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STELLARGROUP
News!

今、LED化がオススメです！

今年も新入社員が入社しました！

今年もステラグループに3名の新入社員が入社しました！
外部研修や各拠点での研修も⾏ない、少しずつですが
経験値を積んでおります。
今後は仮配属を経て、正式配属となりますが、今のうちに

いろいろな事を吸収して学んでいければと思っております。

同⾏等でお客様先にご訪問させて
いただいた際には、ぜひ一声
いただけるとうれしいです。

右側の写真は、
仲睦まじい同期3人の様子です！

従来の蛍光灯ランプや白熱灯ランプ等は、
⽣産終了が進んでおり、政府・日本照明工業会は
2030年までに設置で100％を目標としております。
また、蛍光灯が値上がり傾向にあることや他社LEDは

納期遅延や値上げの情報がございます。

従来照明に比べ、低消費電⼒であることや
⻑寿命といった点もLED化のメリットとなります。
（蛍光灯：12,000時間 LED：40,000時間）

まずは、現地調査・コストシミュレーションの作成を
させていただければと存じます。

ぜひ、お気軽にご相談ください！
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実施期間 6月～9月

お客様の“声”を
お聞かせください

平素はキヤノン複合機をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
インターネットによるアンケートを通じて、より一層のサービス向上の
ために、改善活動に取り組んでおります。
今年もぜひお客様の貴重なお声をお聞かせください！

また、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自然再生活動に取組む
社会貢献活動「未来につなぐふるさとプロジェクト」で協働する
各地のNPOへ10円を寄付致します。

「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

●お問い合わせ先●

お手元にハガキが
届きましたら
記載のURLへ
アクセスをお願いし
ます

アンケートにご回答いただいた方の中から抽選でプレゼント！
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オフィスマルチプリンタ 「Canon imagePRESS C165/170」

プレゼン資料、チラシなど
クオリティが求められる印刷物はございませんか？

Canon imagePRESS C165/170で
＜早く＞＜綺麗に＞＜簡単に＞
ワンランク上の印刷品質を提供いたします。

① 解像度リアル2,400dpiで小さな文字もキレイに印刷！

② 高画質プリンタにFAX機能を搭載！

③ キレイが続く色味安定性！

④ 標準3,550枚の大容量カセット給紙！

⑤ ウォームアップ30秒の高速起動！

⑥ 封筒やはがきもカセット給紙！

⑦ カラー/モノクロ毎分65枚の高速出力！

【C165の7つのおすすめポイント】

※C165での複写速度

C165でプリントした印刷物を「Proscut」で後加工する
ことで名刺や販促物が内製化できます。
詳しくは、次のページをご覧ください！
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本製品の詳細情報 カール事務器株式会社 https://proscut.jp/ または弊社担当営業までお問い合わせください。

オプションのスリッターユニットを
交換することで多彩なカット

B判サイズ の仕上がりや⻑尺 の

PCM-15N SIDE B

さらに用途が
広がる カットもOK。

NEW

幅900mmのカットにも対応。
レールPOP等も作成できる。

PCM-15N
標準価格
税別¥368,000

年間数万円〜10万円
削減可能（当社調べ）

コスト削減以外にも
大きなメリット

POD･複合機で
出⼒

まずは
名刺内製化
から

内製化の
ご提案

パソコンで
レイアウト1 2 3

必要な時に
必要な枚数
のみ作成

⼀例

短納期 ロット削減※片面4色カラー100枚を作成する費用と
して想定。外注費用・社内作成費用は
契約条件により異なります。

名刺を外注から内製化へ。

外注の⾒直ししませんか？

年間約70％コスト削減 も！

POD･複合機 ＋ Proscut で

Proscutなら様々な形状・サイズにカットできるから、
外注せずに社内で名刺や販促物が作成できます！

で用紙をカット

スリッター
ユニット
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そのお悩み、 で解決します

請求書、まだ紙で送ってるの？

電子請求書発行システムで

印刷 封入 発送 作業を０に！印刷 封入 発送

請求書を紙で送っている企業には
こんな課題が・・・

請求書の

印刷・封入・発送で

毎月月初は残業！

A社は“郵送”

