
2022

9
#140

■イチ押し！
X-point Webワークフロー
PayCAS

■商品情報
Apeos C2360/C2060のご紹介
SkillBox



STELLARGROUP
News!

雷対策は万全でしょうか？

セキュリティ導入アンケートのお願いです
現在、セキュリティ導入アンケートを実施しております。
ＳＴＥＰ１：ウイルス対策ソフト
ＳＴＥＰ２：ＵＴＭ
ＳＴＥＰ３：感染防⽌対策

（サブゲート・ＥＤＲなどの二次感染対策）
ＳＴＥＰ４：バックアップ対策
ＳＴＥＰ５：情報漏洩対策・リスク特定

（ＩＴ資産管理・操作ログ収集など）

ご回答いただいた内容に対しましては、
しっかりと対応させていただきます。

ご多用のところ申し訳ございませんが
ご協⼒の程よろしくお願いいたします。

雷からパソコンなどの機器を守る対策は万全でしょうか？

雷は夏に発⽣しやすく特に8月が多いとされています。
落雷が起きると、パソコンや電化製品が壊れたり、ネット

ワークがつながらなくなるなどの不具合を起こす可能性があり
ます。

雷発⽣時の対応としては、機器の電源を切って、ケーブル類
を外すことが確実ではありますが、雷が発⽣するたびにこれら
の作業を⾏うのは⾮常に難しいため『雷ガードタップ』、
『UPS（無停電電源装置）』のご導入をお勧めいたします。

タップやUPSの選定は、お客さま環境によって異なりますの
で、ご導入の際はお声掛けください！
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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。

「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

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。

ご回答期間：6月1日～9月16日
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A3カラー複合機
ApeosTM C2360/C2060のご紹介 新発売

新しい日常、新しい「Apeos」。

Apeos C2360 C2060

カラー 23枚/分※1 20枚/分※1

モノクロ 23枚/分※1 20枚/分※1

コピー/プリント スキャン

Apeos C2360 C2060
両面 両面/片面 両面/片面

カラー 80ページ/分※2※3 55枚/分※3 55枚/分※3※4

モノクロ 80ページ/分※2※3 55枚/分※3 55枚/分※3※4

無線LAN

ファクス

スーパーG3対応

モバイル対応

書き込み解像度

1,200×2,400dpi※5

クラウド対応

操作パネル

7インチ

商品名 モデル コピー/
プリント ファクス スキャン 自動両面原稿送り装置 無線LAN USB

メモリー SSD1パス両面 両面

Apeos C2360
Model-PFS-B ● ● ● ● ー ● ● ●
Model-PFS ● ● ● ー ● ● ● ●

Apeos C2060
Model-PFS ● ● ● ー ● ○ ○ ○
Model-P ● ○ ○ ー ○ ○ ○ ○

※1 A4ヨコ。※2 C2360 Model-PFS-Bの場合。※3 弊社標準原稿A4ヨコ、200pi、親展ボックスまで。
※4 C2060 Model-Pはオプションの自動両面原稿送り装置が必要。※5 プリント時。

コンパクト、多彩なバリエーション 設置場所や用途にあわせてフレキシブルに対応

 幅590×奥行659mmのコンパクト設計。
 1段、2段、4段トレイモデルから、用紙保管に便利なキャビネット付モデルを用意。多様なニーズに対応します。

デスク上に設置できるコンパクト設計。 窓口業務や車椅子での利用でも座ったまま操作可能。

標準モデル 標準＋1トレイモジュール＋キャスター増設

標準 ＋ 1トレイモジュール ＋ キャスター増設

フィニッシャー オプションも豊富

フィニッシャーA2

胴内に収まるインナー
タイプ。
センターで出力される用紙
をホチキス留めします。

省スペース設計。ホチキ
ス留めの他オプションで
パンチ、中とじ/折り目
づけが可能です。

フィニッシャーB4/B5
＋中とじユニット

フィニッシャー
B4/B5

オフィスの共有機。
4段トレイと手差しトレイで最大2,510枚※

の大容量給紙に対応。
※ 弊社C2紙。

●︓ 標準 ○︓ オプション
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FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。 本ドキュメントは富士ゼロックスブランドの商品を含みます。 富士ゼロックスブランドの商品は、米国ゼロックス社からライセンスを受けている
商品です。商品提供者は富士フイルムビジネスイノベーション株式会社です。 Xerox、Xerox ロゴ、およびFuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。 本ドキュメント上に記載・表示された社名または商品名
などは、各社の登録商標または商標です。 本書の内容は2022年2月現在のものです。

