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STELLARGROUP
News!
Microsoft 社 Internet Explorer のサポート終了！
2022 年 6 月 16 日（日本時間）をもって、Microsoft 社
より Internet Explorer のサポートが終了となりました。
同ソフトウェア製品の利⽤者においては、サポートが継続して
いる他の⼀般的なブラウザへの移⾏、およびコンテンツの改修
等の対応が求められます。（一部対象外有り）
今後はMicrosoft Edge の Internet Explorer モードでの閲覧に
なります。
IE モ ー ド は 、 現 ⾏ お よ び 今 後 の Windows ク ラ イ ア ン ト
/Server/IoT の各リリース (Windows 11 を含む) のライフサ
イクルに準じ、少なくとも 2029 年までサポートするとのこと
です。

キヤノン複合機をお使いのお客様へ！
先月号からのご案内で、キヤノン複合機をお使いのお客様へ
インターネットによるアンケートが開始しております。
毎年開催の「キヤノン顧客満⾜度調査」アンケートでいただ
いたお客様のお声を通じて、従業員一同、より一層サービス
の向上と改善活動に取り組んでおります。
お手元にアンケートハガキが
届きましたら、ぜひご協⼒を
お願い申しあげます。
9月までの開催期間になります。
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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6月から9月にかけ
て実施させて頂きます。お手元にアンケートハガキが届きましたら、ぜひともお客様の声
をお聞かせください。
また、アンケートにご回答いただきますと、キヤノンマーケティングジャパン様がお客様
にかわりまして「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
る活動に対し10円を寄付いたします。

ご回答期間：6月1日～9月16日

●ご用命は

アンケートへのご協力をなにとぞよろしくお願い申し上げます。

「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>
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！
だから選ばれる

マルチキャリア

DIS mobileの3 つの特長
年間パック

3 大キャリアに対応

ワンストップ提案

通信費用の一括支払いが可能

LTE内蔵機器と同時購入が可能

年間パックプラン
DIS mobile WiMAX +5G

■ DISM WIMAX +5G

DISM WiMAX +5G パッケージ

月間データ通信量
新規

1年

ZU9-PKG/WP5/Y

新規

89,800円（税込98,780円） 2 年

ZU9-PKG/WP5/2Y

128,300円（税込141,130円）

■ 5G 対応でネットをもっと早く快適に！
■ au 5G、au 4G LTE、WiMAX2+利用可能
■ 月間利用データ量上限なし
■ 工事不要で開通（利用）OK!

これまで直近3日間の通信量合計が15GB以上の場合、通信速度を一律に制限しておりましたが、昨今のコンテンツの大容量化、リモート授業、リモートワーク需要などに
あわせ、今まで以上に快適なご利用を提供できるよう通信速度制限方法を2022 年 2月1日より変更いたします。
【2022 年2月1日以降】一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。

