
ステラグループ定期情報誌 ステラリンク第61号
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イチ押し！ お手軽なのに高機能！
勤怠管理クラウドの決定版！
「勤労の獅子」

隔月連載
お役立ち情報

PC編 第２０回
「SSDとは」

商 品 情 報
“ネットワーク
カ メ ラ ”

電源があれば設置可能。
スマホで監視&見守り。
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【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

yuta.muto

販売店：

yuta.muto

ステラグループ株式会社



初めてでも安心のWEB勤怠管理システム

スマートフォン PC接続型端末 ICカード専用機

Point 1. タイムカード運用とは比較にならないコスト削減効果！
これまで手作業で⾏っていた作業がほとんどなくなります！

時給2,000円の社員が作業した場合、約65,000円のコスト削減！

Point 2. 就業者のニーズに合わせた幅位広い打刻方法に対応！
職場環境に適した打刻器をお選びいただけます。
現在ご利⽤の打刻器も使⽤可能です！
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Point 3. 複雑な計算式にも柔軟に対応可能な拡張項目！
「うちは独⾃の複雑な時間計算があるから無理…」
と諦める必要はもうありません！
勤労の獅子なら、企業ごとの就業規則にあわせた追加項目を
自由に設定可能です！
例えば…
・深夜勤務の回数で手当を出しているのでカウントしたい！
・水曜日の勤務に手当を払っているので回数を知りたい！
・時間帯によって時給が違うので、時間帯ごとの集計をしたい！
・朝5時以降も深夜割増しで計算したい！
等、現在別途エクセル集計を⾏っているものを⾃動化できます！

Point 4. 導入時も専任のサポートメンバーがとことん対応します！
勤労の獅⼦は他の勤怠管理システムにはない、柔軟な設定が
可能な作りとなっております。
そのため勤労の獅子の導入サポートは、貴社専任の導入担当
が、電話・メール等でのサポートに加え、初期設定の代⾏や
運用の相談等にもとことん対応させて頂きます。
サーバーのいらないクラウドだからこそ、しっかりとした
サポートが結果としてシステム導入かかる時間を最小限に
抑えます。

Copyright© Software Agency System co.,ltd. All rights reserved. 

その他にも弁当管理、⾷堂管理、プロジェクト管理
など弊社独自のユニークな機能が豊富に揃っています。
やりたいこと、困っていること等、勤怠のお悩みを
是⾮⼀度ご相談ください！
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yuta.muto

【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
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販売店：
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【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

yuta.muto

販売店：

yuta.muto

ステラグループ株式会社



本キャンペーンに関するご注意

 「エプソンのスマートチャージ」の導入をご検討されている企業様（事前審査が必要となります）
申し込み条件

 お申込みを頂くお客様には審査がございます。審査結果によっては本キャンペーンを提供できない場合がありますことを予めご了承願います。
なお審査する項目についてお答えすることはできません。

 申込機器の搬入設置時、機器返却時における費用のお客様のご負担はございません。
 お試しキャンペーン期間は、機器設置後2週間となります。
 お試しキャンペーン期間終了後、機器の継続利⽤をご希望され、エプソンのスマートチャージ契約を締結される場合、契約期間はお客様の選択された

3,4,5年のいずれかの契約期間となります。中途解約をする場合には解約⾦が⽣じます。
 お試し期間終了後、機器をご返却いただけない場合、また、故意や重過失により機器を破損、滅失等された場合は、損害⾦を請求する場合があります。
 付加機能とは「スキャン to フォルダー機能」「ファクス to フォルダー機能」「スキャン to メール機能」「ファクス to メール機能」「PCファクス」

「メールプリント（無償版）」を指します。
 付加機能は本貸出機1台とクライアントPC２０台まで無償で設定いたします。

申込機種： A3複合機（ベーシック・フルセット）
A3プリンター（ベーシック・フルセット）

申込期間： 2016年1月12日(火)〜2016年3月31日(木)
設置期限： 申込書到着日より3週間以内
申込方法：「エプソンのスマートチャージお試しキャン

ペーン申込書」をご記入の上、販売店まで
お申込下さい。
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ビジネス⽂書印刷でインクジェットプリンターはちょっと不安…
 裏写りしやすく、資料が⾒づらいイメージ…
 水に濡れると印字内容がにじんでしまうのでは？
 マーカーを引くとにじみやすい…
 細かい字がにじんでつぶれてしまうのでは？

