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オフィス施⼯事例
ジャパニアス株式会社様 エントランス
施工 フロンティアコンサルティング

■イチ押し！

多言語対応の映像通訳サービス「みえる通訳」

■商品情報

電子請求書システム「ＢｔｏＢプラットフォーム」
個人用防災備蓄ボックス「Ｓｏｎａ」 ほか

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/複合機編
第29回「使用者に知らせたいメッセージを液晶に表示する」
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働き方改革が確実に実現する「電子請求書システム」

〜請求書の 発⾏ と 受取 が瞬時に完了〜

手間・時間を

90％削減 0円
印刷費 郵送費
封筒代 保管費

・・ ・・

全国22万社が利⽤する「電⼦請求書」をご存知ですか？

働き方
改革＋ ＝

時短 ｺｽﾄ削減

企業間における請求書の受渡しを紙ではなく、インターネット上で⾏うことで、
請求書に関わる業務のコスト削減、時間短縮、生産性向上実現する仕組みです。

最大の特徴は、一般的な「請求書発⾏だけ」の仕組みとは違い、
プラットフォーム型の特性により「請求書の受取も発⾏も⾏える」こと。

支払通知書機能、督促機能、消込機能など、経理ご担当者の働き⽅を⼀変させる機能が満載。
これからの電子請求書システムの新スタンダードです。
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BtoBプラットフォーム請求書は、請求書発⾏だけでなく、
請求書の受取と処理業務も電子化できるので、請求書業務の効率化が最⼤化。

BtoBプラットフォーム請求書はこんな仕組み

請求書の受取・発⾏、双⽅の請求業務が飛躍的に改善されることで、
発⾏側・受取側双⽅の⽣産性が向上され、コスト削減が実現します！

【開発元】
株式会社インフォマート
〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ13階

無料ID
配布中!

いまBtoBプラットフォームの無料IDを取得いただくと、BtoB
プラットフォーム請求書をはじめ、⾒積書の電⼦化サービス、
企業・業界ニュース収集サービスをご利⽤いただけます。

BtoBﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
無料IDの取得は
こちらから

受取側発⾏側

月次決算の早期化が実現
自動仕訳で仕訳作業が大幅削減
承認リレーのシステム化で時短
支払通知書の一括送信も可能

受取側のメリット

請求書処理コスト→ 約75%削減
（請求書受取社数：150社）※⼈件費：＠1,500円/時間で算出

請求業務の時間・手間→ 約90％削減

請求書発⾏の⼿間・コスト削減
企業別の個別対応や再発⾏が不要

取引先の確認状況が把握可能
⼊⾦消込・督促まで管理を⼀元化

請求書の到着→ 即日

請求書発⾏コスト→ 約80%削減
（請求書発⾏通数：500通）※⼈件費：＠1,500円/時間で算出

作成

承認

発⾏

確定

承認

受取

販売管理システム 会計システム ファームバンキング

発⾏側のメリット

請求データ
(CSVアップロード)

お問合せは・・・
ステラグループ各営業担当までお願いいたします。

5



6



7



8



9



10



11



12



COLOR
BLACK & WHITE

COLOR
BLACK & WHITE

COLOR
BLACK & WHITE

COLOR
BLACK & WHITE
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※耐震度の数値は目安であり地震の揺れ方向、建物の種類、建物階数により異なります。
※ 固定金具は地震発生時等の家具の転倒による被害を軽減するものであり、転倒防止を保証するものではありません。

※  DUENAには、付属の金具で固定可能です。
その他のデスクには、移動防止オプションをご使用ください。

※  DUENAには、付属の金具で固定可能です。
その他のデスクには、移動防止オプションをご使用ください。

※設置固定する際は、リンクストッパー（別売）をご使用ください。

※ 箱は付属ではありません。 ※ 車輪とハンドルのセットになります。

機種 品番 税抜価格
Sona キャリングセット 454912 ￥15,000

車輪とハンドルをセットするこ
とで、スムーズに持ち運びがで
きます。

■Sona キャリングセット（Lタイプ専用）

機種 品番 税抜価格
リンクストッパー L 454913 ￥5,800
リンクストッパー T 454914

機種 品番 税抜価格
キャビネットストッパー 454915 ￥7,300
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420 327 230 427 230