B社は“メール”で送付希望…

個別に対応しきれない！

印刷・用紙・郵送代と

コストがかかっている…

誤封入で取引先を

怒らせてしまった…

印刷、封入、局出しの手間が0に！

WEB・メール・郵送・FAXから
発送方法を自由に選べる！2

1

印刷代・用紙代・郵送代などの

コストを大幅削減！3

4
システムからの自動発行で
誤封入リスクもなし！
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お問い合わせはこちら

「楽楽明細」 の導入効果

電子請求書発行システム 「楽楽明細」とは？

「楽楽明細」は、紙で発行している請求書、納品書、支払明細などの
帳票のデータを取り込むだけで「発送作業」を代わりに行ってくれる
クラウドシステムです。
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お問い合わせ先

キャンペーン概要：
Dropbox Business Standardプラン 3ライセンスを
初年度1年間無償で提供します。

2022年6月22日（水）ご発注分まで

Dropbox Business
初年度3ライセンス無償キャンペーン

キャンペーン期間：
2022年6月22日（水）ご発注分まで

キャンペーン適⽤条件：
新規のみが対象。（更新・追加は対象外）
Standard 3ライセンスを年契約年払いで契約いただくこと。

注意事項：
Standard 3ライセンス以上契約される場合は、3ライセンスを超
える分は通常価格となります。
次年度更新時は通常価格となります。
2022年6月30⽇までに利⽤開始いただく必要があります。
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でファイルサーバー・NASをクラウド化！

無駄な投資を抑えコスト削減の意識

無駄 無駄

３ ４

１

2 ファイルサーバーのような柔軟なアクセス権設定が可能

従来のファイルサーバーと操作性変わらずエクスプローラー利⽤可能
利⽤者はクラウドとローカルを意識しない

エクスプローラーと同じ画⾯での利⽤が可能

簡単アクセス – しかも圧倒的なスピードで快適

１ファイル⽂庫本⼀冊分の全⽂検索機能(*)

社内から 社外から 取引先から

アクセス許可
設定すれば：

SSO(*)と組み合わせれば(別途有償)
IPアドレス,PKI証明書,OTP(*)等の

多要素認証でよりセキュアに
追加費⽤なし！⽇本国内データセンター

■同期速度の⽐較(25MBの場合)

1.0

2.7

6.0

14.6

チームフォルダ 共有フォルダ 自分のデータ

クラウドのみ クラウドとローカル

※ ローカルPCにDropboxの
同期ソフトインストール

ファイル編集時にはロック機能により完全な排他制御

対応ファイル（拡張子）.doc .docx .docm
Paper ドキュメント.pdf .ppt .pptx .pptm

.rtf .txt .xls .xlsx .xlsm

ファイル名、拡張子、ファイル内のキーワードで
ファイルの全⽂検索が可能

AIが画像検索＆
画像テキスト
自動認識（プレビュー） “⾃動⾞”と⼊⼒すると、

AIが類似画像を検索
(*) １ファイル当り10万文字をインデックス化

(*) OTP – One Time Password
SSO – Single Sign One

✅ “できるのはDropbox Businessのみ！
”アクセス権の“引き算” “足し算”を簡単に設定。

“営業本部”

“一般情報”

“社外共有用”

“機密資料”

責任者グループ責任者グループ 社員グループ社員グループ

責任者グループ責任者グループ

責任者グループ責任者グループ 社員グループ社員グループ 社外グループ社外グループ

アクセス権の
引き算

アクセス権の
足し算

✅ プロジェクトフォルダ等において多数の最上
位フォルダ乱⽴から開放されます。

✅ グループはActive Directoryからも同期可能。

※一般的な他社クラウド製品では、技術的な制限で下位階層のフォルダに対しては追加のみ可能

Dropbox
Business

G社

M社

B社

Dropbox Businessの
速度を1.0として比較

数値が小さいほど高速性能

責任者グループ責任者グループ 社員グループ社員グループ

業界唯一の脱PPAP対策 機能標準搭載！

無駄 無駄

５ ローカルPCにファイルの実体を置かない
スマートシンク機能を利⽤すれば、ファイルの実体はクラウドのみに保管され、
ローカルPCのハードディスク容量消費を低減でき、セキュリティ的な懸念から
も開放されます。
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●Dropbox および Dropbox Business は、Dropbox International Unlimited Companyの登録商標です。●その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。●本文中に記載されている事項の一部または全部を複写、
改変、転載することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。●本文中に記載されている事項は予告なく変更することがあります。

