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■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
オフィスネットワークのセキュリティ診断無料キャンペーン
もうすぐ年末調整 奉行Ｅｄｇｅ年末調整申告書クラウド

■商品情報

オフィス向け自動紙折り機 ＭＡ１５０
７４言語対応！夢のＡＩ音声翻訳機 ＰＯＣＫＥＴＡＬＫ
ファイル転送サービス ＤｉｒｅｃｔＣｌｏｕｄ-ＢＯＸ

■お役立ち情報

複合機お役立ち情報/ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＰｏｉｎｔ
第35回 「複合機の機能もっと活用してみませんか？」

オフィス施⼯事例
日本ファンドリーサービス株式会社様
施工 フロンティアコンサルティング



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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復 旧
マルウェア感染から復旧する

◆万が一に備えてバックアップ取得！
◆感染したマルウェアが社内の他端末の拡散を防止！
◆クラウドへのバックアップで事業継続対策！

感染時にデータ復旧でき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

！

バックアップソリューション 『Barracuda』

保守付きNASパッケージ 『ステラNAS』

【主な特徴】
①ローカルとクラウドの二重バックアップ

②アプライアンス間でレプリケーション

③ランサム感染防御（データ保護・復旧）

④Web管理画面で一括管理

⑤エージェントライセンス不要

ローカルバックアップ

クラウドバックアップ

【主な特徴】
①外付けHDDへ世代バックアップ

②外付けHDDのネットワーク共有無効にて、
ランサムウェア対策（データ保護・復旧）

③物理故障にもオンサイト保守で対応

④ウィルス対策付きモデルも用意

ステラグループ保守付きパッケージで安心！

世代バックアップ
ネットワーク共有無効で
ランサムウェア対策実施

USB接続
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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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消費税10%増税・軽減税率への
準備は進んでいますか？

2019年10月から開始

改正スケジュール

消費税率が
10%へ増税

食品などの
一部対象品目への
軽減税率適用

適格請求書
保存方式への対応

Point.1 Point.2 Point.3

～消費税改正～よくあるお悩み事

▢ 今のシステムを購入してから5年以上経過している
▢ オフコン又はスクラッチ等、自社用にカスタムされたシステムを使用している
▢ 現在のシステムの保守は未加入になっている
▢ 消費税改正に向けた基幹システムの改修が間に合わない
▢ 消費税対応のためのシステム改修コストが大きく、予算が取れない
▢ 将来のインボイスまで見据えたシステムの対応がしたい
▢ 制度改正の都度発生するプログラム改修をやめたい

システム

その他

▢ PCのOSがWindows 7である
▢ サーバーは購入してから5年以上経過している
▢ 4月からの新入社員入社に向けて事務所のレイアウト変更を検討している

～最新！消費税改正関連セミナー情報～
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2019年10月施行！消費税１０％・軽減税率制度が、
すべての事業者に影響を与えます。