Kタイプ取付時Sタイプ取付時

●  最大積載量15kg

【使用例】

問題解決 

会社の備蓄って
どこまで揃っているの？

全従業員分の備蓄品を
収めるスペースがない！

180 Inaba

非常時用のヘルメットを業務の妨げにならないよう、
省スペースで収納できます。

DUENA専用オプションです。付属の固定ベルトで
備蓄品の落下を防止します。

3日分の備蓄をスッキリ収納。
オプションのキャリングセットを追加すれば、移動もス
ムーズに行えます。

デスク内のデッドスペースを有効利用。
左右のハンドルは地震の際に捕まることでデスク外へ
放り出されることを防ぎます。

最低限の容量なので、小さなデスクでも設置すること
が可能です。上部のラックはスリム型PCや資料ファ
イルを収納することができます。

 機器を移動や追加工せずに固定でき、また移設の際の
取り外しも簡単です。

・耐震度 6強相当・対象物重量： T型160Kg（4本使用時）、L型80Kg（4本使用時）
※壁と床との材質によっては設置できない場合があります。

・Sonaフック：Sonaに同梱されるフック
・DS-ヘルメットフック：DUENAのフロントパネルに取付できます。

脱着バックルにより簡単に固定を解除することが可能です。

W42×D20×H270　・2本入　・耐震度 6強相当　・対象物重量 40Kg（2本使用時）

○ 分散備蓄は、被災後のオフィスのあらゆる
状況を想定した「リスクヘッジ」にも有効。

○ 備蓄品の選択は、従業員の防災意識啓発
にも繋がります。

被災したオフィスで最も避けるべきは、従業員がパニックに陥るこ
とです。従業員が自分で自分を守ることができれば、企業は災害
に備えることができます。
だからこそ、イナバはひとりひとりが本当に必要なものを選択して
備蓄する、「パーソナルストック（個人用防災備蓄）」を推奨します。 

機種 品番 税抜価格 色
DS-デスク足下棚 256501 ￥12,300 OW
有効内寸／W420×D230×H459
固定用ベルト 付

機種 品番 税抜価格 色
備蓄BOX SONA L 454901 ￥24,500 OW

機種 品番 税抜価格 色
備蓄BOX SONA S 454903 ￥17,200 OW

機種 品番 税抜価格 色
備蓄BOX SONA M 454902 ￥21,000 OW

W550×D117×H605　有効内寸 W547×D102×H575
・固定用ベルト ・Sonaフック付 ・可動棚2枚付（棚最大積載量5kg）

W550×D117×H482　有効内寸 W547×D102×H243
・固定用ベルト ・Sonaフック ・パソコン固定ベルト付

W250×D250×H605　有効内寸 W247×D247×H587
・固定用ベルト ・Sonaフック付 ・可動棚2枚付（棚最大積載量5kg）

こんなお悩みありませんか？

機種 品番 税抜価格 色
Sonaフック 454911 ￥1,000 OW
DS-ヘルメットフック 256511 ￥   600 黒

■Lタイプ ■Mタイプ

■デスク足下棚

■Sタイプ

■ヘルメットフック ■リンクストッパー

【Sonaフック】 【DS-ヘルメットフック】

備蓄品収納例 備蓄品収納例 備蓄品収納例

扉は簡単に取り外す事が
可能です。

デスク下設置イメージ デスク下設置イメージ デスク下設置イメージ

L型 T型

設置後の避難スペース（イメージ） 設置後の避難スペース（イメージ） 設置後の避難スペース（イメージ）

オプション 移動防止オプション

1日分の備蓄量1.5日分の備蓄量3日分の備蓄量

■キャビネットストッパー
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個人用防災備蓄ボックス
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事業内容 小売業

