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■イチ押し！

スターライトひかり ＡＤＳＬ・ＩＳＤＮのりかえキャンペーン
インターネット利用の安全点検を！情報セキュリティ対策9か条

■商品情報

短納家具特集
全業種対応！「アグサスのかんたんシリーズソフト」

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/複合機編
第26回「複合機の機能もっと活用してみませんか？」

施工 フロンティアコンサルティング
内装写真 株式会社EMURGO 様

アルパカちゃん



短
納

家
具
T A N - N O U  K A G U

2018 短納期おすすめ商品

対象期間：2018年1月 月

NEW!

コンパクトながら
座り心地の良い
会議用イスが新登場！

スプライン

新掲載

リフレッシュ・ミーティング・来客スペース。
さまざまな空間をさっと囲むパネルシステム

ローパーティション
LOW PARTITION

NEW!

風合いのある
ファブリックタイプを
ラインアップ！

ミトラ

P.
4

デスクシステム 会議・ミーティング用テーブル 収 納オフィスチェアー 会議・ミーティング用イス 黒板・傘立て

DESK SYSTEM MEETING TABLEOFFICE CHAIR MEETING CHAIR STORAGE OFFICE 
ACCESSORY

あなたにおすすめの短納期商品を

情熱をもって厳選！！

他にも短納期商品が
多数ございます。
担当者まで
お申し付け下さい！

新年度で不⾜している備品はございませんか？

～5
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イナバのリフォーム術
- オフィスのキレイお任せください ! -

家具のリペア・クリーニング

お客様にお納めした家具をいつまでも愛用して
いただけるよう、張り替えをはじめとする家具
のリフォームサービスも承っております。

椅子
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

椅子
張替 リペア ﾃｰﾌﾞﾙ

ﾘﾌｫｰﾑ

作業の流れ
ご
相
談

状
態
の
診
断

お
見
積
も
り

打
ち
合
わ
せ

コ
ー
テ
ィ
ン
グ

完
了

クリーニング

リフォーム

専用カタログもご用意しております。
お気軽に営業担当までお問い合わせください。

カーペット
クリーニングサービス

スチームクリーニングで
スッキリ、リフレッシュ！

バス・トイレ
クリーニングサービス

衛⽣管理のためにいつも清潔に。
除菌処理もお任せください。

ハードフロア
クリーニングサービス

化学床材からフローリングまで
美しく仕上げます。

ガラス・ブラインド
クリーニングサービス
ガラス・ショーウィンドウ・
ブラインドクリーニング
プロにお任せください。

エアコン
クリーニングサービス

エアコン内部の
カビや雑菌を洗浄！

Before After

オフィスクリーニング
オフィスのクリーニングはプロにお任せください。気持ちよく働ける快適なオフィス作りのお手伝いを
いたします。
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なら解決できます！

「Web会議はどれも同じ」
と思っていませんか？

品質の高さが評価され、導入実績 5,200社 以上

独自技術による安定した通信1

CDレベルのクリアな音質2

マニュアル不要の簡単操作3

1ライセンス月額3,000円の定額制4

⾳が途切れる・遅延する
音質が悪い 操作が難しい

様々なシーンに対応！便利な機能を多数搭載

資料共有 ホワイトボード 録音録画

招待機能動画配信 ⾃動整列モード など多数

4



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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超光速！
•最大1Gbpsの

光速データ通信

低価格！
•NTT東日本の

高品質光回線を
お得に！

ワンストップ
•通信もまとめて

ステラグループに
お任せ！

▼この件に関するお問い合わせ先は

ステラグループ株式会社
担当営業までお願い致します。

今なら初期費用もお得！
のりかえキャンペーン実施中！

,000 円 割引！
最大

通常（例）

【内訳】
契約料：800円
光回線工事費：18,000円
ルータ設定：3,000円

初期費用合計：21,800円
契約料
800円のみ！

キャンペーン適応後

ご存知ですか･･･？
現在お使いのADSL・ISDNは、サービスの終了が決まっております。

(2017年11月 NTT東日本 報道発表)