無駄 無駄

7
総計30万以上のアプリと連携済み。主要なG-Suite,Microsoft365
,Adobe,セールスフォースとも連携済み。Dropbox Spacesを利⽤すれば、
エクスプローラー操作をしながらG-suite文書、Office文書を1つのフォルダに
保管しながら利⽤が可能です。

8 脱PPAP対策としてのDropbox Transfer

バックアップ要らず！180⽇間のバージョン履歴

多数のアプリと連携

⼀般的なバックアップとは異なり、Dropbox Businessはファイル編集・保
存の度にバックアップを⾏います。それらは180日の間、世代数無制限で
保存され、ユーザーの操作により⽬的の世代を復元可能です。

Dropbox Spaces
(クラウド時代のエクスプロ-ラ-)

巻き戻し機能

予算管理フォルダ
の巻き戻し

※フォルダを誤って
削除した場合は
“巻き戻し機能”
を利⽤して
簡単復元

ファイル1

ファイル2

ファイル3

・・・

・・・

・・・

バージョン1 バージョン2

バージョン1

バージョン1 バージョン3

バージョン5

180日
※ 10年履歴保管オプションもございます。(別途有償)

ローカルPC
(Dropboxフォルダ内)

クラウド側

ローカルPCにも
ファイル実体あり 同期中のマーク

ローカルPCには
ファイル実体なし

・1回の転送で最大100GB⼤容量データ送信可能

・1ファイル、1フォルダーのみならず複数ファイルを1回で送信可能

・相手先にDropboxアカウントは不要

・ウイルス、マルウェア感染ファイルの外部共有を送信禁止制御

・データを送るだけでなく相手先のデータを受け取ることも可能
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2022年1⽉施⾏ 改正電子帳簿保存法対応

どうやって対応したらいいの？？ 電帳法対応機能は裏⾯へ

紙での提出・保管から解放されます！

2022年以降、電子データで受領した書類は
紙ではなく電子データで保管が必要です！

出張の精算をする場合

これまで

これから

原本を集めて 原本を送って申請 原本を確認して承認 原本を紙で保管する

原本をスマホで撮影
複合機で一括スキャン

PCやスマホで申請 確認して承認
データで保管
原本は廃棄

改正により、メール（電⼦取引）で請求書を受領、印刷し紙で保管といった運⽤
が出来なくなります。領収書のダウンロードも該当します。

メールで請求書を受領 印刷し紙で保管

事務処理規程の作成、
その規程に従った運用

取引年⽉⽇

取引先

取引⾦額

検索要件を満たして
検索できる状態

NG

OK

データで受け取ったものは
データ保管が必須になります。

改正により、領収書などの紙をスキャンしデータでの保管が認められます。
社内での紙のやりとりや保管から解放され、業務のスピードアップが⾒込めます。

真実性 可視性

領収書をダウンロード
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CSVTXT

※文中の会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。※本内容は2021年10月8⽇現在の情報です。内容は予告なく変更する場合があります。

販売元：お問い合わせ・資料請求先：

で解決！

電子取引

紙で受領 スキャン・撮影

電⼦メール等で受領
ネット上からダウンロード

スキャナ保存

取引先 自社

NI Collabo 360で対応！
タイムスタンプなしでも運用可能な「訂正・削除

が記録に残るシステム」
スキャナ保存要件のチェック機能搭載
検索要件の「取引年⽉⽇」「取引先」「取引⾦
額」を満たした検索が可能

⇒これまでの紙提出・保管が不要になります。

事務処理規程を定め運⽤
検索要件の「取引年⽉⽇」「取引先」「取引⾦
額」を満たした検索が可能

添付後の書類は訂正・削除の記録が残る
⇒紙保管が禁止になっても対応可能な仕組みです。
※事務処理規程を⾃社で定め、それに従った運⽤が必要です

NI Collabo 360で対応！

『NI Collabo 360』の「経費精算」「⽀払管理」機能なら、電⼦帳簿保存法改正にも対応可能。
このほかにも33個の機能で業務改善をアシスト。ぜひご担当者まで！

