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１

有休付与日数表に基づく有休の自動更新が可能に
パートタイム労働者の有休付与にも完全対応

1.1.法令対応法令対応

「就業奉行 i 」は、複雑な勤務体系への対応、休暇

管理機能の強化、中小企業でも多く採用されている
変形労働時間制への完全対応を実現しました。
さらに、大幅な勤怠管理項目の拡張、企業の労務
コンプライアンス維持に役立つ管理帳票の拡充に
より、企業独自の就業管理を徹底サポートします。

●変形労働時間制の時間外労働清算機能を搭載 （※SPシステム）

多くの企業で採用されている1ヵ月単位、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制の時間外労働の自動清算が
可能です。季節によって繁閑がある建設業・製造業、曜日によって繁閑がある飲食業・宿泊業など、様々な業態に対
応し、企業の時間外手当負担の最小化を支援します。

3つの視点から機能アップを実現した
就業奉行 ｉ シリーズ。
徹底した法令遵守を基盤に、適正な労務
管理、リスクマネジメントを実現。

1ヵ月単位・1年単位の変形労働時間制および
フレックスタイム制に完全対応

法令に準拠した機能を搭載
法令対応に重点を置き、お客様に安心してご利用頂ける機能
を搭載

管理業務を強化する機能の充実
様々な雇用形態に対応可能な管理機能を搭載

リスクマネジメントを実現する機能
を搭載
就業規則や労働関連法など、規則に沿った労務管理の徹底
を支援する機能を搭載

２

３

●法令に準拠した有休管理を実現
勤続年数で付与日数が変動する一般労働者の有休付与日数表はもとより、勤続年数と年間所定労働日数によって
付与日数が変動するパートタイム労働者の有休付与日数表にも二次元テーブルによって対応可能です。

◆入社（有休起算日 ）６ヵ月後に10日、１年６ヵ月
後に11日･･･と有休を付与する「採用日方式」及び
毎年４月など決まった月に有休を付与する「基準日
方式」の両方に対応。

◆有休残日数が足りない場合に、有休消化日数の入力
を制限する、もしくは、警告を出すことができる
「有休の前貸し」機能を搭載。

◆出勤率を考慮した有休付与（※SPシステム）

出勤率が80％以上の社員のみ有休を付与すると
いったように、１年間の出勤率を有休を付与する
条件として設定することが可能です。

1.1.法令対応法令対応

◆時間外労働 清算区分
0：標準労働時間制
1：フレックスタイム制
2：１ヵ月単位の変形労働時間制
3：１年単位の変形労働時間制

◆1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制を選択
した場合には、清算の対象期間を選
択します。
※3ヵ月の変形労働時間制の場合には、
「2: 3ヵ月」を選択します。

0：１年
1：２ヵ月
2：３ヵ月
3：４ヵ月
4：６ヵ月

ＯＢＣ 就業管理システム『就業奉行 ｉ 』
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多様化する勤務体系に対応可能な勤務データ入力機能を搭載

主な仕様

価 格

with SQLfor SQLﾗｲｾﾝｽ数製品名

1,092,000円（1,040,000円）924,000円 （880,000円）3

就業奉行 Type NS 1,344,000円（1,280,000円）1,134,000円（1,080,000円）5

1,764,000円（1,680,000円）1,449,000円（1,380,000円）10

1,197,000円（1,140,000円）1,029,000円 （980,000円）3

就業奉行 Type NP 1,449,000円（1,380,000円）1,239,000円（1,180,000円）5

1,869,000円（1,780,000円）1,554,000円（1,480,000円）10

※SPシステムは、Bシステムに加え、積立休暇管理、出勤率を考慮した有休更新、1ヶ月・1年単位での変形労働時間制の時間外労働清算機能、勤務一覧照会、
勤怠事由一覧照会、36協定警告者一覧照会、休日・休暇消化状況一覧表などの管理帳票を搭載しています。

★10ライセンス以上もご用意しております。※for SQL ： 別途 Microsoft SQL Server 2005又は2008 (Express Editionは除く）が必要です。
※with SQL： Microsoft SQL Server 2008 およびクライアントアクセスライセンス［ランタイム版］がバンドルされています。※Type NS ： スタンドアロン Bシステム又
はSシステムと同等になります。 ※上記価格には、プログラムセットアップ料、環境設定料、操作指導料等は含まれておりません。