エプソンのビジネスインクジェットプリンターの特⻑

ビジネスインクジェットプリンターはコストが安い！
けど、ページプリンターから置き換えても大丈夫かな…？

エプソンのビジネスインクジェットプリンターなら大丈夫！
ビジネス文書でも安心して印刷できます

お求め・ご相談は下記まで

色材が樹脂に
覆われており
水に溶けない。

（2016年1月12日現在）
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yuta.muto

【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

hiroaki.tanaka


yuta.muto

販売店：

yuta.muto

ステラグループ株式会社

hiroaki.tanaka


hiroaki.tanaka

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
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オフィス空間に「音」や「音楽」を上手く取り入れませんか？

お客様オフィスで
音楽が流れる空間をご体感されませんか？

環境音楽でメンタルヘルス予防対策

担当まで
ご相談ください

BGMが流れていると、気分転換をもたらし集中⼒が⾼まりやすくなります。
また、雰囲気が和やかになって社員同士のコミュニケーションも活性化されます。
逆に、無音状態では、ストレスが発生したり緊張感より集中⼒が低下し、⽣産性が落ちる場合があります。
オフィス空間においては、“音”も重要な要素ですが、音源の選び方が難しくもあります。
オフィスに合わせた適切なBGMを流すことにより、様々なメリットや効果が期待できます。
詳しいご説明をさせていただきますので、担当までお問い合わせください。

★集中⼒アップ ★メンタルヘルス対策 ★職場環境の改善 ★オフィス空間デザイン

集中⼒と効率UPを目指した
オフィス向けBGM

ストレスを和らげる音楽で
「働く人」のメンタルヘルス対策

明るく爽やかなサウンドで
職場環境の改善

快適なサウンドを演出利⽤し
オフィス空間をデザイン

職場環境を改善する「オフィスBGM」
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ウェブ閲覧や電⼦メールはビジネスにおいて不可⽋なツールとなり
情報発信、情報取得などは簡単な操作で⾏うことができます。

しかし⼗分に対策を⾏わなければ重要な情報は危険にさらされてしまいます。

会社の情報を外部のネットワークから保護し、会社のネットワークを
強くすることにより、情報漏えいの危険性を低減します。

Fortigate 60D (UTM)パッケージ

ファイアウォールをベースに、アンチウイルスや不正侵⼊防御、
Webフィルタリングといった複数のセキュリティ機能が統合された機器の事です。

UTM(統合脅威管理)とは

リスク低減対策のご提案
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保守5年分⼀括⽀払タイプ 保守⽉額料⾦タイプ
導入費用 ※1 ¥560,000- ¥400,000-

月額費用 ¥0- ¥4,000-

最低利⽤期間 - 24ヶ月 ※2

 オンサイト(訪問)による設置

 お客様のインターネット環境にあわせたインターネット設定
※透過モードで設定した場合、リモートメンテナンスは受けられません。

 基本セキュリティであるアンチウイルス機能・不正侵入防御機能・アンチスパム機能・Webフィルタ機能の設定

 アンチスパムおよびWebフィルタのブラックリスト・ホワイトリストを設定

 UTMライセンス登録手続き代行

※1 導入費用にはUTMの利用ライセンスが5年分が含まれます。6年目以降は別途ライセンスを購入する必要があります。

※2 24ヶ月以内の解約は、残りの月額ランニング合算料金の請求となります。

※本商品はノード数を30台未満を想定しております。30台以上の場合はご相談ください。

日々変化する脅威に対し、ステラグループがお客様の変わりに日々の運用を
サポートするパッケージ商品をご用意しました

 トラブル時には弊社サービスエンジニアによる電話対応後、リモートもしくは訪問にて対応をいたします。

（オンサイト(訪問)保守：平日の9:00～17:00、電話受付9:00～17:30）

 リモートによるアンチスパムおよびWebフィルタのブラック・ホワイトリストの適用（ルータモードのみ）
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仮想ファイルシステム「拡張ボリューム」採⽤で⾼速な処理を実現

丸ごとパックであんしん

パッケージ特別価格

オプション価格に関しましては、
担当営業までお問い合わせください。

パッケージの詳細は裏⾯をご覧ください。

¥258,000

高信頼ハードディスク
「WD Red」を搭載し、
USB 3.0対応で超高速

データ損失を大幅に低減する
「拡張ボリューム」を採用した
2ドライブビジネスNAS

停電発生時にNASにシャット
ダウン信号を送り安全に停止

●NAS本体
I/O DATA製
HDL2-Hシリーズ

●バックアップ用HDD
I/O DATA製
HDJA-UT4.0W

●無停電電源装置(UPS)
OMRON製
BY35S

保守
ステラグループ
オンサイト保守

基本セット
3年保証 4TBモデル

オプション
NAS Securityなし
データ復旧費⽤保障なし
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※受付時間は平日9:00〜17:30とします（⼟⽇・祝祭⽇・年末年始休暇は除きます）
（受付時間により翌⽇対応になる場合もございますのでご了承ください。）