社内で発⽣する様々な経費の申請〜承認〜精算処理まで
電⼦化し、⼀元管理を実現します。

スマホでパシッと撮影！

複合機で⼀括スキャン！

ICカード読み込み

振込データ
仕訳データ

データ出⼒・連携も可能

⼀般経費、事業所家賃や顧問料など、取引先・契約先に
対する⽀払業務を⽀援します。「過⼊⾦の返⾦」といっ
た請求書を伴わない支払いにも対応可能です。

⽀払管理表 前払管理表

「支払いデータ」の確認が可能。「前払費用」に対して、
サービス・役務の提供・享受が完了するまでの実施状況を
簡単に⼀元管理・把握できます。

経費精算 支払管理
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MEAP 交通費申請

在宅勤務・テレワークを導入し、効率的な働き方への移行が進んでい
ます。しかし、出社したりしなかったり、この日は、自宅からお客様
先へ行ったけど、この日は会社から行ったんだっけ・・・？？
ただでさえ面倒な交通費申請が、移動経路の把握だけでも大変になる
ことが想像できます。

すすむテレワーク

交通費申請はますます大変に

0570-08-0056キヤノンお客様相談センター 裏面もご確認ください

複合機を活用し、誰でも・簡単に・正しく、
申請すべき経路を把握できる環境を作ります

このようなことは起こっていないでしょうか？

外出日を思い出す 経路・金額を調べる
申請帳票
に転記

申請する
確認・
承認

申請経路が複雑になればなるほど大変

※交通費申請業務のイメージ

□ 交通費の申請書作成に時間をかけている様子
をよく見かける

□ 交通費申請のチェックに時間をかけたくない

□ 在宅勤務の増加に伴い、定期券の廃止を検討
しているが、正当な申請がなされるか心配

□ テレワーク導入を検討しているが、
交通費申請方法の検討ができていない
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●お求めは信用のある当社で

2022年1月現在

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER ADVANCEはキヤノン株式会社の登録商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登
録商標または商標です。●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。 ●JR北海道 Kitaca利用承認第5号 / 株式会社パスモ 商標利用許諾済第23号 / JR東日本 Suica利用承認第107号（株式会社ジェイアール東日本企画 許諾） / 株式
会社名古屋交通開発機構 商標利用許諾 第12-029号 / 株式会社エムアイシー 商標利用許諾済 第6号 / JR東海 TOICA利用承認第2号 / 株式会社スルッとKANSAI 商標使用許諾済 / JR西日本 ICOCA利用許諾済 / 福岡市交通局 はやかけ
ん利用許諾済 / 株式会社ニモカ nimoca利用承認第1号 / JR九州 SUGOCA利用承認第24号 / 仙台市 icsca許諾済 ● ※この許諾や記載の商標は交通系ICカード発行事業者が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありませ
ん。※PASMOマーク[PASMO]及び[PASMO]は株式会社パスモが本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。※本サービスで使用する端末及びプログラムでは、個人を特定できる情報は一切取得しません。※本サー
ビスで使用する端末及びプログラムで取得した交通系ICカードのデータは、本サービスの提供を目的とした用途範囲のみで利用します。※本サービスで使用する端末及びプログラムでは、交通系ICカードへのデータ書き込みは一切行い
ません。※本サービスで使用する端末にタッチしても交通系ICカードの残高は一切引き落とされません。※交通系ICカードの更新または交通系ICカード発行事業者の都合により、予告なく交通系ICカードが交換されることがあります。
※ PiTaPa・JR西日本ポストペイエリア内でのPiTaPaご利用分は、本サービスの対象外となります。●「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。「Suica」「モバイル
Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 「manaca/マナカ」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。「PiTaPa」は株式会社ス
ルッとKANSAIの登録商標です。「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。 「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登
録商標です。「icsca」は仙台市の登録商標です。