データSIM+ ルーターセット品
■ データSIM+FS030 ルーター付（富士ソフト）
月間データ通信量
新規

7 GB

20 GB

50 GB

ZDMK-PKGAUD7G1YF3

ZDMK-PKGAUD20G1YF3

ZDMK-PKGAUD50G1YF3

1年

39,800円（税込43,780円）

49,800円（税込54,780円）

新規

ZDMK-PKGAUD7G2YF3

ZDMK-PKGAUD20G2YF3

60,000円（税込66,000円）

78,000円（税込85,800円）

新規

−

85,300円（税込93,830円）

3 GB

10 GB

25 GB

新規

ZDMJ-PKGD3G1YJF3

ZDMJ-PKGD10G1YJF3

ZDMJ-PKGD25G1YJF3

月間データ通信量

1年

新規

2年

ZDMS-PKGSBD20G/2Y/F3

27,000円（税込29,700円）
ZDMJ-PKGD3G2YJF3

40,000円（税込44,000円）

36,300円（税込39,930円）
ZDMJ-PKGD10G2YJF3

58,600円（税込64,460円）

データSIM 単体

■ KDDI

115,000円（税込126,500円）
ZDMS-PKGSBD50G/2Y/F3

123,200円（税込135,520円）

45,200円（税込49,720円）
ZDMJ-PKGD25G2YJF3

76,400円（税込84,040円）

※更新の場合、データのみの新規契約
パッケージが更新パッケージを兼ねま
す。ルーターは継続利用可能です。

※更新の場合、データの新規契約パッケージが更新パッケージを兼ねます。
※月間データ通信量を超えた場合、上り下りが最大 128kbpsに制限。

3 GB

月間データ通信量
データ通信

1年

データ通信

2年

■ ソフトバンク

5 GB

7 GB

20 GB

50 GB

ZDMK-PKG/D3G/1Y
16,000円
（税込17,600円）

ZDMK-PKG/D5G/1Y
19,600円
（税込21,560円）

ZDMK-PKGAUD7GML/1Y
29,800円
（税込32,780円）

ZDMK-PKGAUD20GML/1Y

39,800円
（税込43,780円）

ZDMK-PKGAUD50GML/1Y
55,800円
（税込61,380円）

ZDMK-PKG/D3G/2Y
31,000円
（税込34,100円）

ZDMK-PKG/D5G/2Y
38,000円
（税込41,800円）

ZDMK-PKG/D7G/2Y
50,000円
（税込55,000円）

ZDMK-PKG/D20G/2Y
68,000円
（税込74,800円）

ZDMK-PKG/D50G/2Y
105,000円
（税込115,500円）

※月間データ通信量を超えた場合、上り下りが最大 128kbpsに制限。

月間データ通信量
データ通信

5 GB

20 GB

50 GB

ZDMS-PKG/D05G1Y

ZDMS-PKG/D20G1Y

ZDMS-PKGSBD50G/1Y

1年

24,800円（税込27,280円）

38,500円（税込42,350円）

データ通信

ZDMS-PKG/D05G2Y

ZDMS-PKG/D20G2Y

2年

46,800円（税込51,480円）

74,500円（税込81,950円）

■ NTT ドコモ系 MVNO（JCI）
月間データ通信量
データ通信

1年

データ通信

2年

データ通信

1年

固定 IP 付

1年

ZDMS-PKGSBD50G/2Y

112,400円（税込123,640円）
※月間データ通信量を超えた場合、上り下りが最大 200kbpsに制限。

3 GB

10 GB

25 GB

ZDMJ-PKG/D10G

ZDMJ-PKG/D25G

16,310円（税込17,941円）

24,830円（税込27,313円）

ZDMJ-PKG/D3G/2Y

29,290円（税込32,219円）

1 GB

月間データ通信量

58,000円（税込63,800円）

ZDMJ-PKG/D3G

■ NTT ドコモ系 MVNO（IIJ）

6

