり、耐久性に優れています。
そのため、吊り下げ用のロープやワイヤーを通すためのハトメ
加工が可能です。
また、遮光性のポリエステルを採用することにより、光を通す
ことなく、視認性の高い、屋外用のバナーや横断幕が作成
できます。
バナー、横断幕、懸垂幕、タペストリーの内製化に最適な
用紙です。

耐⽔メディア各⽤紙のサイズ展開、価格については裏⾯をご確認ください。

「耐水メディアシリーズ」で屋外ポスターも内製化を実現！

ラミネート不要による⼯数短縮でコストダウンを実現！

*コストはA1出⼒時のコストです。 *内製のインクコストはSCID No.5での試算です。*外注費⽤は出⼒ショップホームページ掲載価格を参考にしています。

耐水メディア VS キヤノン光沢紙 耐候性比較

キヤノン独⾃の処⽅と純正インク（顔料）の組み合わせで、従来の
インクジェット用紙より優れた耐候性を発揮します。

合成紙 合成紙糊付き 塩ビ糊付き ターポリン

内製 約610円 約860円 約1,010円 約1,090円

外注 7,300円
（＋ラミ加工）

5,200円 5,200円 5,200円
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imagePROGRAF 顔料プリンター⽤ 耐水メディアシリーズ

製品名 型番 サイズ 商品コード 標準価格
（税別） ⽤紙幅と巻⻑さ 坪量

（g/㎡） 紙管

耐水ポスター合成紙
（マット）

LFM-WRM/54/115 54インチ 1514C001 ¥36,800 1,372mm×30.5m×1本

115 2インチ

LFM-WRM/42/115 42インチ 1514C002 ¥29,500 1,067mm×30.5m×1本
LFM-WRM/36/115 36インチ 1514C003 ¥25,800 914mm×30.5m×1本
LFM-WRM/24/115 24インチ 1514C004 ¥17,800 610mm×30.5m×1本
LFM-WRM/A0/115 A0 1514C005 ¥23,800 841mm×30.5m×1本
LFM-WRM/B1/115 B1 1514C008 ¥21,000 728mm×30.5m×1本
LFM-WRM/A1/115 A1 1514C006 ¥17,300 594mm×30.5m×1本
LFM-WRM/B2/115 B2 1514C009 ¥15,300 515mm×30.5m×1本
LFM-WRM/A2/115 A2 1514C007 ¥12,800 420mm×30.5m×1本

■ラミネート加⼯なしで最⻑6ヶ月相当の屋外掲示が可能。キヤノン耐水ポスター合成紙（マット）

製品名 型番 サイズ 商品コード 標準価格
（税別） ⽤紙幅と巻⻑さ 坪量

（g/㎡） 紙管

耐水ポスター合成紙
（マット）糊付き
※2018年3月発売予定

LFM-WRAM/42/290 42インチ 2345C002 ¥29,500 1,067mm×20m×1本

290 3インチ

LFM-WRAM/36/290 36インチ 2345C003 ¥25,800 914mm×20m×1本
LFM-WRAM/24/290 24インチ 2345C004 ¥17,800 610mm×20m×1本
LFM-WRAM/A0/290 A0 2345C005 ¥23,800 841mm×20m×1本
LFM-WRAM/B1/290 B1 2345C008 ¥21,000 728mm×20m×1本
LFM-WRAM/A1/290 A1 2345C006 ¥17,300 594mm×20m×1本
LFM-WRAM/B2/290 B2 2345C009 ¥15,300 515mm×20m×1本

■エアー抜けがよく、貼り直しも簡単な糊付き合成紙。キヤノン耐水ポスター合成紙（マット）糊付き

製品名 型番 サイズ 商品コード 標準価格
（税別） ⽤紙幅と巻⻑さ 坪量

（g/㎡） 紙管

耐水ポスタービニール
（マット）糊付き
※2018年1月発売予定

LFM-WRAV/42/330 42インチ 2347C002 ¥32,500 1,067mm×20m×1本

330 3インチLFM-WRAV/36/330 36インチ 2347C003 ¥28,800 914mm×20m×1本
LFM-WRAV/24/330 24インチ 2347C004 ¥20,800 610mm×20m×1本

■ビニール素材で凹凸面にも貼付も簡単。キヤノン耐水ポスタービニール（マット）糊付き

製品名 型番 サイズ 商品コード 標準価格
（税別） ⽤紙幅と巻⻑さ 坪量

（g/㎡） 紙管

耐水バナービニール
（マット）

※2018年1月発売予定

LFM-WRBV/42/480 42インチ 2346C002 ¥23,500 1,067mm×12.2m×1本

480 3インチLFM-WRBV/36/480 36インチ 2346C003 ¥20,500 914mm×12.2m×1本
LFM-WRBV/24/480 24インチ 2346C004 ¥14,000 610mm×12.2m×1本