安心のサポート体制

1

お困りごとを、すばやく解決

 複合機の操作パネルでヘルプ情報を
検索・確認ができる

 操作パネルに表示されたQRコード
から、モバイル端末でもヘルプ

常に最新の設定情報をクラウド上の
サーバーにバックアップしておける
無償サービスです。

デバイス設定バックアップサービス

「ヘルプ」で、
自己解決をお手伝い

2 「リモートアシスタンス」で、
オペレーターがご案内

 自己解決できないときは、コール
センターのオペレーターが対応

 センターからお客様の複合機に
アクセスし、操作パネルを共有し
ながら解決までわかりやすく案内

毎日
バックアップ

トラブル発生時
インストールして
すぐに復旧

クイック画面

コピー画面
（ライドスタート機能対応）

生まれ変わった操作パネル
 7インチカラー操作パネル
 アイコンなどスペースをとりゆったり配置
 あの設定をもう一度︕ができる「クイック」
 よく使う設定を「ピン留め」ですばやく操作
 うっかりスタートを防止する「スライドスタート」
 ソフトウェアワンタッチボタン
 抗菌加工された操作パネル

NEW

すばやく使える、やさしい操作性

Apeos C2360/C2060の特長

ちいさいながらも便利で高画質 オフィスの「欲しい」がつまった1台

自動両面原稿送り装置＜1パス両面対応＞※

 1パス両面同時読取り対応
 両面時80ページ/分の高速スキャン
 最小サイズ︓49×85mmに対応
 非定形・小サイズ原稿をもっとも近い

定形サイズに自動読込み
 バタン音軽減

※ C2360のPFS-XX-Bモデルのみ

非定形サイズ
自動認識

80ページ/分
両面読み取り速度

小サイズ
49×85ｍｍ 原稿対応

針なしステープル対応フィニッシャー（フィニッシャーB5）
 針なしステープル︓1か所、2か所留めに対応
 針なしステープル︓最大10枚

10枚
60〜

80gsm1か所
とじに対応

2か所
とじに対応

NEW

NEW
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キャッシュレス導入のお悩みを
ワンストップで解決

クレジット

電子マネー

QR

端末1台でまとめて導入!

クレジットカード
会社

電子マネー
提供会社

QR決済
提供会社

加盟店様

端末1台で多様な
決済に対応可能

各事業者との
やりとり不要

SoftBank SIMに対応
レシート印刷対応

マルチ決済対応 契約・⼊⾦の⼀本化 モバイル
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PayCASのキャッシュレス決済で
店舗運営をもっと楽に・もっと便利に！

SB C&S株式会社

PayCASに関するお問合せはこちら
SBCASGRP-fintech@g.softbank.co.jp https://www.paycas.jp/

☑ ５インチの大画面タッチスクリーン
☑ SoftBankSIM対応のマルチ決済端末
☑ Android OS採用でアプリ搭載可能TM
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離職率を劇的改善する

データコミュニケーション
システム

行動データの記録＆上司によるフィードバックで解決！

企業が抱えるコミュニケーション課題

メンバー
マネージャー

設定したアクションが
できたかどうか記録

スタンプやコメントで
記録へのリアクション

今日はアクションリストの
内容を意識できた！

このアクションは
できるようになりましたね
引き続き頑張りましょう！
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数字で見る導入効果

他社ツールとの比較

利用料金

AIによる初期設定サポートでかんたんに運用スタート！

※SkillBoxはAI特許を取得しています（特願2020-02652）
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テレビ

モジュラージャック

コンセント

アンテナ
端子

パソコン

電話機
ルーター（通信機器）

アンテナ
から

電話線
から

大気
から

電源線
から

4 3P個口・ 6 3P個口・

TEL 雷ガードAC 雷ガード 雷 確認ランプRoHS 6・10

抜け止め※ アース端子 二重絶縁※ マグネット※

絶縁キャップ付※ ※TAP-SP310TELは対応しません。

雷確認ランプAC 雷ガードRoHS 6・10

一括集中スイッチ

抜け止め

光るスイッチ ブレーカー

二重構造アース端子

二重絶縁

絶縁キャップ付き

マグネット 3P→2P変換

RoHS 6・10

電話回線（TEL）雷ガード付きで、電話回線と電源をダブルガード。 高性能雷ガードタップ

オフィス向け一括集中スイッチ、ブレーカー内蔵雷ガード。アース端子付き。

470V
バリスタ電圧

7 3P個口・

品 番

税 抜 価 格

差 込 口
コ ー ド 長
本体サイズ

●電話回線用に高性能アレスタ（避雷器）を内蔵しており、電話機・通信端末機器
を雷からガードします。※アースケーブルは別途ご購入ください。
■定格容量：15Ａ・125Ｖ（1500Wまで）
■プラグ仕様：3P（絶縁キャップ付きスイングプラグ）※TAP-SP311・TELSP312TEL
　　　　　　 2P※TAP-SP310TEL