ZDMK-PKGAUD50G2YF3

2年
2年

■

63,800円（税込70,180円）

ZDMJ-PKG/D10G/2Y

47,910円（税込52,701円）

使い放題（低速版）

32,990円（税込36,289円）
ZDMJ-PKG/D25G/2Y

65,420円（税込71,962円）

ZDMJ-PKG/DTH

8,400円（税込9,240円）
ZDMJ-PKG/DTH/2Y

13,600円（税込14,960円）

※月間データ通信量を超えた場合、上り下りが最大 256kbpsに制限。

3 GB

5 GB

7 GB

10 GB

20 GB

ZDMI-PKG/D1G/1Y
12,270円
（税込13,497円）

ZDMI-PKG/D3G/1Y
16,040円
（税込17,644円）

ZDMI-PKG/D5G/1Y
19,390円
（税込21,329円）

ZDMI-PKG/D7G/1Y
26,400円
（税込29,040円）

ZDMI-PKG/D10G/1Y
32,150円
（税込35,365円）

ZDMI-PKG/D20G/1Y
55,240円
（税込60,764円）

ZDMI-PKG/D1G/GIP/1Y
25,770円
（税込28,347円）

ZDMI-PKG/D3G/GIP/1Y
29,540円
（税込32,494円）

ZDMI-PKG/D5G/GIP/1Y
32,890円
（税込36,179円）

ZDMI-PKG/D5G/GIP/1Y
37,200円
（税込40,920円）

ZDMI-PKG/D10G/GIP/1Y
45,650円
（税込50,215円）

ZDMI-PKG/D20G/GIP/1Y
68,740円
（税込75,614円）

上記の他に、
月額契約サービスのプランや、
プラス音声サービスのプランなどもあります。詳細は別途DIS営業担当営業までご相談下さい。

年間パックプラン
データSIM 単体

■ KDDI（ iPad 専用）

7 GB

20 GB

50 GB

ZDMK-PKG/ATAB/7G/1Y

ZDMK-PKG/ATAB/20G/1Y

ZDMK-PKG/ATAB/50G/1Y

月間データ通信量
データ通信

1年

※更新の場合、データの新規契約パッケージが更新パッケージを兼ねます。
※月間データ通信量を超えた場合、上り下りが最大 128kbpsに制限。

30,000円（税込33,000円）

40,200円（税込44,220円）

56,400円（税込62,040円）

※iPadのモデル( 世代 )により対応可否がございますので事前に対応機器かどうかを必ず事前にご相談ください。
※導入時、導入後の保守・サポートはDIS mobileでは対応できかねますので、お客様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願いいたします。

eSIM 単体

※更新の場合、別途更新パッケージを準備致します。
※月間データ通信量を超えた場合、上り下りが最大 128kbpsに制限。

■ NTTドコモ系 eSIM MVNO（丸紅ネットワークソリューションズ）
月間データ通信量
データ通信

1年

5 GB

10 GB

30 GB

50 GB

ZDME-PKG/DE5G/1Y

ZDME-PKG/DE10G/1Y

ZDME-PKG/DE30G/1Y

ZDME-PKG/DE50G/1Y

20,000円（税込22,000円）

28,000円（税込30,800円）

56,000円（税込61,600円）

92,000円（税込101,200円）

iKAZUCHI（雷）年間プラン
iKAZUCHI（雷）版は、既存年間パックからの変更・更新の受付はできません。
既存年間パックでのご契約からiKAZUCHI（雷）版へ切替をご希望の場合は、新規でのお申込みになります。

注意事項

■ DISM WiMAX2＋は更新版のみ、新規版は販売終了
※開通月無料。 ※新規の場合、開通月＋12ヶ月の契約期間となります。更新の場合、12ヶ月の契約期間となります。
※更新の際は、データの新規契約パッケージが更新パッケージを兼ねます。 ※ルーターセット更新の場合、データのみの新規契約パッケージが更新パッケージを兼ねます。