ユースウェア

基本

ログインパスワード
RAID設定
NASの名前/ワークグループ名
IPアドレス/サブネット/デフォルトゲートウェイ/DNS/WINS
ユーザー作成 5件
共有フォルダ作成 3件（アクセス権含む）
バックアップスケジュール 1件
UPS設定
訪問設置（NAS本体およびUPS）
梱包材などの片付け

オプション
ユーザー作成 5名追加
共有フォルダ作成 1フォルダ（アクセス権含む）
データ移⾏ /1単位50GB

保守
基本 メーカー保守パックステラオンサイト保守 平日9-17時対応

ステラオンサイト保守 平日9時00分-17時30分対応

オプション クラウド監視サービス
オンサイト定期点検サービス（1回）

※本構成は機器の正常稼働および障害時の対応を保守するものであり、お客様のデータを保証するものではありません。
※機器の故障やお客様の過失などによるデータ喪失等につきまして、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ステラグループ保守パックの主な内容

ラインナップ

※1 2TB HDD×2の構成となり実際の保存容量は1.8TB程度となります。

※2 4TB HDD×2の構成となり実際の保存容量は3.8TB程度となります。

※3 購入時オプションとなります。
Trend Micro NAS Security 搭載モデル構成となります。

8TBモデルに変更※2

4TB・3年保証の基本モデル※1

5年保証モデルに変更

ウイルス対策※3を追加

データサルベージ保障※4を追加

お客様のご要望に沿ったモデルへ
※4 購入時オプションとなります。

論理障害3回、物理障害1回の合計4回まで、かつ、合計最大100万円
までのデータ復旧費⽤をご負担致します。
ただし、基本ハードウェア構成以外での運用は対象外となります。
当オプションはお客様のデータの復旧を保証するものではありません。
また、データ消失の損害を賠償するものではありません。

オプション

オプション

(+¥40,000)

(+¥100,000)

(+¥20,000)

(+¥30,000)

(¥258,000)
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Onedrivefor Businessの利⽤⽅法

Office365でOfficeを購入した場合
Onedrive for Businessがついてきます！！
 Office365でOfficeを購入頂くとOnedrive for 

Business
がついてきます

クラウドへのデータ保存
Office Online利⽤可能

Onedrive for Businessメリット
 ドラッグ＆ドロップでファイルのアップロード可能※一部制限あり

 Office365ユーザー以外もファイル共有可能
 ローカルフォルダーと同期可能
 世代管理可能
 同時編集可能
 1人１TBの保存領域
 OfficeOnline利⽤可能

こちらをクリック頂くと
ローカルフォルダーと同期可能

もし間違えて保存した場合も過去
のバージョンへ戻すことも可能

復元をクリック頂くと、
1つ前のバージョンへ戻すこも可能
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Officeはもちろん、メール、情報共有、コミュニケーションなど
新たなビジネス環境を実現しましょう

Office365代表的なプランはこちらです。

削除した場合も、
ゴミ箱から復元可能
※一部制限あり

リンクを取得頂く事で、
外部ユーザーへファイル共有可能

メールアドレスを⼊⼒いただき
ファイル共有可能、権限設定可能
※一部制限あり、MSアカウントなどでログイン必要
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「パソコンの動作が遅い」と感じた事はありませんか？
パソコンを使っているとキャッシュの蓄積や、常駐ソフトの増加など動作を遅くする原因は

色々ありますが、ここでは機械部分にポイントを絞ってお伝えします。

SSDの仕組み

既存PCのHDDをSSDに交換する為にはデータ移⾏が必要
になります。
交換作業などご不明な点はお気軽に弊社へお問い合わせください。

意外と知られていないお得な情報や
今ICT業界で話題になっている事をご紹介！！

隔月連載 第20回

HDDの動作の仕組みは、一言で表すとレコードプレイヤーが近いと思います。
レコードプレイヤーはアームを動かしたり、曲の先頭が回ってくるまで待ったりと実際に目
的の曲が再生されるまで時間がかかりますね。
SSDはHDDとは違い、電気的にデータへアクセスするため機械的な動作が必要ありません。
そのためHDDではできないような速度でデータを読み書きすることができるのです。