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

商品名 標準価格

（ｅ）MEAP交通費申請 月額 3,000円

ICカードリーダーライターTR63036 30,000円

複合機にタッチの簡単操作
使いなれた複合機での簡単操作で、

教育にかかる労力も最小限で済みます。

JR東日本グループの公式ビジネスソリューションと連携
「transit manager」をエンジンとしており、新駅の開通や

料金変更にも迅速に対応されたデータを交通費申請に活用できます。
ポイント

1

MEAP 交通費申請 のご紹介

交通系
ICカード※

交通系ICカード
をかざす

複合機に取り付けたICカード
リーダーにカードをかざします。

transit managerと連携し、
ICカード内の履歴を取得・表示します。

利用履歴を手元で確認しながら、
交通費申請書類の作成（または
データ入力）ができます。

利用履歴を表示
印刷 or 
メール送信

台数課金の月額課金で費用圧縮
複合機毎の課金のため、ユーザー毎の

課金に比べ、費用を格段に抑えられます。

※交通系ICカード … 全国相互利用を行っている次のカード(Kitaca / Suica / PASMO / TOICA / manaca / ICOCA /
PiTaPa (*チャージ(入金)から利用した分のみ対象) / SUGOCA / nimoca / はやかけん)に加えてicscaも対象です。

2 3

ユースウェア 標準価格

インストールサービス 5,000円～
※訪問料別途

保守 標準価格

有償保守サービス（オンサイト保守） 月額 500円

有償保守サービス（窓口保守） 月額 200円

【対応機種】
・imageRUNNER ADVANCE Gen3
・imageRUNNER ADVANCE DX

※詳しい機種は右記HPのQRコードにてご確認ください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン MEAP ホームページ

canon.jp/meap
キヤノンお客様相談センター（オフィス向け複合機）

受付時間〈平日〉9：00～17：00（土日祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）
※上記番号をご利用いただけない方は050-555-90056をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※おかけ間違いのないようにご注意願います。0570-08-0056
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社内問い合わせ専用
社内あるある問合せテンプレートを多数ご用意！

チャットボットで
50％対応件数を 削減 !

情シス : 400件

総務 : 260件

人事 : 100件

情シス : 160件

総務 : 130件

人事 : 60件

チャットボットで
自動回答！

導入前 導入後

1 ヶ月の
問合せ対応件数
が激減 !!

14



とは？

社内向け に 特化することで、
短期 + 低コストで導入できる AI チャットボット

社内専用 AI チャットボット お問い合わせ先

専任担当による手厚いサポートもすべて無償！

導入支援

公開まで
スムーズに導く！

改善支援

利用データを基に
改善提案！

継続支援

運用開始後も
継続サポート！

STEP.01 STEP.02 STEP.03

短期導入を実現できる 低コストを実現できる

利用には回答を登録するだけ 学習コストが不要

料金

円 円100,000 70,000
従業員の利用人数：制限なし チャットの利用数：制限なし

初期
費用

月額
費用

無線LANの
調子が悪い

引っ越したときの
手続き

有給の
取得方法

請求書の
申請方法

社内でよくある質問を学習済みの状態で提供 !
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時代を跳躍し、建築設計思想を継承したオフィスデザイン
プランコンセプト。

正方形のピッチで設計された大手町ビルの当該エリアは、白銀比（大和比）モデュールを用いた区画になっていることが分かりました。
建築資材のロスを減らすために正方形を用いた事で生まれたこのモデュールは、日本人が本能的に好む比率とも言われています。

空間的にも感覚的に馴染み、また内装資材の削減に少しでも貢献出来る比率として、本プランの設計軸に採用しデザインしております。

モデュールを空間/室/装飾に用いてシークエンスデザインを検討白銀比（大和比）モデュールの当て込み確認

街との関りを生むエントランス 白銀比モデュールの特注照明

PICK UP − NEW WORK STAGE −

社内とも社外とも、関わりを生むオフィス
形からコミュニケーションを創出する

シークエンスデザインで計画したオープンスペースを建築設計のワークフロー（関わり→初訪問→提案→施工）に沿った空間とすること
で、業務ごとのコミュニケーションベースで働く場を選択しやすくなり、社内での関わりを創出します。