2019年10月 2020年3月末 2021年10月 2023年10月

10％・経過措置 軽減税率
（区分記載請求書保存方式）

消費税申告
適格請求書発行事業
者登録制度の開始

適格請求書保存方式

会計

販売
仕入

取引日付により
消費税率が異なる
― ― ― ― ― ― ― ― ―

原則、2019年10月以降
の取引は10％が適用されま
す。

2019年10月以降
も8％の取引は発生

― ― ― ― ― ― ― ―

経過措置に応じて適切な
税率判定が必要となります。

場合によっては5%で
処理すべきケースも
― ― ― ― ― ― ― ―

経過措置は、前回指定日
(2013年9月1日)を考慮す
べき場合もありえます。

軽減税率対象品目を
扱う取引は8％
― ― ― ― ― ― ― ―

お茶・菓子・新聞代など経費支払の
中には軽減税率対応品目が多く含
まれます。

消費税申告書
様式変更への対応
― ― ― ― ― ― ― ― ―

制度の変更に伴い、確実
に様式が変わることが予
想されます。

登録番号の
管理が必要

― ― ― ― ― ― ― ― ―

課税事業者ごとに適格請
求書発行事業者登録番
号が付与されます。

免税事業者からの
仕入税額控除不可に

― ― ― ― ― ― ― ― ―

免税事業者との取引額・仕
入税額は区分して把握する
必要があります。

適格請求書の発行が
義務化

― ― ― ― ― ― ― ― ―

適格請求書発行事業者は
適格請求書を発行する義務
があります。また、免税事業
者は適格請求書を発行でき
ません。

売上・仕入は
適用税率別に集計
― ― ― ― ― ― ― ― ―

税額計算にあ たって売
上・仕入を区分して集計
する必要があります。

＜消費税１０％改正・軽減税率制度の影響範囲＞

基幹システムに関わる業務の影響範囲は非常に大きい！

品目ごとに
適用税率が異なる

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

取引時に対象品目か否かを判断し、
適切に税率を判定する必要があり
ます。

区分記載請求書
への対応が必要

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

請求書では、対象品目を区別し、
税率ごとの取引金額の記載が必要。

軽減税率対象品目を取扱う企業のみが
対応を求められる業務はこの範囲内だけ

消費税改正にむけて準備をしましょう！！

消費税10%・軽減税率・新元号への対応は、奉行10、奉行8、奉行J、奉行クラウドが対応します。

仕訳伝票

同じ勘定科目でも補助科目ごとに軽減
税率を自動判定させる運用も可能！

2019年10月～
区分記載請求書等保存方式

ご不明点等ございましたら
ステラグループ株式会社までお問い合わせください。
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SHINJUKU AREA MAP

西新宿エリア

「新宿新都心」とも呼ばれる
⻄新宿は、⾼層ビルが⽴ち並ぶ
都内屈指のビジネスエリア。
街中には緑も多く、ビジネスエ
リアだけでなく住環境としても
最適です。
今後も、新築ビルの竣工予定も
あり更なる発展が望めるエリア
です。

新宿御苑前
新宿三丁目エリア

⻄新宿と⽐べ⾼層ビルはありませんが、
⽐較的落ち着いたエリアで⼀定数の⼈気があります。
新宿通りには中規模オフィスが並び、新宿御苑の緑も
臨める⽴地は静かな環境を求める企業が集まります。

南新宿エリア

代々木・千駄ヶ谷エリアに踏み入れる南新宿は、
JR新宿ミライナタワーがランドマークです。
デザイナーズ物件なども増えてくるエリアです。

新宿区の空室率の推移

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

空室率

空室率は緩やかに上昇していますが、新規募集で出てくる物件の単価は⾼めを維持しています。
昨年の逼迫した品薄感は薄れましたが、やはり賃料単価⾼いことから貸⼿市場は健在しています。

西新宿高層ビル群
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Pick Up Office

相場坪単価MAP
南新宿エリア
＠￥32,000〜35,000

⻄新宿エリア
＠￥35,000〜38,000

※ 上記坪単価はワンフロア100坪以上の参考価格です。

〜 ⻄新宿・南新宿 〜

【JR新宿ミライナタワー】
住所:新宿区新宿4-1-6
基準階面積:約630坪
入居テナント:LINE㈱

【新宿三井ビルディング】
住所:新宿区⻄新宿2-1-1
基準階面積:500坪
⼊居テナント：ベネッセ㈱

Pick Up Office
〜 新宿御苑前・新宿三丁目 〜

相場坪単価MAP
新宿御苑前エリア
＠￥26,000〜28,000

※ 上記坪単価はワンフロア100坪以上の参考価格です。

新宿三丁目エリア
＠￥25,000〜27,000

【PMO新宿御苑前】
住所：新宿区新宿2-1-12
基準階⾯積：約100坪
入居テナント：ﾕﾆｰｸﾋﾞｼﾞｮﾝ㈱

【ビッグス新宿ビル】
住所：新宿区新宿2-19-1
基準階⾯積：約270坪
⼊居テナント：㈱アクタス
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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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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