■ターポリン素材で屋外のバナーや横断幕制作に最適。キヤノン耐水バナービニール（マット）

新・顔料5色モデルTX-シリーズにも対応

その他の対応機種

PRO-6000/PRO-4000/PRO-2000/
PRO-6000S/PRO-4000S/
iPF9400/iPF8400/iPF6400/iPF6450/
iPF8300/iPF6300/iPF6350/
iPF9400S/iPF8400S/iPF6400S/
iPF8300S/iPF6300S/
iPF8400SE/iPF6400SE

*用紙プロファイルはイメージプログラフホームページより、MCT(Media
Configuration Tool)と最新のMIF(Media Information File)をダウンロー
ドして追加してください。

*TXシリーズは発売時より対応しております。PROシリーズ、iPFシリーズは順次対応となります。

●本製品に関するお問い合わせ●

ステラグループ株式会社
各担当営業までお願いいたします
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【こんなお悩み、imageWARE Desktopが解決します！】

ドラッグ＆ドロップで文書を簡単に
まとめることができます！
仕分けのいらない資料作成可能！
プレビューで印刷ミスも防げる！

■最新情報が⼊⼿できたり、サポート情報にアクセスできるから便利！

imageWAREDesktopDOOR はこちら
https://mp01.canon.jp/iw/app/user/desktop/top.do

３つの活用術のご紹介
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【imageWARE DesktopはPDF編集機能も充実！】

PCでファクス受信確認！これで
ファクス書類の取り忘れも防げます！
ファクスが自動的にPCに転送され、
業務の電子化をぐっと後押し！

【こんなお悩み、imageWARE Desktopが解決します！】

受信ファクスの確認漏れや
対応遅れでトラブルが
発生しています！
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問い合わせ窓口が煩雑で
どこに電話したらいいのかわからない

料金プランが多くてわかりにくい

回線料金と接続料金の支払いが別で管理が面倒

このようなお悩みをステラグループの

光コラボレーション が解決！

1

お客様のご利用環境に合った最適な料金プランを
ご提案致します！3

スターライトひかり + スターライトひかりネットご利用なら
契約・サービスのお問い合わせ窓口と請求が一本化され、
支払管理もスッキリわかりやすくなります！

2

おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

NTT東日本・西日本の品質そのままで
ご利用料金がお安くなります！※ご契約内容にもよります

ステラグループ株式会社

本 社 03-5804-8787 立 川 042-525-2146
三 鷹 0422-52-8351 神奈川 045-651-7421
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フレッツ光をご利用のお客様が契約内容をそのままに、事業者が提供するインターネットに
移行することを「転用」といいます。

NTT東日本・西日本が提供している「フレッツ光」の提供を各事業者が受け、NTT東日本・西日本の品質
そのままで各事業者のサービスをプラスしたものを「光コラボレーションモデル」といいます。

ステラグループが取り扱わないオプションサービスはNTT東日本・NTT西日本との直接のご契約となります。

光コラボレーションについて

お客様
これまで
NTT東⽇本・⻄⽇本
(フレッツ光)

スターライトひかり
NTT東⽇本・⻄⽇本
(フレッツ光)

お客様
ステラグループで
受付・対応/

サービスを追加し
請求・お支払いまで
ワンストップでご提供

転用とは

NTT東⽇本・⻄⽇本 お客様
⼯事は不要・
簡単なお申込で
お安くお使い
いただけます

ステラグループで
受付・対応/

サービスを追加し
請求・お支払いまで
ワンストップでご提供

光回線の提供

料金表

契約料 新規契約⼿数料
転⽤契約⼿数料

¥800
¥1,800

工事費
派遣工事

（配線工事を実施する場合）
スターライトひかりファミリータイプ ¥18,000
スターライトひかりマンションタイプ ¥15,000

派遣工事
（配線工事を実施しない場合）

スターライトひかりファミリータイプ ¥7,600
スターライトひかりマンションタイプ ¥7,600

「スターライトひかり」初期費用

※上記料⾦は標準的な⼯事費です。⼯事内容により別途追加料⾦が発⽣します。 ※ひかり電話も工事費が発生しますが、詳細は営業担当までご相談ください。

月額

スターライト
ひかり

スターライトひかり
ファミリー 最大100Mbps ¥4,300〜

¥4,400〜スターライトひかり
ファミリー・ハイスピード

最大 概ね1Gbps ¥4,500〜スターライトひかり
ファミリー・ギガ

最大100Mbps ¥2,700〜スターライトひかり
マンション

下り：最大200Mbps
上り：最大100Mbps ¥2,700〜スターライトひかり

マンション・ハイスピード

最大 概ね1Gbps ¥2,800〜スターライトひかり
マンション・ギガ

プロバイダ
¥1,200〜（2ヶ⽉無料！）スターライトひかりネット

動的IPアドレス

下り：最大200Mbps
上り：最大100Mbps

※この料⾦は2017年8月25日現在のものです。

別途ご相談くださいスターライトひかりネット
固定IPアドレスプラン
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会議だけじゃない！ LiveOnのご利⽤シーン
研修・セミナー配信1 各種イベント2 遠隔相談・医療3

