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オフィス施⼯事例
株式会社AsuGate様
施工 フロンティアコンサルティング

■イチ押し！

マルウェア対策「５つの備え」これからの情報セキュリティ対策
ホームページフルリニューアルもお任せください！

■商品情報

ＥＰＳＯＮビジネスプロジェクター新モデル登場！
年末調整に係る時間を削減！奉行年末調整申告書クラウド

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/複合機編 第３４回
「ｉｍａｇｅＲＵＮＮＥＲ ＡＤＶＡＮＣＥ Ｇｅｎ３新機能紹介」



Windows® 7を

お使いのみなさまへ
2020年1月

Windows®7の
サポート終了

Windows® 7の延長サポートは、2020年1月14日に終了します!!

今から Windows ®10 へ移行する準備を進めないと、あっという間にサポート終了日が来てしまいます。

こんな素朴な疑問ありませんか？

Windows® 7 まだ使いたい！まだ使える？

Windows® 10 の互換性が心配…

PC はそのままで、Windows 10 へアップグレードするつもり

日本品質／国内生産

組込端末 キッティング支援

この機会にWindows ® 10にリプレイスしませんか？
Windows ® 10 を搭載したエプソンの PC で、快適な環境作りをお手伝いします。

エプソンPCは上記3PointをメインにWindows ® 10への

スムーズな切替をお手伝いします‼
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✔Point１日本品質／国内生産

✔ Point２
（Windows ®Embedded）

✔Point３（キッティング支援）

■HDDカスタムイメージサービス
¥3,000（税別）/台

をはじめ、
■各種PC設定作業の代行
■添付品一括納品
■BIOS設定
■復旧用バックアップ作成代行 等

お客様のPC使用までの作業を代行します

セットアップ済で納品するので、開梱後すぐに使用可能。

→設置までの時間・コスト削減!!

情報キオスク端末 POSレジ・店舗用 組込・制御端末 生産ライン・管理端末 オーダー端末

業種（特定業務）向けに1台からBTOでご提供

10年間の長期供給可能 対応した資産の長期活用が可能

機能追加アップデートが適用されない 機能変更による評価は最小限に

ロックダウン機能が可能 システム管理者の工数削減に

＜例＞「Windows ® 10 IoT 2019 LTSC 」は2028年10月31日までサポート・供給可能

＜例＞機能アップデートはせずに環境固定して、セキュリティーアップデートのみの更新が可能

＜例＞USBやキーボード等へのアクセス制限、専用アプリ以外の使用制限が可能

【エプソンPCの特長】 １・４・６のサービス体制

万一のときも修理は土日含めて1日で迅速対応
・業務を止めないサービス体制をご用意

必要なだけ足すことも引くこともできるカスタマイズ
・予算と用途にあわせて選べる仕様とサービス

・小ロットでも困りごとにきめ細かく対応

・長期供給可能なEmbedded OS も選べる

PCの買い替えタイミングの1サイクルをまるごとサポート
・最長6年の定額保守加入で事前に保守費用の予算化ができる

・訪問修理や安心プラス保証、ディスプレイも最長6年保守が選べる

※エプソンは20台案件から対応できます！
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（2018年7月17日現在）
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マルウェア対策 5つの備え

これからの情報セキュリティの考え方

マルウェアは日々進化を続けており、対策ツールの導入というこれまでの対応だけでは、十分な
効果を得ることはできません。
守るべき情報資産の特定やセキュリティイベントの検知、インシデント発生時の対処、現状復旧
への対応など、事前と事後の対策を実施することにより、被害の拡大を抑えることが必要です。

事前と事後の対策により被害拡大を抑えることが必要です！

～ これからのセキュリティ対策は、『起きることを前提』に考える ～

『サイバーセキュリティフレームワーク』

NIST※が定義する、サイバーセキュリティのリスク管理に伴う一般的な分類法および手法
※National Institute of Standards and Technology（米国国立標準技術研究所）の略称。

防 御
マルウェア感染を防ぐ

検 知
マルウェアを検知する

対 応
マルウェア感染に対処する

□感染したマルウェアが外部企業に脅威をばらまく事を防ぐ対策はされてますか？
□脅威に感染したPCが社内ネットワーク上の他のPCに影響を及ぼすなどの感染防止策は
取られてますか？

□ウィルス対策ソフトは管理され、定義ファイルの更新状況を把握してますか？
□ウィルス対策ソフトだけではなく、マルウェアを多層的に検知する対策はされてますか？

□現在お使いのルータ（ファイアウォール）にUTM機能はついていますか？
□危険なインターネットサイトへのアクセスを制限していますか？

復 旧
マルウェア感染から復旧する

□マルウェアに感染した場合の復旧方法はわかりますか？
□バックアップデータのマルウェア等からの破壊行為に対する対策はされてますか？

識 別
リスクを識別する

□情報機器端末の特定やアプリケーションなど、資産の管理をしていますか？
□社内のLANに接続された情報端末は管理された端末のみに限定していますか？

簡易チェックシート

あなたの会社の
セキュリティ大丈夫？？
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マルウェアなどの脅威を検知する仕組みが必要です