■ KDDI
月間データ通信量

新規 1 年
ルーター
FS030W 付
▶

5 GB

7 GB

20 GB

50 GB

ZDMK-PKGAUD5GML1YI

ZDMK-PKGAUD7GML1YI

ZDMK-PKGAUD20GML1YI

ZDMK-PKGAUD50GML1YI

（税込17,490円）

（税込21,340円）

（税込32,450円）

（税込43,230円）

（税込60,500円）

ZDMK-PKGAUD3G1YF3I
ZDMK-PKGAUD3G1YF3IS

ZDMK-PKGAUD5G1YF3I
ZDMK-PKGAUD5G1YF3IS

ZDMK-PKGAUD7G1YF3I
ZDMK-PKGAUD7G1YF3IS

ZDMK-PKGAUD20G1YF3I
ZDMK-PKGAUD20G1YF3IS

ZDMK-PKGAUD50G1YF3I
ZDMK-PKGAUD50G1YF3IS

15,900円

新規 1 年

iKAZUCHI（ 雷）URL

3 GB
ZDMK-PKGAUD3GML1YI

19,400円

25,700円
（税込28,270円）

29,200円
（税込32,120円）

29,500円

39,300円
（税込43,230円）

39,300円

49,300円
（税込54,230円）

55,000円

63,300円

（税込69,630円）

https://www.ikazuchi.biz/detail.php?id=63
※開通月無料。 ※新規の場合、開通月＋12ヶ月の契約期間となります。更新の場合、12ヶ月の契約期間となります。
※更新の場合、データの新規契約パッケージが更新パッケージを兼ねます。

■ ソフトバンク

1 GB

5 GB

20 GB

50 GB

ZDMS-PKG/D1G1Y/I

ZDMS-PKG/D5G1Y/I

ZDMS-PKG/D20G1Y/I

ZDMS-PKG/D50G1Y/I

（税込14,630円）

（税込22,000円）

（税込39,160円）

（税込63,250円）

月間データ通信量

新規 1 年

iKAZUCHI（ 雷）URL

▶

13,300円

新規 1 年

iKAZUCHI（ 雷）URL

▶

35,600円

57,500円

https://www.ikazuchi.biz/detail.php?id=99

■ NTT ドコモ系 MVNO（JCI）
月間データ通信量

20,000円

※開通月無料。 ※新規の場合、開通月＋12ヶ月の契約期間となります。更新の場合、12ヶ月の契約期間となります。
※更新の場合、データの新規契約パッケージが更新パッケージを兼ねます。

無制限低速

3 GB

10 GB

25 GB

ZDMJ-PKG/DTH/I

ZDMJ-PKG/D3G/I

ZDMJ-PKG/D10G/I

ZDMJ-PKG/D25G/I

（税込7,535円）

（税込16,170円）

（税込26,180円）

（税込35,750円）

6,850円

14,700円

23,800円

32,500円

https://www.ikazuchi.biz/detail.php?id=120

通信契約に関するお問い合わせは
DISコールセンター まで

0120-276-616（

営業時間 11:00〜20:00）

メンテナンス日を除き年中無休／携帯・PHSからもご利用いただけます

商品全般に関するお問い合わせはDISの各支店まで
https://www.pc-daiwabo.co.jp/ofﬁce/
※この冊子に記載の情報は、2022年 3月現在の情報です。サービスの内容は予告なく変更される場合があります。

https://www.dismobile.jp

DIS mobile
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※ 価格は全て「税抜表記」です ※送料条件は別途お問合せください。
※ 価格有効期限 ： 2022年 6月 30日

軽量コンパクト 高出力 QC3.0 対応
の Power Delivery 対応充電器に、
10種の変換コネクタ形状が入った、
90W 対応マルチプラグケーブルを
セット！！
NEC, 富士通、hp、DELL、
Dynabook、Lenovo、Panasonic、
mouse、UNITCOM、ASUS、Acer、
SONY、BenQ、 etc
このセットがあれば万全！安心！！
※マルチプラグケーブルは当該充電器専用ケーブルとしてお使いください
【PD 充電器・65W ＋ マルチプラグケーブルセット】

型番(Black) APD-A065AC-wM-BK
(White) APD-A065AC-wM-WH
【PD 充電器・105W ＋ マルチプラグケーブルセット】

型番(Black) APD-A105AC2-wM-BK
(White) APD-A105AC2-wM-WH

HP：https://www.adtec.co.jp/
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バナナペーパーを
ご存知ですか？
バナナペーパーとは・・・

その名の通り、バナナの茎を再利用して作られた用紙です。
通常なら捨てられてしまう茎を再利用し、バナナの茎の繊維に古
紙やFSC®認証パルプを加え、日本の伝統的な和紙技術を用いて製
造されています。
※詳しい説明は右記QRコードよりご確認ください。
山櫻様ご紹介ページに繋がります。