今なら、キャンペーンもご利⽤いただけるため、お得に⾼品質の光回線に乗り換
えるチャンスです！まずは⼀度、お⾒積もりをお申し付けください！

まずは お気軽に
お⾒積りを！
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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・西日本 
(フレッツ光) 

スターライトひかり 
NTT東日本・西日本 
(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・西日本 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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「オフィスのあるある」書類や申請書は個⼈管理なものが多い・・

電子化も活用しているけど、
必要な書類はいっぱいあるからなぁ~

電子化は簡単だけど、
保存場所を探すのが
手間なんだよなー

スキャンファイルの名前、
まったくルールがない

探せなきゃ意味がない

スキャンしたら業務完了！
パソコンに戻ってからの
フォルダ仕分けやファイル名付与の作業が不要です。

ファイル名で簡単に検索！
お客様からの問い合わせにスピーディに対応。
顧客満⾜度アップ！

⽂書管理ソフトは不要！
既存のWindows フォルダで管理します。

紙文書を電子データへ。
わかりやすいナビゲートでらくらくスキャン！

詳細は次のページで ⇒
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請求書フォルダ 契約書フォルダ 製造業フォルダ

ＰＣ画面

複合機画面

◆業務・業種別テンプレートを豊富にご準備しております

製品名 標準価格 概要

（ｅ）Document Navigator V2.8.1 100,000円 Document Navigator 1本

Document Navigator インストールサービス 5,000円 ユースウエア

有償保守サービス（オンサイト保守・窓口保守） 500円/月 保守

スキャン運用方法 こんな使い方はいかがですか？

効果１ 複合機上でパソコンの保存先フォルダを選択し、ルール通りにファイル名を設定できます！
効果２ 紙文書の電子化と同時に、フォルダの仕分けとリネームが完了します！
効果３ 全員が同じルールで電子化するため、情報の共有と活用を促進します！

キヤノン DocumentNavigator

ビジネストレンドをデモカーで体験可能です。
ステラグループ株式会社がオフィスでお役に⽴てること

◆Gen3機は標準でDocunaviライクなスキャンを実現します

※サーバにフォルダを増やしても宛先表を新しく作成する必要無し。任意のフォルダーへ簡単に直接スキャン可能！！
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■⽇本にはないフレキシブルさに最初は⼾惑った
日本で働いていた時の「打ち合わせは腰を据えてミーティングル

ームで」という認識が強く残っていたため、気軽にランチを取り、
ざっくばらんに話しながら時間を有効活用してミーティングを進め
るといった⻄海岸流のフレキシブルなワークスタイルに新鮮さを感
じたそうです。

また、1日を通して仕事をするスペースも多岐にわたるそうで、
顧客が持つ工場には作業ができるカフェスペースが完備され、そこ
から日本側とのミーティングに参加することもあるそうです。
「『オフィスにいる時間＝働く時間』という概念はアメリカに来て
薄まった」とメグミさんは語っていました。

「信頼される営業は『個人』の裁量を持っている」
シリコンバレーの営業マネージャー兼1児の⺟に聞く働き⽅の違いとは

■⽣産性の⾼さは帰宅時間に表れる？
サンフランシスコ・ベイエリア地域全体で、⾦曜⽇は仕事もそ

こそこに早期退社を実施・許容している企業が多く⾒受けられま
す。
⽇本でも昨年、国がプレミアムフライデーを開始しましたが、

「仕事量が変わらないのに早く帰れるわけがない」という働く⼈
たちの声を聞くこともあります。

この日米の差についてメグミさんは「感覚的になりますが、生
産性の違いが関係していると思います」と答えています。
実際に、社員1⼈ひとりの能⼒が⾼いから⽣産性が⾼いというこ
とではなく、ミーティングや打ち合わせにおいて、開始時間と終
了時間が守られない、⽬的が明確でない打ち合わせはまったく認
められないということがあるそうです。