お問い合わせは…

ステラグループ株式会社 御社担当までご連絡ください

ゲートウェイセキュリティ対策 『UTM』

エンドポイントセキュリティ対策 『ESET』

検 知
マルウェアを検知する

【主な特徴】
①軽快な動作（ウィルススキャン）
②高い検出率（ヒューリスティック技術）
③幅広いOS対応（Macにも対応）
④クライアント管理（ライセンス製品）
⑤価格（コストメリット）

ESETゴールドパートナーのステラグループがおすすめします！

◆マルウェア対策ツール（セキュリティソフト）を効果的に運用
◆ウイルス対策ソフト＝鍵のかかる扉
◆UTMによるウィルススキャン、不正侵入検知

鍵を開けて侵入した脅威に対しては、

◆無料診断キャンペーン実施中！

【HOME-typeU3】 【主な特徴】
①マルウェア検知機能
②SPAMメール検知
③有害サイトブロック検知
④不正侵入検知
⑤脅威検出時アラート通知機能
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~セキュリティ診断書 無料で作成できます~
お客様のオフィスにおける外部からの脅威を調査し、診断書に基づい
たセキュリティ対策、安全安心なオフィス環境について一緒に考えます

スパム
メール

ランサム
ウェア

不正
アクセス

確実！
診断期間は

1週間～10日間

手間いらず！
お客様による操作は
一切必要ありません

簡単！
ルータの配下に置く
だけで診断できます

ウィルス 危険なサイト

以下のような脅威が、お客様のオフィスを狙っています

2020年東京オリンピックに向けて
日本をターゲットにサイバー攻撃が増えると言われています
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◆診断後、セキュリティレポートをご提示致します◆

項目 診断内容

WEBフィルタ
危険なWEBサイトや仕事に不適切なWEBサイトへの接続を試みた際、
URLと使用したPCのIPアドレスを特定

スパム検知 社内のどのPCがスパムメールを受信しているのかをIPアドレスレベルで特定

ウィルス検知 外部との通信データに潜んでいるｳｨﾙｽの種類を特定

不正侵入検知 外部からの悪意ある攻撃の種類を特定

今やパソコンのウイルス対策ソフトだけでは不十分です
会社のインターネットの出入り口に診断装置を設置するだけで、
外部からの攻撃が明確になり、会社の危険度がわかります

2種のレポートにより、セキュリティ脅威を見える化します

※無料診断前に会社のネットワーク環境調査を行います
調査の結果によっては診断ができなかったり、お客様のネットワーク環境の変更が必要な場合がございます

お問い合わせは、、、

ステラグループ株式会社 担当営業まで

ぜひこの機会に無料診断してみませんか？
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もうすぐ年末調整業務の時期が
またやってきます！

年末の固定業務の改善を
ご提案致します

年末調整の申告業務は時間がかかる。

申告書の配付・回収 内容確認・訂正 データ入力

・年調申告書の準備と配付
・年調申告書の提出
・未提出者の管理
・未提出者へ個別に催促

・申告書の記入方法が
特殊で忘れやすい
・保険料控除額の計算ミス

（電卓→記入）

・申告書の提出状況の確認
・間違いの修正指示（差戻）

・申告書の再記入（差戻）

・従業員一人ひとりのデータを
システムへ入力

・入力時の入力ミス・漏れ
・紙の申告書と入力した内容の確認

▢ 年末調整を紙で実施している。
▢ 紙の申告書の内容をシステムに手入力しており、時間がかかる
▢ 年末調整業務中に従業員から年末調整の問い合わせが多い。
▢ 従業員から申告された内容に計算ミスが多い。
▢ 年末調整業務で残業が発生する。
▢ 拠点から書類郵送に時間がかかる

システム

～年末調整業務～よくあるお悩み事

このような業務課題はございませんか？
この課題を解決する方法はございます！

詳細は次のページへ！
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Webで年調申告書の提出を行い、総務と従業員双方の業務時間を大幅削減！

従業員

スマホやPCで
入力・提出

WEBで
内容確認

総務

年調データを
給与システムに

取込み

年末調整申告書クラウド

年間利用料 500円/1名
*ご契約は年間契約となります。
*30名以上から10名単位となります。
*給与奉行ユーザー優待価格有（年間400円/1名）
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アグサスシステム開発パッケージアグサスシステム開発パッケージアグサスシステム開発パッケージ