１．Excelで見積書や請求書を作成しており、集計作業など毎月の作業が煩雑になっている。

２．社員さま各々で見積書等を作成しており、情報共有できていない。データ共有したい。

３．現在使用しているシステムが業務に合っていないため、使いずらい。

４．現在使用しているシステムが古く、最新のOSに対応していない。

５．もうすぐ施行予定の消費税アップの対応をそろそろ準備しなければならない。

６．新しいシステム導入はライセンス分の費用がかかるため高額な経費がかかる。

こんなお困りごとはございませんか？
こんなお困りごとはございませんか？
こんなお困りごとはございませんか？

お問い合わせは･･･ ＜開発元＞

〒791-8021　愛媛県松山市六軒家町 2 番 30 号
TEL 089-923-6666　FAX 089-923-6900
https://www.agusas.co.jp

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！

売上入力画面

明細ごとに

消費税率を表示！

税率ごとに

消費税額を集計！

  8％

10％

2,480

250

 ･････

･････

使いやすくてシンプルです！
使いやすくてシンプルです！
使いやすくてシンプルです！

ライセンスフリーです。複数人で利用できます！
ライセンスフリーです。複数人で利用できます！
ライセンスフリーです。複数人で利用できます！

消費税の軽減税率導入にすでに対応済です！
消費税の軽減税率導入にすでに対応済です！
消費税の軽減税率導入にすでに対応済です！

ステラグループ株式会社
〒112-0004　東京都文京区後楽 2-3-21
　　　　　　　  住友不動産飯田橋ビル 11 階
TEL 03-5804-8780　http://www.stargp.jp/
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POCKETALK は、まるで通訳がいるように対話できる 夢の AI音声翻訳機 です。
世界中の 74言語に対応します。（2018年12月現在） ビジネスシーンでも活用されています。

教育機関向けモデルは、⼩学校、中学校、⾼等学校、中等教育学校、⼤学、⾼等専⾨学校、盲学校、聾学校、養護学校、こども園、幼稚
園などに限ります。（不明な場合は、お問合せください）

グローバル通信の対応地域はこちらでご確認ください。 https://pocketalk.jp/product/lineups/accessory/global-sim/?i=pwt

通信機能別
モデル

メーカー型番
（色別） 標準価格 Wi-Fi接続 日本国内

モバイル通信
海外

モバイル通信

Wi-Fi接続モデル
⿊：259900
白：259910
金：259920

50,000円

国内通信モデル
⿊：259960
白：259970
金：259980

70,000円

グローバル通信
モデル

⿊：259930
白：259940
金：259950

80,000円

教育機関向けグロー
バル通信モデル ⿊：277890 29,880円

POCKETALKのご利⽤には インターネット接続が必要です。ご利⽤の通信環境からモデルをお選びください。

専用ケース
（⿊：260130）

（クリア：260140）
¥1,880

専用ネックストラップ
（259750）

¥1,500

専用画面保護シール
（259770）

¥880

専用クレードル
（260440）

¥2,880

専用ポーチ
（259760）

¥1,880

（グローバル⽤：261090）
¥35,000

（⽇本国内⽤：261100）
¥25,000 

【専用アクセサリー】

74言語対応！ 夢のAI音声翻訳機

利⽤可能 不可

利⽤可能

利⽤可能

利⽤可能

利⽤可能 利⽤可能

不可

不可

価格はすべて税別です。

交換用 専用SIMカード

利⽤可能 利⽤可能 利⽤可能
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コスパNo.1の 法人向け 「ファイル転送サービス」

ファイル転送を安全・安心に！

取引先とのファイル転送を
安全かつ快適に実現
メールに添付できない大きなファイルも
簡単に送受信できます。
IPA(独⽴⾏政法⼈ 情報処理推進機構)に
採用された高いセキュリティと信頼性を備えます。

圧倒的コストパフォーマンス

年額120,000円〜(税別)の 定額制
ユーザー数は 無制限
100ユーザーなら１人あたり 1,200円/年と、
月100円感覚で利⽤できるコスパの良さ。
ユーザー数無制限で管理も楽々です。