Worker‘s Resort Interview

■営業はいち「個⼈」として裁量を持つことが⼤事
営業としてアメリカで認められる1つの鍵として、⾃分の意⾒を

前面にだし、どのような方向で社内を動かそうとしているかしっか
りと伝える、つまり「裁量を持つこと」ことが重要だとメグミさん
は語っていました。

「『会社』対『会社』という感じはしなくて、『個人』対『個人
』という感覚を持ちます。『自分がこの仕事をやってます』という
意識をみんな前⾯に出していくんです。個⼈の意⾒をしっかり持っ
ている人ほど成功するし、お客さんにも1番分かってもらえます。
『自分はこうしていきたいと思う』『会社に帰ったら自分はこのよ
うに調整しようと思っている』という⾃分の意⾒を出していかない
と、いち営業パーソンとしての価値はまったくないんです。」

■日本人営業パーソンとして活躍を続けるメグミさん。
⼥性として、そして1児の⺟親としてアメリカで働くというのはど
ういうことなのかについてのインタビューを掲載しております。

後編は、下記URLよりご覧いただけます。
1児の⺟である営業パーソンが⾒る、シリコンバレーの「働きやす
さ」の工夫
https://www.workersresort.com/jp/style/megumi-
kreutzinger2/

その他、最先端の働き⽅や働き⽅改⾰に役⽴つ情報発信中！！
Worker’s Resort 〜⼈⽣の10万時間を、もっと幸せにする〜
https://www.workersresort.com/jp/

「信頼される営業は『個人』の裁量を持っている」
シリコンバレーの営業マネージャー兼1児の⺟に聞く働き⽅の違いとは

Worker‘s Resort Interview
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PICK UP OFFICE 【特集】表参道・⻘⼭周辺のオフィス事情

▲表参道ヒルズ

▲国際連合大学

▲Aoビル

表参道・⻘⼭と⾔えば買い物をするエリアというイメージを持た
れる方が多いかと思いますが、当エリアに本社を構えている大手
企業も多く、小売店やオフィスなどの商業的な部分から、高級マ
ンションが⽴ち並ぶ住宅街、⻘⼭霊園の豊かな⾃然など様々な側
面を併せ持つエリアです。

⻘⼭通りには⾼級外⾞のショールームなどの、ガラス張りでスタ
イリッシュなビルが多い事に対して、表参道はアパレル関係の店
舗が多く特徴的な外観のビルが⽴ち並んでいます。

移動などの際に普段は⾒ないビルの外観などを気にしてみると、
良く通る場所でも違う印象を受けるかもしれません。

PICK UP TREND
SOHOオフィスというワードが⼀般的にかなり普及してきましたが、何の略語かご存知でし
ょうか。SOHO=Small Office Home Officeの頭文字を指しており、文字通り小規模オフィ
スや⾃宅を利⽤して仕事をするスタイルです。PC1つあれば何処にいても収入を得ることが
可能になった現代では、住居兼事務所として⾃宅でスタートアップを図る個⼈事業主も少な
くありません。そんなSOHOスタイルのメリットとデメリット、通常事務所との働き方の違
いを不動産の観点からご紹介します。

【SOHOオフィス特集】

【SOHOのメリット】
１．初期費用が安い
通常事務所の場合6〜12ヶ⽉の敷⾦の預け⼊れが
必要になりますが、SOHO物件の場合は2〜4ヶ月
と負担が軽くなりますので、スタートアップに適
しています。
２．内装工事の必要がない
住居仕様のため元々部屋がいくつかに分かれてい
ることも多く、間仕切り⼯事をして会議室を新た
に作る必要がないため内装費用が抑えられます。
３．退去時にかかる費用が少ない
事務所の場合は原状回復義務がありますが、
SOHOの場合は住居契約のため、ルームクリーニ
ング費用のみ請求されることが殆どです。