◆奉行 ｉ シリーズ NETWORK Edition （ネットワーク対応）

399,000円（380,000円）262,500円（250,000円）就業奉行

SPシステムBシステム製品名

◆奉行 ｉ シリーズ スタンドアロン

● 1日あたりの勤務回数
1日あたり3回までの勤務管理が可能です。病院やホテル
など1日2回以上勤務がある業態にも対応できます。

● 1勤務あたりの事由数
1勤務あたり5つまでの事由を組み合わせることが可能で
す。午前半休かつ直帰といった勤務にも対応できます。

● 実打刻保持
社員が実際に打刻した情報（実打刻情報）と勤怠管理者
が修正した修正打刻情報を別々に保持することができ、
不正なデータ改ざんを防止します。

● 確認欄による誤入力の防止
勤怠管理者がデータ確認後、確認欄にチェックをつけるこ
とで、勤務データをロックし、入力ができなくなります。
チェック後の誤入力を防止でき、さらにどこまでデータ確認
が終了しているのかがひと目で把握できます。

小数1桁or小数2桁
or小数3桁

勤怠日数
小数桁数

24時間表記・48時間表記時間表記

10進法・60進法時間表示

30文字社員名

英数カナ4～10桁社員番号

推奨登録人数
STD：300名
NW版：500名

社員登録件数

無制限/1領域管理可能年数

最大9,999管理可能領域数

22..管理機能強化管理機能強化

33..リスクマネジメントリスクマネジメント

5階層部門階層

推奨登録件数
STD：300部門
NW版：500部門

部門登録件数

無制限休憩時間の設定

無制限残業時間の設定

0～4回1勤務あたりの外出回数

1～51勤務あたりの事由数

1～3回1日あたりの勤務回数

20文字勤務体系名

無制限勤務体系登録件数

4文字事由名

99件事由登録件数

10件勤怠締日区分

無制限タイムレコーダ登録

365件会社休日登録

無制限
カレンダー登録件数
(勤務スケジュール)

12文字勤怠時間項目名

99件勤怠時間項目登録件数

12文字勤怠日数項目名

30件勤怠日数項目登録件数

日勤・夜勤の1日2回勤務

午前半休かつ直帰した
場合

リスクマネジメントを支援する多彩な労務管理帳票を搭載 （※SPシステム）

就業規則を始め、労働基準法・36協定など必要な規則に則った労務管理が実行できているか否かをレポートする
管理資料を搭載し、企業のリスクマネジメントを支援します。

◆勤務一覧照会（残業30時間以上者リストなど） ◆勤怠事由一覧照会（2ヵ月連続残業45時間以上者リストなど）
◆36協定警告者一覧照会（残業時間が36協定時間超えの社員リストなど）◆休日・休暇消化状況一覧表（有休消化状況一覧表など）

担当にご用命ください
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エレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp/