困ったときは？

パソコンの⽴ち上がる速度もこんなに違う！

0

10

20

30

40

SSD

HDD

HDDとSSDの速度の違いは起動時から体感すること
ができます。
パソコンの電源ボタンを押してからインターネットエ
クスプローラーが⽴ち上がるまでの時間だけでも、
SSDが2倍ほど高速です！

Windows7の起動にかかる時間

(秒)

使い方 ⽬安容量

SSD(OS)とHDD(データ)を使い分ける場合 ※機種によりできない場合があります 128GB〜

SSDにOSとデータの両方を格納する場合 512GB〜

容量の⽬安

パソコンを遅くしている一番の原因は、実はHDDです。
そこで今回はHDDより高速な「SSD」のご紹介です。
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■ AT-MWSシリーズとは？

キャンペーン
期間 2015/5/14 ～ 2016/3/31

2015年5月より発売の、無線LANコントローラーAT-MWSシリーズ。
この度発売を記念して デビューキャンペーンを実施いたします。

非常にお求めやすい価格設定となっておりますのでこの機会に是非お試しください。

最大

８５％OFF

無線LANアクセスポイントである AT-MWS APシリーズ と 無線LANコントローラースイッチ AT-MWS GP シリーズ が

あります。 AT-MWS APシリーズは単体でもお使いいただけますが、AT-MWS GP シリーズ で複数台を集中管理できま
す。新機能への対応や不具合修正時のファームウェアのアップグレードなどを一括で実施できるほか、同一セグメント
内に存在するAT-MWS APシリーズを自動検出し、予め準備した設定情報を簡単操作で投入することもできます。

■ 最大85％ OFF のデビューキャンペーン

製品名 標準価格(税抜) キャンペーン価格

A
T
-
M

W
S
 

G
P
シ

リ
ー

ズ

AT-MWS2012GP 300,000 49,800 

AT-MWS5028GP 600,000 89,800 

A
T
-
M

W
S
 

A
P
シ

リ
ー

ズ AT-MWS600AP 49,800 19,800 

AT-MWS900AP 64,800 23,800 

AT-MWS1750AP 98,900 49,800

※各製品に「Z1」「Z5」の保守行使権利をバンドルした製品がございます。

※ 製品名に「Z1」「Z5」とある製品は製品本体と１、5年間の保守行使権利をバンドルした製品です。購入後1ヶ月以内に
Webでユーザー登録していただくことが必要になります。また、本製品ご購入後保守期間終了後は、更新用サポート
チケットをご購入いただくことにより保守期間の延長(1年)が可能です。

例えば・・・

¥148,800 !!
無線LANコントローラー 1台 + アクセスポイント 5台 が

■ 仕様

● AT-MWS GPシリーズ

● AT-MWS2012GP

● L2+ 無線APコントローラ対応スイッチ(20AP/台管理可能)

● 10/100/1000BASE-T x 8(PoE-Out), 10/100/1000BASE-T x 2,SFP x 2

● IEEE802.3at 準拠(最大給電可能電力: 130W)

●MWS600、MWS900AP に対し最大7台同時に給電可能

● AT-MWS APシリーズ

● AT-MWS600AP

●最大 300Mbps (理論値)

● 2空間ストリームMIMO

● 600Nモデル (5G 300M + 2.4G 300M)

● 2.4GHz / 5GHz 同時利用可能

● 5GHz W52/W53/W56

● IEEE802.3at PoE準拠 (class4)

● 10/100/1000BASE-T x 1

● AT-MWS5028GP

● L2+ 無線APコントローラ対応スイッチ(50AP/台管理可能)

● 10/100/1000BASE-T x 24(PoE-Out), SFP x 4

● IEEE802.3at 準拠 (最大給電可能電力: 185W)

● MWS600、MWS900AP に対し最大11台同時に給電可能

● AT-MWS900AP

● 最大 450Mbps (理論値)

● 3空間ストリームMIMO

● 900Nモデル (5G 450M + 2.4G 450M)

● 2.4GHz / 5GHz 同時利用可能

● 5GHz W52/W53/W56

● IEEE802.3at PoE準拠 (class4)

● 10/100/1000BASE-T x 1

¥19,800 ¥23,800
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■ AT-MWSシリーズ の基本的な構成

コントローラーは同一セグメント内に存在するAPシリーズを管理できます。PoE+スイッチにもなっており AP にPoE給
電が可能です。また、コントローラーとAP間にL2スイッチを接続することもできます。

■ シンプル＆ゼロタッチインストレーション

AT-MWS GPシリーズ

AT-MWS600AP

AT-MWS900AP

AT-MWS900AP

AT-MWS600AP

(自律型APとして動作可能)