【様々なSOHO物件】
もう１つのメリットとして、住居を兼ね
るということでSOHO物件は事務所物件
よりも外観や室内の形状がユニークなも
のが多いということがあります。
デザイナーズマンションの一画や、海の
⾒える⼀⼾建てを丸々借りて使うのも良
いですね。沢山の選択肢の中から、お気
に入りの物件を選ぶのも楽しみの一つと
いえるでしょう。

【SOHOのデメリット】
１．法人登記が出来ない
原則は住居としての契約となるため、
法人登記が出来ない場合があります。
２．実⾏⾯積が⼩さい
居住用建物のため、キッチンや浴室に
スペースが広く取られており、実際に
使える執務スペースは事務所物件より
も狭くなってしまいます。
３．業種が限られる
住⼈の迷惑等を考え、不特定多数の来
客がある業種は契約を断られるケース
があります。
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MFクラウド経費は業務プロセスを変化させます

無料で始められてスマートフォンだけで完結可能な経費精算ソリューション
従来の面倒な精算業務から働き方を大幅に改革が可能になります。

領収証やレシートをスマホで

撮るだけで、領収証をデータ化します。

領収書を撮るだけ

クレジットカードや電子マネーなどの

明細から経費を登録できます。

明細は自動で取得

交通費ICカードのデータは、

ワンタッチで取り込むことができます。

ICカード読み取り

脱エクセル管理で経費精算にかかる業務を1/10に！

経費精算から「働き方改革」を！！

全てのビジネスパーソンの手間を大幅削減

モバイルファーストな
マルチデバイス対応

経路入力/金額確認など
無駄な作業も自動取得

電子帳簿保存法対応だから
ペーパーレス化

API連携により、直接銀行へ振込

データを一括送信できます。

API振込み
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月額

900円

チーム コーポレート エンタープライズ

まずは安い利用料金で
使い始めたい方にオス
スメ。

電子帳簿保存法に対
応したい企業にオス
スメ。

領収書が多く入力作業
を一切したくない、業
務が忙しい企業にオス
スメ。

開発元
株式会社マネーフォワード
〒108-0014東京都港区芝5-33-1森永プラザビル17階

電子帳簿保存法
タイムスタンプの付与

× 無制限 無制限

領収書の自動データ化
（オペレーター入力）

- - 無制限※1

請求書管理（支払依頼） × ◯ ◯

ワークフローの条件分岐 × ◯ ◯

API提供 〇 〇 ◯

月額

500円

月額

700円

経費精算からコスト削減 （ユーザー事例：従業員100名のケース）

※1 利用数が極端に多い場合は、利用に制限がかかる場合があります。 ※注：年間利用料で販売しております。

経費精算にかかる時間をコスト換算
※ 当社サービス導入企業様からのヒアリング結果より

料金プラン

お問い合わせは・・・
ステラグループ担当営業まで

お願い致します
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ありそうでなかった・・・
そんな機能を豊富にご用意した
販売管理システム『売上原価Pro』

原価管理の業務、こんなことでお困りではありませんか？
■エクセルで各種帳票・集計資料を作っている（⾒積書、発注書、請求書、在庫管理、回収予定など･･･）

■製品の売上に対しての原価を正確に把握できていない
■売れ筋商品や利益率の⾼い商品などを数値で把握できていない
■図⾯や仕様書の管理がうまくできていない
■会計ソフトとの連携が取れていない

リアルタイムな集計・経営分析ができない
正確な原価管理ができない
必要な情報を必要な時に把握できない
会計業務で手間が発生

『売上原価Pro』を導入すれば・・・

製品の原価や受注ごとの利益をリアルタイムに把握！
製造番号や製品管理を改善！

案件ごとの利益をリアルタイムに分析し利益額を上げる！
社員の作業費や営業経費もコスト計算し正確な粗利を把握！
顧客情報を⼀元化し営業効率を上げ利益を上げる！
⼊⼒作業を減らし業務効率化を図り残業を減らす！
『PCA会計』とのスムーズな連携で業務を効率化！