印刷成果物 チラシ,POP,シール,ハガキ,封筒

導入前の課題
• インクジェット方式のプリンタを使用

しており、画質(光沢感)に物足り
なさを感じていた。

• ⼿動の簡易型断裁機を使っていた
ため、効率が悪かった。

導入効果

◎ imagePRESSの
高品位プリントにより
印刷物の訴求⼒アップ

Canon imagePRESS 導⼊事例

事例１：販促物の品質向上・後加工の手間軽減

◎ 多品種対応カッター
PROSCUTによる自動断裁で
断裁作業の効率化

※DM用スリッターも活用

事業内容 社会保険事業団体

印刷成果物 封筒,社内資料,チラシ

導入前の課題
• 作成した資料の品質に不満が

あった。

• 封筒印刷の生産性が極端に悪く
困っていた。

導入効果

◎⼤量印刷でも
安定した画質と色味を実現

事例２：作成資料の品質向上、封筒印刷の⽣産性向上

◎ imagePRESS C650の
高速な封筒印刷による
生産性のアップ

【⻑3封筒】
imagePRESS C650 毎分43枚
同ｸﾗｽ他ﾒｰｶｰ機種 毎分13枚

従来機では生産性が低下する
封筒印刷にも強い機種です

手間のかかる後加工も含め
印刷物の内製化をトータルで改善可能です
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第三十回へつづく

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

使用者に知らせたいメッセージを液晶に表示する

設定手順

①ウェブブラウザからリモートUI（管理者モード）
にログイン

②設定/登録を選択

③左メニューの「管理設定」にある
「ライセンス/その他」を選択

④「掲示板/サポートリンク」を選択

⑤利用したい表示方式にチェックを入れ、
表示させるメッセージを右の空欄に入力

※リモートUIはウェブブラウザを開き、複合機のIPアドレスを
アドレスバーに入力してください

ここに☑

※リモートUIのID、暗証番号は複合機の管理者様または
担当のカスタマエンジニアにお問い合わせください。

※OKを押すと表示は消えます。
オートクリア後、電源を入れなおすと再表示されます。

複合機の「掲示板」機能を使うと、液晶パネルに任意のメッセージを表示
させることができます。
例えば、定例会議、避難訓練等の案内やコスト削減、省エネへの注意喚
起などに活用いただけます。

▼ステータス表示部

▼ポップアップウィンドウ
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を強化しています

キヤノン複合機を快適にご利用いただくため
遠隔(ネットアイ) サービス提供をご紹介します

①カウンター自動検針
お客さま指定の検針日に自動的に検針

②複合機の不調を⾃動検知
紙詰まり、エラーを検知した際にご連絡
いち早く確認することで復旧時間も大幅短縮

⑤操作パネルからの修理依頼
修理受付センターへ修理依頼を送信、当社サ
ポートセンターから即時サービスマンへ連絡

④複合機ファームウェア自動更新
⾃動更新は、ビジネスに⽀障をきたさない
時間を設定

③トナーの消耗度を⾃動検知
トナー残量が少なくなると、⾃動的にお客様へト
ナーを⾃動配送致します。在庫管理の⼿間が
省けます

⑥稼働報告レポート
複合機の使用状況を詳細な稼働レポートとして
ご提供することが可能

* サービス提供は無償ですが、別途お申し込みが必要となります
18



●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16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
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。

現在、キヤノン製複合機をご利用いただいております
お客さまを対象に、より質の高いサポートをご提供申しあげることを
目的として、インターネットによるアンケートを実施しております。

お手元にダイレクトメールが届きましたら、
ぜひともご回答くださいますようお願い申しあげます。

なお、万一、ダイレクトメールを紛失された方がいらっしゃいましたら、
弊社担当者までご一報くださいますよう、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11月号 2018年10月16日発行

#94 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。

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

STELLAR

会社名：ステラグループ株式会社 https://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 多言語映像通訳「みえる通訳」
P 4 働き方改革を実現！「BtoBプラットフォーム」
P 6 業務用エアコンの「クリーニング＆クリニック」サービス
P  8 特別キャンぺーン実施中！「LiveOn」
P10 経費精算を簡易化「MFクラウド経費」
P12 Canon ICカード認証プリントのご紹介
P14 IT導入補助金対象ソフトのご紹介
P15 個人用防災備蓄ボックス「Sona」
P16 Canon imagePRESS導入事例
P17 複合機お役立ち情報 第29回
P18 キヤノン複合機のNETEYE保守サービス
P19 キヤノンお客様アンケートのご案内