同時に来訪者動線も同じ空間上に計画にすることで、社員と社外の方々との新たな関わりしろを作り出すオフィスとなっています。

ソーシャルテラス

初訪問エリア

社内カフェ
提案フェーズエリア

ラウンジ
シアターエリア セミナーエリア

施工フェーズエリア

オフィスエリアオフィスエリア

PICK UP − NEW WORK STAGE −
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ロングライフの素材で統一されたデザイン
デザインコンセプト。

建築を考える上でサスティナブルは大きな課題となっています。空間を作る上で工事や廃材などはどうしても出てきてしまいます。
そこで、本プランでは材料の選定軸を「ロングライフ」とし、機能とデザインの両軸で⻑く持たせられる素材や⾊を⽤いました。

そうすることで、同素材を多用したデザインを可能とし、施工のロスも極力減らした統一された空間を実現できました。

KISSA BUZZ LOUNGE

OFFICE BUILD

CRAFT MOVE

OFFICE

PICK UP − NEW WORK STAGE−

当社はオフィスのコンサルティングを通じ、企業戦略やブランディングによりお客様の業務向上を目指しております。

オフィス移転を事務所物件探しからオフィスデザイン、内装工事、オフィス家具手配、引っ越し、原状回復までワンス
トップでご提供できることが強みとなっております。
オフィスデザインや事務所移転などオフィス設計で何かお困りの際は、
ぜひフロンティアコンサルティングへお問い合わせください。

つながるオフィス 今月のイチオシ居抜き物件

▲SOHO用途も可能なオフィス内装

お問い合わせはこちらまでお願い致します！

Tel  0120－734－343 URL  https://www.tsunagaru-office.com/

「つながるオフィス」は
居抜きで“貸したい“企業様を募集しています！

「原状回復費を抑えて移転したい」
「こだわって作ったオフィスを壊すのはもったいない」
といったニーズをお持ちの企業様、是非、弊社まで
お問い合わせ下さい。

オフィスからオフィス、その空間を引き継ぐお手伝いを
させて頂きます。

▲一部オフィス家具付き

▲アットホームな雰囲気のオフィス内装

物件NO.704
「六本木エリアで新築！内装付きメゾネットオフィス！！」
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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！

2023年10月施行予定の2023年10月施行予定の

適格請求書等保存方式にも適格請求書等保存方式にも

対応しております！対応しております！

2023年10月施行予定の

適格請求書等保存方式にも

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。

５．2023年10月から施行予定の適格請求書等保存方式へ対応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！

ステラグループ株式会社
〒102-0074　東京都千代田区九段南 3-3-6
　　　　　　　  麹町ビル 1 階
TEL 03-6261-2050　http://www.stargp.jp/

適格請求書等保存方式にもすでに対応済です！
適格請求書等保存方式にもすでに対応済です！
適格請求書等保存方式にもすでに対応済です！
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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2022年6月号 2022年5月17日発行

#137INDEX

★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 東京都千代田区九段南3-3-6 麹町ビル1F                    

TEL 03-6261-2050
五反田オフィス 東京都品川区西五反田7-25-3 THビル

TEL: 03-6910-4871
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
荻窪オフィス 東京都杉並区上荻1丁目18番13号 文化堂ビル

TEL: 03-6279-9626
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

P2 STELLAR GROUP NEWS
P3 ご案内
P4 C165
P5 Proscut
P6 楽楽明細
P8  Dropbox
P10 NI Collabo
P12 MEAP 交通費申請
P14 Chat Dealer
P16 NEW WORK STAGE
P18 商人

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、6月1日より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」が始まります。
私どもステラグループではこのインターネットによる
アンケートを通じて、より一層サービス品質を向上させるべく
改善活動に取り組んでおります。
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いただきますようお願い申しあげます。

新型コロナウイルスに感染なさった方々、その家族の方々に
心よりお見舞い申しあげますとともに、
お客さま皆様方のご健勝を心より祈念申しあげます。