「SDGs」17のグローバル
目標すべてにつながる
バナナペーパーはSDGｓの17項目
全てに対して取り組める紙です。
環境問題を打開するだけではなく、
捨てるはずだったものを再利用し
て雇用を生むことで貧困問題を解
決に導き、生産者の暮らしを持続
的に支えている点が非常に注目さ
れています。

印刷物の内製化で社会貢献
名刺・チラシなどの作成をバナナペー
パーで内製化することで環境を守るだ
けでなく、生産者の暮らしを支えると
いう点で社会貢献活動に繋がります。

Canon imagePRESS C165など「POD機」で内製化する
ことでよりキレイに印刷可能です。

ご要望がございましたら、バナナペーパーにてお客様のサンプルを
ご用意させていただきます。担当までお申し付けください。
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内製化の
ご提案

1

パソコンで
レイアウト

POD･複合機

＋

Proscut

で

外注の⾒直ししませんか？

2

POD･複合機で
出⼒

3

で用紙をカット
PCM-15N
標準価格
税別¥368,000

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！
⼀例

まずは
名刺内製化
から

名刺を外注から内製化へ。
年間

約70％コスト削減

数万円〜10万円
削減可能（当社調べ）
年間

※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。

必要な時に
必要な枚数

も！

コスト削減以外にも

大きなメリット

のみ作成

短納期

ロット削減

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が可能
スリッター
ユニット

自分で
デザイン
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ズラし⼆つ折り名刺や、ミシン⽬⼊りチ
ケットなどを作成することができます。

名刺 はがき作成ソフト
FlashCard-Pro Ver.6.0
FlashCard-Proで名刺をデザイン。
また、CSV取込対応Excelでお持
ちの人事データをCSVにてイン
ポート、エクスポートも可能。

活⽤事例は次のページ

➡

case

1

はがき

四面連刷はがきの使用で印刷コストが1/4に！
単面はがき

単面印刷より四面連
刷はがきを使用すれ
ば、カウント料⾦⽅
式で印刷コストは
1/4。
年賀はがき等、⼤量
に印刷する際の
コストダウンにつな
がる。

case

2

工場

３

小売

単面
はがき
1枚分

四面連刷
はがき
4枚分

＝

印刷コストは同等

四面連刷はがき
印刷

カット

手作業カットをProscutで自動化で人手・労務時間削減

明細書・伝票等、
書類作成の
作業時間を短縮。

case

印刷

時間
短縮
カット

毎日使用する現品票を
Proscutで
自動化することで

作業時間が大幅短縮

スーパーなどで使用するプライスPOPやレールPOPを作成

B判サイズ仕上がりや⻑尺カット等、
マルチに使える。
NEW

幅900mmのカットにも対応。
お店で使うレールPOP等も作成
できます。

PCM-15N SIDE B

本製品の詳細情報 カール事務器株式会社

SIDE Bならさらに多彩なカット

https://proscut.jp/

または弊社担当営業までお問い合わせください。
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ITreview Grid Award 2022 Winter にて

企業 と 人物データベースを自動アップデート

「High Performer」を４部門で受賞！
名刺管理

SFA

MA

CRM

マーケティングオートメーション

大手企業から中小企業まで
ただいま続々と導入いただいております！

営業が本当に欲しい “HOT な情報 ” がすぐ手に入り

営業活動が変わる！
企業情報

Web閲覧

名刺には記載されていない お

お客様が自社HPを閲覧した

客様企業の基本情報を自動付与
・法人番号
・従業員数

履歴で興味度合いがわかる

・業種
・上場区分

・有価証券報告書 …etc

ニュース

営業履歴

お客様が発信している

過去の折衝履歴や

ニュース情報を自動通知

案件情報を共有できる

NEWS

人事異動情報

人脈

人事異動情報を自動通知

お客様と社内の人脈を

キーマンの動きを見逃さない

共有・可視化

人事異動
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独自情報
自社特有の営業情報を

お

客様情報に紐づけて管理可能

1

顧客との関係性維持に必要な顧客管理を実現する「名刺管理」
名刺を取り込む or オンライン名刺交換するだけで、顧客データベースを自動構築
全社員の人脈を手間なく共有
名刺をスキャン