その結果・・・

PCA会計に仕訳データ連携！

16



仕入れてすぐに納品する在庫
を持たないような業種のお客様で
は⼊⼒時間を格段に削減できます。

Lot別 管理

定期請求

企業の複雑化した基幹システムにも対応

前受⾦

⾒積書 受注 売上計上 請求 ⼊⾦

発注 仕入
（原価計上）

支払依頼 支払

開発会社など前受⾦が
ある業種にぴったり

開発会社や設備業・ビルメンテナンス業
など保守契約や契約で企業を営んでいる業種に
必須の機能もご提供

１つの仕事単位での
利益管理が可能です。
プロジェクト管理など
開発会社や設備業向けの
案件別管理も標準装備

⼊⾦があった際も前受⾦から消込みもできます

直接販売している業態
はもちろん販売店商流
している業態でも購入
頂いたお客様だけでなく
商流も管理できます

管理

完成品などは出荷するが
検収を受けるまで売上は
計上しない業種も対応

定期請求業務 対応

ディーラー 管理

原価管理も標準で出来る
ので案件に紐づけて発
注・仕入も出来る

管理

在庫受発注同時処理

売仕⼊同時⼊⼒

保守管理

リース管理

４次店管理ができて便利✔

検収基準 対応

作業日報
（労務費）

出荷

仕入原価
外注費
経費

顧客管理で次の訪問予定も
アラーム機能でお知らせ

受注したらすぐに発注するような
業種でも⼊⼒時間を格段に削減で
きます。

どの仕事が赤
字なのかわか
らない

管理
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アグサスにて自社開発いたしました「かんたんシリーズ」ソフトを

2本ご紹介させていただきます。

ちょっとした便利なツールとなっておりますので、ぜひ！一度お試しくださいませ。

全業種対応

「かんたんスタンプ」とは･･･

PDF 形式のファイルに、1 回の簡単な操作で

電子印鑑が押印された PDF 形式のファイルが

生成できるソフトです。

アグサス「かんたんシリーズ」ソフトアグサス「かんたんシリーズ」ソフトアグサス「かんたんシリーズ」ソフト

① 「かんたんスタンプ」① 「かんたんスタンプ」① 「かんたんスタンプ」

※純正ではない PDF では、

正しく押印できない場合がございます。

ご購入前にデモ等にてご確認くださいませ。

・電子印鑑を押印した資料をメール添付して

送る業務が多い時。

たとえば見積書等、作成 → 印刷 →

印刷押印 → スキャンして PDF 生成 の

作業が簡単になります。

・社内でのメール添付書類の決裁印等の

押印にも便利です。

■ 一度の操作で 2 ヶ所に押印できます。

■ 最大 3 通り、6 ヶ所の押印設定が可能です。

■ 元ファイルはそのままで、別ファイルとして PDF が作成されます。

■ 機 能 説 明 ■ ■ こんな時に便利 ■

ドラック

＆

ドロップ

自動作成

お伺いしてデモができます！お気軽に弊社担当者までお申しつけくださいませ！

押印したいファイルをショートカットへドラック＆ドロップするだけ！押印したいファイルをショートカットへドラック＆ドロップするだけ！

あらかじめ設定しておいた位置に押印されます！あらかじめ設定しておいた位置に押印されます！

押印したいファイルをショートカットへドラック＆ドロップするだけ！

あらかじめ設定しておいた位置に押印されます！
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お問い合わせは･･･ ＜開発元＞