DirectCloud-BOX

このような課題を抱えているお客様に最適です。
メール添付を禁止したい USBメモリやCD-Rでの

やり取りを廃止したい
無料サービスの
濫⽤を防ぎたい

取引先とのファイル交換を
安全におこないたい

プラン 品目CD 標準価格
（年額）

ストレージ
容量

送受信
最大サイズ * 特⻑

ベーシックプラン 3600V74401 120,000円（税別） 100GB 2GB 安価に始めたい
お客様に

スタンダードプラン 3600V74501 360,000円（税別） 300GB 5GB ** 大きなファイルを
扱うお客様に

年額120,000円 (税別)初期費⽤無料
※ベーシックプラン（容量 100GB）の場合

DirectCloud-BOXで スッキリ解決！

* ⼀度にアップロードするファイルの合計サイズでの上限です。 ** ブラウザの種類によって最⼤サイズが異なります。 17



1TB／ユーザー    ￥540／ユーザー・月

5TB※／ユーザー ￥1,090／ユーザー・月
※5TBをご利用いただくにはPowerShellにより拡張手続きを行う必要があります（初期状態は1TBとなります）。

Plan1

Plan2

リスクに強い
オンラインストレージのご紹介

オンラインストレージを利用するだけで
さまざまなリスクに対応することができます。

１つ１つのサービスやシステムで構築するよりも簡単にリスクから皆様のデバイスやデータをお守りすることができます。

まだクラウドストレージをご利用していないみなさまへ

さまざまなリスクからデータを守るなら、オンラインストレージがオススメです。

のプランについて

99.9%の稼働率保証、返金制度のある
サービス レベル アグリーメント

ユーザーの資格情報と
アクセス許可の管理を容易にする
Active Directory の統合

重大な問題にも対応する 
Webサポートと

年中無休の電話サポート

国際規格の
データセキュリティ

自宅PCが壊れた…
バックアップを
取ってない…

会議資料の印刷を忘れた…
データもない困った… 自前で構築するのは大変…

オンラインストレージに
 保存しておけば、
データが消えないので
  安全ですね。

クラウド上なら
 2度手間が防げ、
どの端末からでも
　　最新の内容に！

PCの故
障のリスク

PCの故
障のリスク 2度手間のリスク

2度手間のリスク

準備・段取り時のリスク

準備・段取り時のリスク 自然災害
のリスク

自然災害
のリスク

   同期することで、
外出先からもスマートに
  プレゼンできます！

社内PC 持ち出しPC モバイル

外出先で編集した
内容を社内PCにも
反映しないと…社内PC 持ち出しPC社内PC 持ち出しPC

東日本と西日本で
        場所を分けて
    自動でバックアップ
            しているので
データは安全です。

洪水

大雨

大地震

落雷
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第三⼗六回へつづく

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 淳一欧米言語OCR精度改善

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。

第三十五回

留め置きジョブの給
紙段設定変更対応

スキャン時の設定に「OCR(欧
⽶⽂字認識)」ボタンを追加しま
した。

欧米言語においても高い精度
でOCRが可能となります。

留め置いた印刷ジョブに対して、
給紙段の表示/設定変更が可
能になりました。

追加
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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11月号 2019年10月15日発行

#105 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 マルウェア対策５つの備え「復旧」
P 4 オフィスネットワークのセキュリティ無料診断
P 6 年末調整に係る時間を削減！奉行年末調整申告書
P 8 消費税10%増税・軽減税率への準備 OBC奉行クラウド
P10 オフィス情報 新宿エリア
P12 オフィス向けA3対応 紙折り機
P14  アグサス工事原価管理システム
P16 AI音声翻訳機 POCKETALK
P17 法人向けファイル転送サービス DirectCloud-BOX
P18  リスクに強いオンラインストレージ One Drive for Business
P19  複合機のお役立ち情報

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。

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。

先日大変な台風が日本列島を襲いました。
被災されたみなさま方には心よりお見舞い申しあげます。

猛威ふるう自然災害も大変脅威ですが、
企業さまが抱える膨大な情報資産をおびやかす脅威も存在します。
今号の2ページから5ページは情報セキュリティに関する記事に
紙幅をさいております。
情報資産を失うと取り返しのつかない事態に陥ります。
「備えあれば憂いなし」と申します。
ぜひ該当ページをご参照いただき、
今後の対策を弊社担当者までご相談くださいませ。