顧客データベースを
自動構築

専任オペレーターによる
補正入力でほぼ100％の精度

オンライン
名刺交換

自動
名寄せ

異動・退職時も
漏れなく迅速に
引き継げる！

企業属性
自動付与

※オンライン名刺交換機能標準搭載！

2

営業の生産性を高め、営業を強くする「営業管理」
営業の勝ちパターンをテンプレート化し、商談プロセスの標準化が可能に！
商談化

提案合意

プレゼン

見積提示

稟議

受注

○○会 社
営業部 課長

“次に何をすべきか”がわかるので、

A田 B太

競合情報の把握
商談情報

「営業スキルの底上げ」
「新人の戦力化」が加速！

キーマン/関係者把握
提案書作成

・課題：新規開拓および営業情報の共有
・時期： 2022年5月中
・予算：都度稟議（年間3,000,000円程度の想定）
・決裁者：事業部⻑
・次のアクション：営業本部⻑含めた打ち合わせ実施

取り込んだ顧客情報に紐づけるため必要最小限の入力で運用できる

3

営業に必要な情報が確認でき、

提案書上司レビュー

入力も手間なくできるから、

プレゼン実施

営業現場に定着し、

プレゼン後フォロー

正しい予実管理が行える！

自社商材に興味を示しているHOTなお客様がわかる「見込み客発見」
お客様が自社HPに来訪したら営業担当者にお知らせが届くので、興味を示したタイミングを
逃さずに、アプローチできる！

閲覧

通知

HOT！

○○工業株式会社様のAさんが
価格ページを閲覧しました
お客様

HOT通知

自社HP

営業

○○工業株式会社 様
が興味を示しています。

日時

ページタイト
ル

・情報共有が進んでおらず、営業活動が属人化しやすかった
・顧客情報が散在しており、引継ぎに支障があった

効果

課題

成功事例

営業・顧客・ニーズの「見える化」に成功。
営業活動の属人化が解消され、営業品質の向上を実感
・案件管理をExcelで行っており、全貌や実態が見えなかった

滞在時間

URL

詳しくは
こちらから
https://bit.ly/3LQLRBf

・名刺情報に紐づけて営業活動を一元管理。営業と顧客の「見える化」に成功
・属人化が解消され、業務効率が大幅にアップ
・顧客の潜在ニーズ掘り起こしにメルマガを最大限活用
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「スリムオフィスで働く」という発想

「ステラグループ」の

パック構成

サテライトオフィスパック

※サテライトオフィスパックの基本的な構成をご紹介します。

① ソロワークブース

② 打ち合わせスペース

空間を区切り
集中できる環境
単独のWeb会議にも最適

社内の打ち合わせ
Web会議や商談に最適

③ オフィス什器

④

自由な配置が可能な一枚天板型
フリーアドレス向け什器

少人数環境オフィスのセキュリティ対策
オフィス不在時に遠隔から状況把握

⑤ 複合機 / プリンタ

監視カメラ

⑥ ネットワーク機器
スリムオフィス用のネットワーク環境を整備

必要最低限の入出力環境を整備

概算費用

※レイアウト・費用は目安です。
品目

単価 (税抜き)

什器一式

¥1,500,000

ﾈｯﾄﾜｰｸ機器

¥150,000

監視ｶﾒﾗ

¥30,000

ADVC357

¥300,000

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線引き込み工事

¥18,800

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ

¥5,700/月

監視ｶﾒﾗ録画(30日録画)