② 「かんたんファイル暗号化」② 「かんたんファイル暗号化」

■ パスワードはあらかじめ設定しておきます。

固定パスワードまたはランダムパスワード（パスワードの自動発行）の設定ができます。

「かんたんファイル暗号化」とは･･･

ファイルやフォルダを、1 回の簡単な操作で

パスワード付き ZIP ファイルまたは

パスワード付き EXE ファイルを生成できる

ソフトです。

・添付ファイル付き電子メールの誤送信対策

として、添付ファイルを暗号化して送信

することができます。

・機密性の高いファイルの漏洩対策としても

活用できます。

■ 機 能 説 明 ■ ■ こんな時に便利 ■

暗号化したいファイルまたはフォルダをショートカットへドラック＆ドロップするだけ！

パスワード付きZIPまたはEXEファイルが生成されます！

暗号化したいファイルまたはフォルダをショートカットへドラック＆ドロップするだけ！

パスワード付きZIPまたはEXEファイルが生成されます！

〒791-8021　愛媛県松山市六軒家町 2 番 30 号
TEL 089-923-6666　https://www.agusas.co.jp

ドラック

＆

ドロップ

自動作成

〒112-0004　東京都文京区後楽 2-3-21
TEL 03-5804-8780　http://www.stargp.jp/

① 「かんたんスタンプ」① 「かんたんスタンプ」 ② 「かんたんファイル暗号化」

■ 販 売 価 格 ■

※ライセンスの合算は可能です。

例えば、かんたんスタンプと

かんたんファイル暗号化を

それぞれ 1 本ずつ

ご購入の場合は、

1 本あたり＠4,000- と

させていただきます。
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第二十七回へつづく

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート3課

小林 俊介

タイマーON機能でオンタイムに業務開始

タイマーON
iR-ADV は、出社時やお昼休み終了後などでも、速やかに本体を稼働できるように「タ
イマーON モード」を搭載しています。スリープ復帰時刻を設定しておくことで、予定の
時間にウォームアップを完了して、すぐにデバイスを使用できる状態にすることが可能
です。たとえば、出社直後にプリントしてその文書を持って顧客を訪問したり、朝一番
の会議資料をプリントするような場合、スリープ復帰時刻を始業時間に合わせて設定
すれば、出社後すぐにプリントできます。このようにタイマーを活用することで、スリー
プの復帰を待つだけのタイムロスを減らし、ドキュメントワークの効率をアップすること
ができます。
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●お問い合わせ先●

お手元にダイレクトメールが届きましたら内側に
記載のURLからアクセスください。

お客様に代わり、N`PO法人による自然再生活動『未来につなぐ
ふるさとプロジェクト』へ、寄付をさせて頂きます。

※ハガキはイメージです

ステラグループ株式会社 サポートセンター

0120-85-1861
≪受付時間（日・祝日を除く）9:00～17:30≫

この度、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
アンケートを実施させて頂きます。
ご多忙の折、恐縮では御座いますが、お手元にダイレクトメールが届
きましたら、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

◆ 実施期間：2018年4月上旬～2018年11月末日 ◆

一眼レフカメラ
EOS KISS X9i  レンズキット
5名様

キヤノンオリジナル
今治タオルセット
1,000名様
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お客さま 各位

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5月号 2018年4月17日発行

#88 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 ＫＯＫＵＹＯの短納家具特集
P 4 ステラグループおすすめ！ＷＥＢ会議システムＬｉｖｅ Ｏｎ
P 6 スターライト光 ＡＤＳＬ・ＩＳＤＮのりかえキャンペーン
P 8 紙文書をかんたんに電子データーへ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ Ｎａｖｉｇａｔｏｒ
P12 ＷＥＢサイトフルリニューアルサービス
P14 経費精算から働き方改革を！「MFクラウド経費」
P16 複雑化した基幹システムを簡素化 「売上原価Ｐｒｏ」
P18 使える便利ツール アグサス「かんたんシリーズ」ソフト
P20 インターネット利用の安全点検 情報セキュリティ対策9か条
P22  複合機お役立ち情報第26回「タイマーON機能でオンタイムに業務開始」
P23  お客様アンケートのご案内

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。
今年も、キヤノンマーケティングジャパン主催の
「キヤノンお客さま満足度調査アンケート」が始まりました。
昨年も大変お客さまみなさま方にご支持いただき、
全国一位となりました。これで4年連続の名誉となりました。

私どもステラグループは、これに驕ることなく、
お客さまのご期待に応えられるよう、社員一同、努めて参ります。

お手元にハガキが届きましたら、ぜひ忌憚のないご意見を
お聞かせ願えれば、幸いに存じます。

何卒よろしくお願い申しあげます。
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