●一括ON・OFFランプ、スイッチ付きです。
●アース端子付きです。
■定格容量：15A・125V(1500Wまで)
■プラグ：3Ｐ（3P→2P変換アダプタ付き）

TAP-SP311TEL TAP-SP312TEL
¥5,300 ¥6,000
3P・4個口 3P・7個口
2m 2m

Ｗ260×Ｄ50×Ｈ34mm

TAP-SP310TEL
¥4,200
2P・2個口
ー

Ｗ112×Ｄ46×Ｈ36.5mm Ｗ365×Ｄ50×Ｈ34mm

TAP-SP34MG-3 TAP-SP34MG-5 TAP-SP36MG-3 TAP-SP36MG-5

差 込 口 3Ｐ･4個口 3P・6個口
コ ー ド 長 3m 5m 3m 5m
本体サイズ Ｗ235×Ｄ45×Ｈ26mm Ｗ305×Ｄ45×Ｈ26mm

雷サージの侵入経路

5500A

雷サージをバイパス回路からアースへ逃がす

高性能 
雷ガード
タップ

パソコン

　ルーター

電源ライン

電話ライン
アース

バ
イ
パ
ス
回
路

機器への電流を遮断して
雷サージを壁コンセントの
アース端子へ逃す

大気中からの
侵入雷

誘導雷・侵入雷をWガード！

230V
直流放電開始
電圧5000A

制限電圧

470V

775V

バリスタ電圧

2500A
サージ耐量

雷ガードタップ

電話回線（TEL）雷ガード

高性能雷ガードタップの接続に必要な、アースケーブル。
アースケーブル
KB-DE5(5m)     ¥840(税抜価格)
KB-DE10(10m) ¥1,080(税抜価格)

電線からの
誘導雷

雷ガード動作
確認ランプ

アース端子

4 3P個口・

電話回線（TEL）雷ガード

2 2P個口・

電話回線（TEL）雷ガード

雷ガード動作
確認ランプ

アース
端子

¥3,500 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,500

雷ガード動作
確認ランプ

アース端子

雷ガードタップ

品 番

税 抜 価 格

一括集中スイッチ
(ランプ付き）

雷ガード動作
確認ランプ

アース端子

一括集中スイッチ
(ランプ付き）

雷ガード動作
確認ランプ

アース端子

直差しタイプ ケーブルタイプ
サージ耐量

サージ耐量

■ 電流部（バリスタ）

■ TEL部（アレスタ）

雷サージにより
機器が影響を受ける
可能性があります！

パソコン・HDDの
データが消える

電源が入らない
故障する

など

DATA

家庭で使える
3P→2P変換アダプタ

家庭で使える
3P→2P変換アダプタ
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最新情報は弊社WEBサイトで　https : / /www.sanwa.co . jp/

CC/AH/ET雷ガードタップ PDF220720_02

〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10 -1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

TEL.011-611-3450  
TEL.06-6395-5310   

札 幌
大 阪

TEL.022-257-4638  
TEL.092-471-6721  

仙 台
福 岡

TEL.052-453-2031名古屋

※記載の内容は2022年7月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。　
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 ※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版）
それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