¥2,600/月

賃料(国分寺ｴﾘｱ 30坪程度)

¥250,000～¥350,000/月

※レイアウト図面作成は無償で対応致します。
※什器一式には植栽・エントランス・ロッカーは含んでおりません。

ご相談・お問い合わせは、ステラグループ株式会社の御社担当者におたずねください。
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合算費用

初期費用計

¥1,998,800

月額費用計

¥258,300～¥358,300

オフィス物件探し、内装デザインから原状回復工事まで

ステラグループができること
オフィス室内工事
■内装工事・・・床（カーペット・ルースレイタイル）

■ＯＡフロア工事

壁（クロス・塗装・ダイノックシート）

■原状回復⼯事

天井（解体・復旧、塗装）など

■サイン工事

ブラインド・ロールスクリーン工事
■間仕切⼯事・・・スチール、アルミ、ガラス、移動間仕切など
電気設備工事
■コンセント工事 ・・・電源コンセント新設移設・電気配線
■照明、空調工事・・・照明の新設移設・電気配線、
空調の取り付け・解体、室外機の設置など
■LAN、電話工事・・・電話回線やＩＳＤＮ・ＬＡＮなどのネットワーク構築など
■音響設備工事 ・・・設計からご提案まで可能です
■セキュリティ・カメラ工事
家具
■オフィス家具・・・執務室、会議室、役員・応接等、既製品から特注品まで
【さまざまなメーカーの取り扱いがございます。】
■造作家具・・・ヒアリング対応から設計まで可能です。
物件探し
■ビル探し時からのモデルプラン作成
引越し
■引越し作業・・・⼯程管理など

レイアウト・工程表・パース等の作成費用はいただ
きません。お気軽にお問い合わせくださいませ。

＜お問合せ＞

ステラグループ株式会社
15

ハイパワー紫外線照射によりウイルスを不活化！！
ＦＤＳシリーズのリースキャンペーン

『ＦＤＳ－ＧＯＮα』を６年リースで導入時の 月額リース料金は？

コロナ病棟にも納⼊実績！！

大型・大風量
タイプなら

コンパクト
タイプなら

新型コロナウイルス
対策に！！

インフルエンザや
PM2.5対策に!
適応床面積
100㎡

適応床面積
50㎡

施設内の気になる
ニオイ対策に！

寸法
420mm(W)×360mm (D)×1100mm (H)

表示器はオプション

398mm(W)×192mm (D)×689mm (H)

表示器あり1040mm

フクダ電子社製の空気清浄除菌脱臭装置FDSシリーズは、1993年発売以来
クリニック・病院・介護施設、等でご好評のおすすめ商品です。

こんなところに・・・
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役員室

会議室

総合受付

感染対策品の導入には簡単・スピーディーな『リース』をご活用ください

こんなお悩みございませんか

【悩み①】初期費用を抑えて、感染対策を充実させたい
【悩み②】減価償却や固定資産税の計算等、なにかと事務管理が大変・・・
【悩み③】物件を処分するのもなにかと大変・・・
【悩み④】支払いは設備の使用予定期間に合わせられないでしょうか？

Answer
1

▼契約期間中のお支払は毎月定額。多額の初期費用は不要です!

Answer
2

▼物件所有に伴う事務管理の省力化・コスト削減が図れます!

Answer
3

▼物件処分も環境関連法制に適正に対応できます!

Answer
4

▼物件の使用予定期間に合わせて柔軟に期間を設定できます!

お支払を繰り延べすることにより、一括購入と比べ手元資金を温存できます。
また、無担保のため資金活用にゆとりができます。

固定資産税の計算・申告・納付、損害保険の付保・支払等の煩雑な事務をリース会社に
アウトソーシングできるため、リース料の支払を管理するだけでOKです。

所有物件の処分には廃棄物処理法などの法令に従って、適正に処理する必要があります。
リースの場合、リース会社に返却するだけでOKです。

技術革新による陳腐化の早い設備（コンピュータ等）は耐用年数70%まで短く、
長期間使用する予定の物件は長く、実際の使用予定期間に合わせて費用化できます。

▼動産総合保険つき!