・経費、時間の削減
・研修業務の効率化

商談現場との接続4 現場との連絡ツール5 BCP対策6

・コミュニケーションの活性化
・社外へのアピール

・専門スタッフによる対応
・効率的な⼈員配置

・商談のスピードアップ
・成約率のアップ

・迅速な情報共有
・的確な指示伝達

・緊急時の事業継続
・事業の早期復旧

追加費用なし！外出先や現場からも接続が可能
スマートフォン・タブレット対応

（ASP 版）
初期費用 ￥78,000 (税別)
⽉額使⽤料 ￥3,000 (税別)

※オプション、カメラ、ヘッドセットなど周辺機器は除きます。

Web会議システム
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LiveOn選定理由

▼Web会議システム「LiveOn」使用用途▼

Web会議システム「LiveOn」
ステラグループ導⼊事例

ステラグループもLiveOnを利⽤しています！

① 拠点間会議

② 商品学習会

LiveOnを導⼊したことにより全拠点の社員は毎回本社へ集まらずに意⾒交換が出来ます。⽤途別に会議室
を無制限に作成出来ることもあり、その他拠点間会議・グループ会社との情報交換なども⾏っております。
今までかかっていた移動費の削減、時間の有効活用にもなりました。

検討のきっかけ

・利⽤していたTV会議システムの保守費用が高額
・設置場所以外からの会議への参加など使い方の幅を広げたい

・ブラウザのログインページから会議スタートなので、
専用機器、保守費用の購入が必要なし

・クラウドサービスのため劣化もせず常に新しい状態(品質)で使用する事が可能
・PCだけでなくスマートフォン・タブレット端末からも利⽤が可能なため
汎用性が高い

・音声遅延と⾳切れを防ぐ⾼度な独⾃技術を採⽤しているため
ストレスなくやりとりができること

・メール招待機能を使うことにより社外の方も簡単に会議に招待できること

ステラグループではお客様のご利⽤環境に合わせたご提案をさせていただく為、商品学習会を実施して
おります。本社から全拠点へ配信という形で⾏っており、拠点ごとに学習会を⾏う必要が無くなりました。
また、LiveOnには録画録音機能がついているので学習会へ参加出来なかった社員は後で学習会の様子を
⾒直すことも出来ます。
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詳細に関しましては弊社営業担当までお問い合わせください。
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ステラグループ株式会社
本　社　TEL:03-5804-8787　FAX:03-5804-8790
立　川　TEL:042-525-2146　FAX:042-525-2164
三　鷹　TEL:0422-52-8351　FAX:0422-52-8461
神奈川　TEL:045-651-7421　FAX:045-651-7424
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Windows 7

2017 2018 2019 2020

延⻑サポート

意外と知られていないお得な情報や
今ICT業界で話題になっている事をご紹介！！

StellarLink 隔月連載 第32回

「ダウングレード版Windows 7」について
Windows 10 Pro搭載のパソコンでは、あえてWindowsのバージョンを落と

して旧バージョンのWindowsを使えるように出来る「ダウングレード権」が付
与されている物があります。
しかし、その権利はずっと使える物ではなさそうです。

ダウングレード版Windows7ってなに？

いつまで使えるの？

Windows 7の延⻑サポート期間が終了してもダウングレード版Windows 7を
そのまま使う事は出来ます。
しかし、そのままではライセンス違反になってしまうと同時に延⻑サポート終了

に伴いセキュリティ更新プログラムの提供も停⽌する為、Windows 10への移⾏
をおすすめ致します。
Windows 10のライセンス条項
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/OEM/Windows/10/Useterms_OEM_Windows_10_Japanese.htm

Microsoftは旧バージョンのWindowsを使い
たいと言うユーザーのニーズに対応する為、
Windows 10 Proのライセンスに「ダウング
レード権」を付与している場合があります。