断面図

10 2P個口・10 2P個口・

3 2P個口・ 4 2P個口・ 6 2P個口・

3 2P個口・ 3 2P個口・ 3 2P個口・

スイング
プラグ

雷確認ランプAC 雷ガード

一括集中スイッチ

二重被ふく

光るスイッチ ブレーカー

スイングマグネット

絶縁キャップ付き 穴間178mmネジ仮固定穴

雷確認ランプAC 雷ガード シャッター付き

二重被ふく スイングマグネット 絶縁キャップ付き

雷確認ランプ

AC 雷ガード

絶縁キャップ付き

RoHS 6・10

RoHS 6・10

4 2P個口・

収納式
プラグ

2 2P個口・

光る
スイッチ

一括
集中
スイッチ

RoHS 6・10

穴間

小型ACアダプタが10個接続可能、タブレット・スマートフォンの充電に便利。

小型タイプの雷ガードタップ、ホコリ防止シャッター付き。

落雷による雷サージからパソコンや電化製品などを守る。

■定格容量：15Ａ・125Ｖ（1500Wまで）
■プラグ：2P（絶縁キャップ付きスイングプラグ）

雷ガード動作確認ランプ

ホコリ防止シャッター

品 番 ・ 税 抜 価 格

品 番 ・ 税 抜 価 格 品 番 ・ 税 抜 価 格

コ ー ド 長

TAP-SP2113MG-1WN1m

TAP-SP2113MG-2WN2m

TAP-SP2113MG-3WN

品 番 ・ 税 抜 価 格

TAP-SP2114MG-1WN

TAP-SP2114MG-2WN

TAP-SP2114MG-3WN

品 番 ・ 税 抜 価 格

TAP-SP2116MG-1WN

TAP-SP2116MG-2WN

TAP-SP2116MG-3WN3m

TAP-SP2113MG-5WN TAP-SP2114MG-5WN TAP-SP2116MG-5WN5m

差 込 口
本体サイズ

差 込 口
本体サイズ

2P・3個口
W102×D40×H23mm

2P・4個口
W136×D40×H23mm

2P・6個口
W182×D40×H23mm

2P・4個口
W28×D20×H80mm

2P・3個口
W35×D22.5×H70mm

2P・3個口
W76.8×D14×H54.5mm

2P・3個口
W48.5×D25×H41mm

■定格容量：15Ａ・125Ｖ（1500Ｗまで） ■プラグ：2P（絶縁キャップ付きスイングプラグ） ■差込口：2P・10個口 ■本体サイズ：W288×D47×H35mm

コード長

1m

3m

5m

TAP-SP2110-1BK TAP-SP2110-1

TAP-SP2110-3BK TAP-SP2110-3

TAP-SP2110-5BK TAP-SP2110-5

ブラック ホワイト

TAP-SP2110-1

■定格容量：15Ａ・125Ｖ（1500Ｗまで） 

制限電圧

240V 395V
バリスタ電圧

2500A
サージ耐量

制限電圧

470V 775V
バリスタ電圧

2500A
サージ耐量

制限電圧

470V 775V
バリスタ電圧

2500A
サージ耐量

制限電圧

470V 775V
バリスタ電圧

1800A
サージ耐量

¥3,000

¥3,500

¥4,000

¥3,000

¥3,500

¥4,000

¥1,600

¥1,800

¥2,000

¥2,600

¥1,700

¥1,900

¥2,100

¥2,700

¥2,300

¥2,500

¥2,700

¥3,300

品 番

税 抜 価 格

TAP-SP225
¥1,000

2P・2個口
W35×D22.5×H70mm

プ ラ グ 2P（絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ） 2P（絶縁キャップ付き） 2P（絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ） 2P（絶縁キャップ付き）2P（絶縁キャップ付き）

TAP-SP221
¥1,200

TAP-SP222
¥1,000

TAP-SP223
¥1,000

TAP-SP224
¥1,000

※雷ガード動作確認ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。

一括集中＆
ブレーカーリセットスイッチ

(ランプ付き）

雷ガード動作
確認ランプ

一括集中＆
ブレーカーリセットスイッチ

(ランプ付き）

雷ガード動作
確認ランプ

雷ガード動作
確認ランプ

雷ガード動作
確認ランプ

雷ガード動作
確認ランプ

小型ACアダプタが10個接続可能。マグネット付き。

雷ガード動作
確認ランプ

雷ガード動作
確認ランプ

雷ガード動作
確認ランプ

雷ガード動作
確認ランプ

雷ガード動作
確認ランプ

雷ガードタップ

雷ガードタップ

雷ガードタップ

ランプ付き
一括集中
スイッチ

■ TAP-SP225のみ

TD SYNNEX株式会社

https://www.synnex.co.jp/

〒135-8559
東京都江東区東陽6-3-1　東京イースト21ビジネスセンター2F
お問い合わせは営業担当もしくはECNexへアクセス！
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オフィスマルチプリンタ 「Canon imagePRESS C265/270」

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 C265/270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機能を標準搭載！