＜メインメニュー画面＞

※ 見積書・請求書には

　 社印、および担当者印を

　 自動で電子押印できます！

１．お客さまの声をシステムに反映し、機能がさらに充実しました！

２．シンプルで使いやすく、操作性も今以上にアップしました！

３．カスタマイズ可能で、お客さま特有の業務をシステムに反映できます！

全業種対応

■ 主 な 機 能 ■■ 主 な 機 能 ■■ 主 な 機 能 ■

サーバーレスで
サーバーレスで

稼働可能です！
稼働可能です！
サーバーレスで

稼働可能です！ ライセンスライセンス

フリーです！フリーです！

ライセンス

フリーです！

これまでの機能も
これまでの機能も

さらにさらに
機能アップ！
機能アップ！

これまでの機能も
さらに

機能アップ！

●見積管理　●受注管理　●出荷管理

●売上管理　●請求管理　●入金管理

顧客管理顧客管理顧客管理

販売管理販売管理
（売掛業務）（売掛業務）

販売管理
（売掛業務）

購買管理購買管理
（買掛業務）（買掛業務）

購買管理
（買掛業務）

＜顧客管理機能＞

得意先さまからの得意先さまからの

急な問い合わせにも急な問い合わせにも

迅速に情報の閲覧が迅速に情報の閲覧が

可能です！可能です！

得意先さまからの

急な問い合わせにも

迅速に情報の閲覧が

可能です！

お客さまの情報がお客さまの情報が

1画面で簡単に1画面で簡単に

確認できます！確認できます！

お客さまの情報が

1画面で簡単に

確認できます！

※ 販売管理（売掛業務）および
　 顧客管理務機能のみを抜粋した

版もご用意！

在庫管理在庫管理在庫管理

●発注管理　●仕入管理　●支払管理

●在庫管理

●顧客管理

アグサスオリジナルの
販売管理システムを へ、リニューアルしました！

令和元年10月施行予定の令和元年10月施行予定の

消費税率アップに伴う、消費税率アップに伴う、

軽減税率導入にも軽減税率導入にも

対応しております！対応しております！

令和元年10月施行予定の

消費税率アップに伴う、

軽減税率導入にも

対応しております！
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第三十五回へつづく

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート１課

鈴木 淳一

ログイン後の自動印刷

imageRUNNER ADVANCE Gen3新機能紹介

Ｇen3（第3世代）の幅広いラインアップに共通搭載され
ている機能をご紹介します。

設定/登録＞ファンクション設定＞プリント＞ログイン時自動
プリント機能を使用がON時に有効

強制留め置き印刷をご利用の場合、より少ないステップで出力
が可能になります。

副回線の有線対応

ログインすると、「プリント押下」、「ジョブ
選択」することなく本人のジョブが自動で
すべて出力されます。

出力

「有線LAN+有線LAN」の選択肢を追加（副回
線側にUSB-LANアダプターが別途必要。本
体右奥のUSBポートに接続）

有線LAN(主回線)＋有線LAN(副
回線)が使用できるようになります。
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4/15～9/13
アンケートへのご協力のほど
よろしくお願い申し上げます

お客様の“声”を
お聞かせください
～キヤノン複合機/コピー機をお使いのお客様へ～

平素はキヤノン製複合機をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
より一層のサービス向上のために、インターネットによるアンケートを
4月から9月にかけて実施させて頂きます。
このはがきが届きましたら、ぜひお客様のお声をお聞かせください。

また、アンケートご回答いただきますと、お客様にかわってキヤノンマーケティング
ジャパンが10円を「未来につなぐふるさと基金」を通じて、生物多様性の啓発や保全
に関する活動に寄付いたします。

「未来につなぐふるさとプロジェクト」の詳細はこちらへ
<canon.jp/furusato-p>

●ご用命は
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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
19



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。

残暑厳しき折柄お客さまみなさま方におかれましては、
ますます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。

どちらの企業さまにおかれましても
「働き方改革」に取り組むことは、避けて通れないものとなっております。
弊社では【働き方改革の第一歩は紙の電子化から！】と考えております。

労働生産性の向上に向けて業務のお手間を削減なさいませんか。
弊社ではさまざまな提案事例・導入事例を有しておりますので、
きっとお客さまみなさま方のお役に立てるものと確信いたしております。
ぜひご相談くださいませ。

また、今号の18ページにも掲載しておりますが、現在、キヤノン複合機をお使いのお客さまに
アンケートを実施させていただいております。お手元にハガキが届きましたら、
大変お手数ですが、ご回答賜りますよう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2019年9月号 2019年8月20日発行

#104 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、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。 ※実施オフィス：本社、立川、神奈川

<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 エプソンPCのご案内
P  4 エプソンビジネスプロジェクター新モデル登場！
P 6 マルウェア対策５つの備え「防御」
P10 ORPHIS×給与奉行 メーリングシステム
P12 年末調整に係る時間を削減！奉行年末調整申告書
P14 これからのWeb対策
P16 アグサスシステム開発パッケージあきんど
P17 複合機のお役立ち情報 第３４回
P18 キヤノン複合機の遠隔NETEYE保守サービスについて
P19 アンケートにご協力ください