～安心して器械をご利用になれます～

オールリスク担保の保険として、偶発的な事故による損害を補償する保険です。
※保険≠保証であり、新品と交換するものではありません。

Plus α
火災

風災

水災

落雷

水濡れ

破裂・爆発

車両等の
外部からの衝突

破損

盗難

台風

・保険の対象となる損害・・・上記以外にも「いたずら」、「騒じょう・労働争議に伴う暴行」も含まれます。
・保険の対象とならない損害・・・地震、自然の消耗、サビ・カビ・虫食いによる被害、紛失・置き忘れ等
・再リース期間中の物件につきましては動産総合保険は非付保となります。

リースとは？

『リース会社がお客様が指定する物件を購入し、一定期間賃貸する契約です。』
特徴・・・①物件の所有権はリース会社にあること ②中途解約は原則禁止されていること
お客様
（使用者）

保守契約
（アフターサービス）
物件納入

メーカー／販売会社
（売主）

リース料金支払
（期間均等）

しくみ

リース契約

売買契約

リース会社
（所有者）

物件代金支払

１）お客様は販売会社と設備等の選定
２）お客様は（販売会社を通じて）リース申込
３）リース会社はお客様の審査
４）お客様はリース会社とリース契約締結
５）リース会社は販売会社と物件の売買契約締結
６）販売会社はお客様に物件納入
７）お客様は物件検収確認
８）お客様はリース会社にリース料の支払

ながれ
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つながるオフィス

今月のイチオシ居抜き物件

物件NO.710
「人気な恵比寿エリアの内装造作付きで原状回復費用ゼロの新築オフィス！」

「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。
▲木目素材を活かした明るい雰囲気のオフィス内装

▲オフィス家具付きで原状回復も不要

▲カウンターテーブルが設置されており、カフェテリアの
ような雰囲気

URL https://www.tsunagaru-office.com/

つながるオフィス

お問い合わせはこちらまでお願い致します！

Tel 0120－734－343

今月のイチオシ居抜き物件

物件NO.711
「天井スケルトンでクリエイティビティを刺激する開放的な雰囲気のシェアオフィス」

「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。
▲コーヒーをテイクアウトして休憩スペースとして利用

▲天井スケルトンと木目の内装で開放的な雰囲気

▲会議室も人数に合わせて選択が可能

URL https://www.tsunagaru-office.com/

お問い合わせはこちらまでお願い致します！

Tel 0120－734－343

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。
© Frontier Consulting Co.ltd, All Rights Reserved
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。
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STELLAR GROUP NEWS
アンケートのご案内
配配メール
DIS mobile
ADTEC
バナナペーパーのご紹介
Proscut
ホットプロファイル
サテライトオフィスパック
移転についてのご案内
空気清浄機リースのご案内
A NEW WORK STAGE

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

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。
世情はウイズ・コロナに向けて一歩踏み出したようで
ございます。
経済活動も次第に活発化し、旧に復する日も近いものと
思われます。
代表取締役社長 川井 昇
私どもステラグループ社員一同、
引き続きお客さまのお仕事のDX化のお手伝いに邁進させていただきます。
オフィスのことならなんでもお気軽にご相談くださいませ。
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」が行われております。
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。

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

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。

<営業拠点>
本社オフィス
五反田オフィス
立川オフィス
荻窪オフィス

@Stellar_Support

神奈川オフィス

ホームページ

facebook

twitter

東京都千代田区九段南3-3-6 麹町ビル1F
TEL 03-6261-2050
東京都品川区西五反田7-25-3 THビル
TEL: 03-6910-4871
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
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

<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

★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
ステラリンク2022年7月号
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