③ キレイが続く色味安定性！

④ 標準3,860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！

【C265の7つのおすすめポイント】

※C265での複写速度

C265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！

14



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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RISOならできる
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PICK UP OFFICE

東京の主要5区「千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区」エリアの
オフィス市況を特集してまいります。
また、今急拡大中のシェアオフィスに関して、比較表をもとに違いを
ご紹介いたします。

Tokyo 5th District
Report

5th District Report

1

2
3

4

5

Vacancy rate

Vacancy rate

Vacancy rate

Vacancy rate

Vacancy rate
空室率

空室率

空室率

空室率

空室率

Rent transition
賃料推移

Rent transition
賃料推移

Rent transition
賃料推移

Rent transition
賃料推移

Rent transition
賃料推移

1．千代田区

2．中央区

3．港区

4．新宿区

5．渋谷区

約5.0％
→今年1月約4.5％から上昇

約6.5％
→今年1月約5.5％から上昇

約8.0％
→今年1月約8.5％から減少

約6.0％
→今年1月約5.5％から上昇

約5.0％
→今年1月約5.5％から減少

約22,200円
→今年1月約22,200円から変わら
ず

約18,400円
→今年1月約18,500円から減少

約20,300円
→前月約20,700円から減少

約18,600円
→今年1月約18,700円から減少

約21,500円
→今年1月約21,700円から減少

Vacancy rate
空室率

Rent transition
賃料推移

約6.5％→今年1月約6.5％から変わらず 約20,300円→今年1月約20,500円から微減

都心5区（2022年5月現在）

PICK UP OFFICE −主要5区オフィス空室率・賃料推移−
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■空室率に関して
主要5区全体の空室率は、今年1月からほぼ横ばいで推移しています。一般
的に空室率が5％以上あるとオフィスは供給過多と言われ、現在の空室率は
6％という高い数値で推移し、物件の選択肢が多い状況です。
区ごとの空室率に注目すると、空室率の変化によって人気のあるエリア、
無いエリアが分かります。中でも渋谷区に関しては、今年1月時点と比べる
と空室率が下がっており、5月時点で唯一5％を下回っているため、人気の
高いエリアであることが分かります。
一方で港区は空室率が8％台と他エリアより高い数値となっており、物件数
が他の区より多いこともあり選択肢が多いです。
このタイミングで、竣工以来空室がなかったビルも募集が出始めており、
これまで選択肢になかったビルに入居できるチャンスかもしれません。

■賃料に関して
賃料に関しては、主要5区全体で見ると今年1月から徐々に減少傾向にあり
、下がり幅に差はありますが、どの区も賃料は下がっております。
移転の傾向は以前に比べると拡張の話が増えてきているものの、依然とし
て空室率は高くなっている為、物件オーナー様は埋め戻しに際して賃料の
ディスカウントやフリーレントの積み増しをするケースが多くみられるよ
うになりました。
これまで賃料を理由に移転を断念してきた企業様は、一度ご相談してみて
はいかがでしょうか。

主要5区のオフィス変化まとめ

5th District Report
PICK UP OFFICE −SUMMARY−

1
2

3

4

5

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

▲ラウンジ利用などの特別なサービス付き

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。

▲オフィス家具付きで初期費用も軽減！

▲レトロさと上品さを兼ね備えるオフィス内装

物件NO.727
「九段下駅徒歩1分！内装家具付きでClassicな新築オフィスが誕生！！」
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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9月号 2022年8月17日発行

#140INDEX

★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 アンケートのご案内
P4 Apeos C2360/C2060のご紹介
P6 X-point Webワークフロー
P8 PayCAS
P10 SkillBox
P12 サンワサプライ雷タップ
P14 imagePRESS C265/270ご案内
P15   Proscut
P16 法人様向け特別プランスマートフォン
P17 RISOならできる 印刷・封入・封かんを全自動化
P18   A NEW WORK STAGE

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まして、誠にありがとうございます。
残暑お見舞い申しあげます。
大変な酷暑に加えて新型コロナウイルスの感染が
再拡大しております。
お客さま皆さま方のご健勝を祈念申しあげますとともに
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。

今号の4～5ページでは 富士フイルムBI（旧富士ゼロックス）製の
A3複合機ApeosC2360/2060をご紹介させていただいております。
弊社におきましてはこれまでキヤノン製複合機を主に取り扱ってまいりましたが、
お客さまの幅広いニーズにお応えするべく
富士フイルムBI製複合機にも力を入れてまいります。
今後とも何卒よろしくお願い申しあげます。