ウイルスセキュリティUSBメモリ

担当にご用命ください
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データ消去サービスのご紹介

廃棄廃棄PCPCのデータは狙われている！のデータは狙われている！廃棄廃棄PCPCのデータは狙われている！のデータは狙われている！

昨今様々な企業で情報漏洩が問題になっており、2005年4月から個人情報保護法
が施行されるなど、情報管理の重要性が増してきています 。

ゴミ箱に捨てて空にしたから大丈夫！

→復元ソフトを使用すれば復元可能です。

フォーマットしたから大丈夫！

→特殊技術があれば復元可能です。

廃棄廃棄PCPCのデータは狙われている！のデータは狙われている！

昨今様々な企業で情報漏洩が問題になっており、2005年4月から個人情報保護法
が施行されるなど、情報管理の重要性が増してきています 。

データ消去が行われていないPCはこのようなデータが狙われます。

・メールの内容や相手先のメールアドレス

・経理データなどの機密情報や顧客リスト

・銀行のネットバンキング情報、クレジットカード情報

ゴミ箱に捨てて空にしたから大丈夫！

→復元ソフトを使用すれば復元可能です。

フォーマットしたから大丈夫！

→特殊技術があれば復元可能です。

廃棄廃棄PCPCのデータは狙われている！のデータは狙われている！

昨今様々な企業で情報漏洩が問題になっており、2005年4月から個人情報保護法
が施行されるなど、情報管理の重要性が増してきています 。

データ消去が行われていないPCはこのようなデータが狙われます。

・メールの内容や相手先のメールアドレス

・経理データなどの機密情報や顧客リスト

・銀行のネットバンキング情報、クレジットカード情報

・一旦インターネット上に流出してしまうと回収する事は事実上不可能です。

・個人情報や機密情報が流出し莫大な損害賠償を請求された事案もあります。

ゴミ箱に捨てて空にしたから大丈夫！

→復元ソフトを使用すれば復元可能です。

フォーマットしたから大丈夫！

→特殊技術があれば復元可能です。

サービス内容サービス内容

廃棄廃棄PCPCのデータは狙われている！のデータは狙われている！

昨今様々な企業で情報漏洩が問題になっており、2005年4月から個人情報保護法
が施行されるなど、情報管理の重要性が増してきています 。

ステラグループでは・・・・・・ステラグループでは・・・・・・

・お客様の・お客様の重要なデータを復元出来ない様消去いたします。重要なデータを復元出来ない様消去いたします。

データ消去キャンペーン！！
３～４月にPC買換えお客様に限り キャンペーン価格！！

データ消去が行われていないPCはこのようなデータが狙われます。

・メールの内容や相手先のメールアドレス

・経理データなどの機密情報や顧客リスト

・銀行のネットバンキング情報、クレジットカード情報

・一旦インターネット上に流出してしまうと回収する事は事実上不可能です。

・個人情報や機密情報が流出し莫大な損害賠償を請求された事案もあります。

＠作業内容作業内容
・データ消去専用ソフトウェアにより、ディスク全体に渡ってランダムデータや固定データを上書きし、

塗り潰します。※標準では、ランダムデータ、固定データを組み合わせ3回のデータ消去を行います。

・データ消去完了レポートをご提出いたします。

・データ消去のみの場合は訪問料が発生する場合があります。

※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。）

廃棄PCのHDDをデータ消去専用ソフトウェアを使用しデータデータ消去専用ソフトウェアを使用しデータ
消去いたします消去いたします。

担当にご用命ください
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保守メンテナンス
ネットワーク

セキュリティ
診断・管理

その他
ご要望・固有の環境

IT資産管理
ライセンス、バージョン管理

運用方法
コンサルティング、ルール策定

保守メンテナンス
PC、サーバー他

お客様のＩＴ資産の運用管理を代行いたします！
お客様の環境に合った『情シスくん』をつくりましょう！
他のブロックも取り揃えておりますので、ご相談ください！！

お客様のPC環境

環境診断・カルテ作成

ステラグループ
トータルサポート

『情シスくん』
-ＰＣ保守からインフラ診断など、お客様のオフィス環境を最適化-

Copyright © STELLAR GROUP Co,.Ltd . All Rights Reserved

システム機器の運用管理サービスのご紹介

担当にご用命ください
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システム開発導入事例vol.2

警備会社様
導入事例

警備会社様
導入事例

こんな課題がありました。こんな課題がありました。こんな課題がありました。

1. 毎日の警備員日誌を記録したい

2. 取引先現場へ配置している警備員の状況確認をしたい

3. 各警備員の月別の稼働状況が知りたい

4. 取引先の売掛管理を行いたい

5. 取引先別の指定請求書などカスタマイズ対応。

実現１ 警備日誌実現１実現１ 警備日誌警備日誌

実現3 稼働状況実現実現33 稼働状況稼働状況

警備日誌入力の内容を元に、各警備員の月別の稼働
状況を出力します。
状況一覧の内容には、勤務時間などの詳細とあらか
じめ取引先で契約されている単価情報を設定する事
により、警備員当月分の勤怠に応じて各種手当額等
が計算表示されます。
そのため、給与産出の参考資料にもなります。

警備日誌入力では、現場先へ警備員が何人、何時間
勤務されたかを入力します。
ここでの入力内容をもとに、取引先への請求書や警
備員の稼働状況を出力します。

実現2 現場への配置状況実現実現22 現場への配置状況現場への配置状況

警備日誌入力の内容を元に、日付別取引先の現場先別
に警備員の勤務状況を確認することができます。
また、警備日誌に勤務予定を入力することにより、予
定内容としても出力できます。

実現4 売掛管理実現実現44 売掛管理売掛管理

実現5 カスタマイズ実現実現55 カスタマイズカスタマイズ

取引先別に指定レイアウトの請求書が必要な場合も、
ご相談によりご対応できます。
資料に必要な項目が、システム側で用意されていない場
合でも、カスタマイズにより対応することが可能です。

請求、入金管理を行い取引先別
に売掛残を管理します。

担当にご用命ください
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EPSON お得祭り2012

担当にご用命ください
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※Think different （１９９７年）
クレージーな人たちへ