AT-MWS600AP

Switch

Router

同一セグメント内で起動したアクセスポイントを自動検出し、簡単に管理

アクセスポイントに事前設定を行うことなく無線LANサービスを開始できます。

1. APとGPを接続 2. GP上で自動検出。
管理したいAPにチェック

3. IPアドレスを設定 4. 3ステップでコントローラー管理下に！

■ プロビジョニング

あらかじめ作成したAPの設定情報(プロファイル)をコントローラーから一括してAPに投入できます。ファームウェアの
バージョンアップも一括して行うことができます。

AT-MWS GPシリーズ

AT-MWS APシリーズ
プロファイルB

ファームウェアA

PoE給電, AP管理およびデータ送受信

AP管理およびデータ送受信

データ送受信 (AP管理不可)

プロファイルA
プロファイルB

プロファイルA ファームウェアA

同一セグメント内のAPを
最大50台まで一括管理

■ コストパフォーマンスに優れた小～中規模向け無線LANコントローラー

一般的なケース
機能毎に機器が必要なので高コスト

無線LANコントローラ

L2スイッチ

PoE給電スイッチ AT-MWS GPシリーズ
AT-MWS GPシリーズならば・・・

全ての機能がオールインワンで低コスト！

コスト圧縮
高い費用対効果

PoE給電 L2スイッチ
無線LANコントローラー

無線LANコントローラー が L2+スイッチの機能に加え PoE+ 給電に対応しているため、低価格で無線LANコントロー
ラーを用いた環境が構築できます。

AT-MWS5028GPであれば最大50APまで管理できるため、端末500台程度までの小中規模の無線ネットワークに最適です。

アクセスポイント

AT-MWS APシリーズ

コントローラー

AT-MWS GPシリーズ

アクセスポイント

AT-TQシリーズ

AT-TQシリーズ
(中～大規模向け：AP台数 ～210台)

コントローラー

AT-UWCシリーズ ※

アライドテレシス無線LAN製品ポジショニング

AT-MWS APシリーズ

※ 写真はアプライアンス版のものです。
ソフトウェア版も販売しております。
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Twitter 展開中！
弊社システムサポート担当が日々
いろいろな情報をつぶやきます。

@Stellar_Support
ぜひフォローお願いします。

会社名：ステラグループ株式会社 http://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2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
<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2016年2月号
2016年1月19日発行

P 2 キヤノンのマイナンバーソリューション
P 4 電源があれば設置可能。スマホで監視・見守りカメラ
P 6 お手軽なのに高機能！勤怠管理クラウドの決定版！
P 8 大特価情報！Softbank PcoketWifi
P 10  オフィス向け”インクジェット複合機”お試しキャンペーン
P12 マイナンバー業務に！セキュリティ強化おすすめ商品
P13   メンタルヘルス対策のご紹介（USEN）
P14 ネットワークリスク低減対策のご提案
P16 データ保管の新境地ステラNAS 
P18 ホームページ丸々パックのご紹介2015

ステラリンク2016年2月号
P19 PDF化(書類電子化）サービスの案内
P20 Onedrive for Businessの利用方法
P22 はがしやすくて、ラクに貼れる。普通紙シール用紙。
P23 パソコンお役立ち情報⑳ Infomation Point!「SSDとは」
P24 Allied Telesisの無線LANアクセスポイントとコントローラ
P28 フォントワークスコレクション2015

★ステラリンクのバックナンバーをホームページでご覧いただけます。
http://www.stargp.jp/stellar-link
★Facebookもぜひご覧ください！
https://www.facebook.com/stargp.jp

代表取締役社長 川井 昇

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。
私どもステラグループは、複合機やパソコンだけではなく、

オフィス家具も幅広く取り扱っております。
年度替わりの前後、オフィスのレイアウト変更やオフィス家具の
追加やリニューアルをご検討される方も多いかと存じます。

どんなことでもけっこうですので、
弊社担当者までどうぞお気軽にお声がけください。

暖冬と言われておりますが、急激に冷え込むことがございます。
お客さま皆様方におかれましては、くれぐれもご自愛のほど、心より祈念申しあげます。

ステラリンク編集長の武藤です。

今号のおすすめは、11ページ掲載の
SOUND DESIGN for OFFICEです。

義務化もされたメンタルヘルス対策用としてご紹介させていただきましたが、
リラックス効果はもちろん、仕事への集中や効率の向上にとても良いんだそうです。
ヒーリングミュージックやクラシックなど、気になりすぎない音楽でオフィスの
雰囲気を変えてみてはいかがでしょうか。無料デモも承っております！

ビジネス・ソリューション営業部
システム・ソリューション営業課 武藤