各PCメーカーはダウングレード権を⾏使し、
初めからWindows 7をインストールしてい
る「Windows 7 ダウングレードモデル」を
販売しています。

メーカー

Windows 10

現在のライセンス条項では、第31回でお伝え
したWindows 7延⻑サポート期限の「2020年
1月14日」までは使えるようです。

それを超えての使用はライセンス違反となっ
てしまいます。

Windows 7

Windows 7
ダウングレード

モデル

ユーザー

どうすればいいの？

2020年1月14⽇に延⻑サポートが終了
しますので、それまでにご対応を！

現在のライセンス条項によると、PCの元バージョンである
Windows 10に戻すか、Windows 7のライセンスを購入する
必要があるようです。

また、ダウングレードモデルの確認方法ですが以下の方法が
あります。
・プロダクトシールの確認(右図)
・付属品のリカバリーメディアの確認

(Windows 7以外のリカバリーメディアの有無)

確認方法

Windows 7ご利⽤中でWindows 7のプロダクト
シールがパソコンのどこかに貼ってない場合は付属
品をご確認ください。

流通
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PCサポート

パソコンが起動しない、
反応しない等のトラブル
に迅速に対応します。

Server
サポート

サーバーのデータが⾒
えない、サーバーの調
子が悪い等のトラブル
に迅速に対応します。

ネットワーク
サポート

メールやインターネット
ができない等のトラブル
に迅速に対応します。

オフィスの に迅速・丁寧に対応致します！

無線につな
がらない！

ルータ

サーバー

LANケーブル

無線
アクセスポイント

ネットワーク
カメラ

（UTM)

組み合わせてさらに安心！

複合機

PBX

拠点間ネットワーク

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート

本社サーバー
にアクセスで
きない！

ネット
ワーク

サポート
Server
サポート

OSが
起動しない！

PC
サポート

印刷が
できない!

ネット
ワーク

サポート

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート
PC

サポート

サーバーが
調子悪い!

Server
サポート

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート

Server
サポート

ネット
ワーク

サポート

カメラの遠隔
操作ができな

い！

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート

インター
ネットに繋
がらない!

ネット
ワーク

サポート

PC
サポート

スキャン
データが
PCへ送信さ
れない！

ネット
ワーク

サポート

PC
サポート

ネット
ワーク

サポート

LANケーブルが
断線している？

PC
サポート

アプリケー
ションが起動
しない！

パソコンやOA機器の不調は突然やってきます。
そうなる前に

ステラグループのOffice Saverにおまかせください！
ＦＡＸやプリンタのほかに、Windows・Mac・サーバー・NAS、

ネットワーク機器・LANなどをトータルにサポートします。

『オフィスセイヴァー』のご紹介
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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ございます。

寒さ厳しき折柄、
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。

私からの今号のお奨めページは、
22～23ページの「コンピュータ・ウイルス対策」です。
コンピュータ・ウイルス等のサイバー犯罪が新聞やテレビなどで
報道されない日はないと申しても過言ではないくらいに深刻化しております。
業務でお使いになっておられるパソコンが
いったんウイルスに感染しますと、多大なる被害を受けます。
ころばぬ先の杖として、ぜひご一読いただき、
今後の対策をぜひ弊社担当者とご相談くださいませ。

今後ともお引き立てのほど何卒よろしくお願い申しあげます。

代表取締役社長 川井 昇

Twitter 展開中！

弊社システムサポート担当が
日々様々な情報をつぶやきます。
ぜひフォローお願いします。

@Stellar_Support

ステラリンク2018年2月号 2017年1月16日発行

#85 INDEX

★ステラリンクのバックナンバーは、
弊社ホームページでご覧いただけます。

http://www.stargp.jp/stellar-link

STELLAR

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

facebook

LINK
ライブオフィス見学開催中！

ステラグループのライブオフィスは、2012年9月にオープンいたし
ました。ここにはメーカーのショールームにはない、毎日実際に活用
している工夫があります。まさに生きた（LIVE）オフィスです。

実際に社員が働いているオフィスをご覧いただくことで、移転やレ
イアウト変更をご検討中のお客様はもちろんのこと、お客様のオフィ
スが抱える様々なお悩みの解決にきっと参考にしていただけると考
えています。

<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ホームページ twitter

P 2 新年度準備におすすめのオフィス家具のご紹介
P 4 オフィスのトレンド特集&池袋・東池袋駅周辺のオフィス事情
P 6 スマホが合いカギに！カギ管理システム「カギカン」
P 8 imagePROGRAF新製品ご案内
P10 各種耐水メディアご案内
P12 imageWARE Desktop3つの活用術のご紹介
P14 ステラグループの光コラボレーション「スターライトひかり」
P16 LiveOnのご利用シーンのご紹介&ステラグループ導入事例
P18 ＭＦクラウド経費で面倒な経費精算にかかる時間を大幅削減！
P20 これからのWeb対策
P21 ホームページ丸々パック
P22 ウイルス対策ソフトESETのご導入はステラグループにお任せください！
P24 EPSON高速ラインインクジェット複合機
P26 PCお役立ち情報第32回「ダウングレード版Windows7」について
P27 ステラグループのオフィスセイヴァーご紹介