クレージーな人たちがいる。
反逆者、厄介者と呼ばれる人たち。
四角い穴に、丸い杭を打ち込むように
物事をまるで違う目で見る人たち。

彼らは規則を嫌う。彼らは現状を肯定しない。

彼らの言葉に心をうたれる人がいる。
反対する人も、賞賛する人も、けなす人もいる。
しかし、彼らを無視することは誰にもできない。

なぜなら、彼らは物事を変えたからだ。
彼らは発明した。創造した。
人の心をいやし、奮い立たせてくれた。
彼らは人間を前進させた。

彼らは人と違った発想をする。
そうでなければ、何もないキャンバスの上に
芸術作品はみえてくるだろうか？
静寂の中に、今までにない音楽が聞こえてくるだろうか？

私たちは、そんな人たちのための道具を作る。
クレージーと言われる人たちを、私たちは天才だと思う。

自分が世界を変えられると本気で信じる人たちこそが、
本当に世界を変えているのだから。

※キャンペーンでは、「世界を変えようとした人たち」としてアインシュタ
インやピカソ、ガンジーなどを挙げています。

1985年に日本市場へ本格参入したアップルコンピュータ！私たちは、「マッキントッシュ」の販売からスタートいたしました。
足掛け27年間の販売活動で、延べ約2万台以上の販売とサポートを今日まで続けさせていただいております。
当時は、その独創性からコンピュータと呼ぶより「文房具のひとつ」としてご説明したほうが、ご理解をいただき易い製品
でした。
１９９７年にアップル社が掲げた下記※のプロモーションキャッチコピー「Think different」は、販売にたずさわる私たちを
熱い気持ちにさせてくれるものでした。

私をご存知ですか？
Appleマッキントッシュ128Ｋです！

マイクロソフトの表計算ソフト「エク
セル」は、Ｍａｃ版しか無かったの
ですよ！
それだけ、ＯＳに特徴が有りまし
た！（ちょっと自慢です。）

これから数回にわたり、私がアップ
ルの情報をお届けします！ご期待
下さい。

進化を続けるアップルコンピュータ！！

何でもご相談ください！

最適なご提案を申しあげます！

私たちのアップル製品販売への“こだわり”は、
①訪問販売

②徹底的なアフターフォロー
③プロフェッショナル

アップル製品

担当にご用命ください
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RISOフェア2月開催！

担当にご用命ください

平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。
RISOフェアの日程・会場をご案内申し上げま

す。会場では事前予約のうえご来場され
た方へプレゼントを差し上げております。

お客様の身近な場所で、プリントに関するさま
ざまな課題・問題点をご一緒に解決する、最適
なご提案を用意してお待ちしております。
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Adobe Creative Suiteライセンス版バージョンUPキャンペーン

第十回

お役立ち度数 3

フィーダ(自動原稿送り装置またはADF）からコピーをした際に、黒線が入るという現象が出ることがあります。

これは、原稿を読み取る部分に、ほこりやゴミが付着していることが原因で線として印字されることが考えられます。

もし、フィーダ使用時に黒線などの汚れが出た際には、ガラス面とゴムローラー部を清掃をしてみてください。

方法は、ガラス面とゴムローラー横の部分を固く絞った布で拭きます。

フィーダを閉じて完了となります。清掃をしても改善されない場合は、修理をご依頼いただけますようお願いします。

フィーダ使用時に黒線が入った時の応急処置

これ、知ってるとお得かも！？

3月16日（金）まで

担当にご用命ください
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■会社概要■
会社名：ステラグループ株式会社
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 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 九段富士ビル4階
日本橋オフィス 東京都中央区日本橋小舟町12番10号 共同ビル堀留1階101号室
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
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
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2階

■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

■編集後記■

■ご挨拶■

■経営理念■

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ございます。

毎月、お手元にお届けしておりますこの「ステラリンク」、今号で発行より
1周年となります。

お客さまみなさまのご愛顧に感謝御礼申しあげます。
今後もみなさまに楽しみにしていただける誌面・お役に立てる誌面づくりを
心がけてまいりますので、ぜひ、忌憚のないご意見をお聴かせくださいます
ようお願い申しあげます。

今号におきましては、弊社オリジナルのサービスとして、システム機器の運用
管理をお手伝いする「情シスくん」をご紹介させていただいております。
その名のとおり、お客さまの「情報システム部門」の代行をさせていただくことを
目指したサービスでございます。
ニーズに合ったサービスをご提供いたしますので、ぜひ、お気軽にご相談ください
ますようお願い申しあげます。
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