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■イチ押し！

Webサイトフルリニューアルサービス&ホームページ丸々パックのご紹介
OBC流働き方改革 生産性を維持しながら業務を効率化しましょう！

■商品情報

データ保管の新境地「ステラNAS」リニューアルいたしました！
電源障害対策はオムロンUPSで！

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/PC編
第29回「雷サージ対策してますか？」

ぴーナッツ星人(社員考案)
8⽉号より初登場。千葉県出⾝。
顔の部分は梨にも⾒えるかも？

施工 フロンティアコンサルティング
内装写真 松本税務会計事務所様
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名刺図面

資料

断裁してスキャン

検索で
書類が見つかる。

業務効率化

電子化で実現する！ 

PDF

PDF

冊子、社内報、報告書など製本を断裁し、
ADF（高速自動給紙機）スキャナを使用し
て電子化いたします。

冊子、社内報、報告書など

Service 1

断裁しないスキャン
保管の必要がある書籍や貴重古書など

Service 2

紙書類スキャン
名刺、資料、地図、ポスター、図面など

Service 3

OCR（光学文字認識）処理によ
り、任意のキーワードで文字情
報が検索できるようになりま
す。資料の検索やテキストの抜
き出し等、素早く行うことが可
能になり、大幅な業務の効率化
が望めます。

OCR処理
劣化による黄ばみ等はグレース
ケールもしくはモノクロ2値
（600dpi）により除去できま
す。また原本の曲がりを矯正す
ることも可能です。※カラース
キャンした場合は、黄ばみの除
去はできません）

スキャンデータの補正

梱　包 引き取り 電子化 返却または溶解（粉砕）処理

資料、文書を機密書類輸送担当が梱包・配送を行い、熟練のオペレーターが高品質のデータを作成いたします。
スキャン後は原本の返却、ご希望に応じ溶解処理（もしくは粉砕処理）までフルサポートいたします。

資
料
・
書
類
・
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真
・
図
面
で
、

膨
大
な
無
駄
を
し
て
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ま
せ
ん
か
？

紙
文
書
を

電
子
デ
ー
タ
化
。

業務効率化とコストの削減。

資料入手にかかる手間や時間が省け、
業務の効率化につながります。

複数人で
同時閲覧が可能。

情報・データ共有

本社・支社の区別なく、社内での同一
資料の同時閲覧が可能となります。

空いたスペースを
有効活用。

管理コスト削減

オフィスの限られた“スペース利用”の
合理化が図れます。

仕事効率化を実現！！電子データ化サービスメニュー

A

オプション オプション

PDF

or

らくらく手間いらず！！電子データ化おまかせ集荷パック

特殊なスキャナにより、断裁をせずに原本
を傷つけることなくデータ化いたします。
作業後、原本は返却させて頂きます。

名刺サイズからA0サイズ（841×1189ミ
リ）まで1枚紙の電子データ化を行います。
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OBC流 働き方改革

働き方改革の公式 生産性
総労働時間

成果
＝

固定業務の
時間削減

固定業務の
性質

減らしたくない

減らしたい

成果が変動する業務
例）提案/企画/製造

成果が固定的な業務
例）入力/集計/作成

時間削減の
実現性が高い

具体的な
効果が出やすい

部門単位で
プロセス改善に取り組む

部門
単位

各部門の役割と特性に応じて、部門全体でプロセス
改善に取り組む、大きな時間削減効果を期待できる。

業務
単位

手作業で行っている
業務を攻略

日常的に手作業で行っている入力・出力の業務を攻略する
ことで、取り組みやすい未システム化の領域の時間を削減する。

全体的な業務

リスク・
法制度対策 リスクと変化への対策

法制度に対応するために発生する、新たな業務にも、時間を
かけずに対応する手法を手に入れることができる。

生産性
向上

成果につながる
マネジメントを実践

企業のマネジメント業務のスピードを向上し、確実に
成果へつなげることで、さらに生産性を高めることができる。

今行っている業務

部分的な取組

将来の新たな業務

ノー残業デーやテレワークを実施したいけど、
生産性を維持しながら実施するのは難しい・・・
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業務単位

こんな方に
おすすめ！

☑ 特定の部門や会社全体で長時間
労働の傾向をなくしたい

☑ 部門の責任者として自部門の改善
を図りたい

部門単位

生産性向上

各業務(経理・総務・販売)の
業務効率・時間短縮の全69モデルを
ガイドブックに掲載！！

ガイドブック・セミナー等をご希望の場合は
ステラグループ様までお問い合わせください。

働き方改革は今が転換期です！！

リスク・法制度対策

こんな方に
おすすめ！

☑ 部下の労働時間を少しでも短縮
したい

☑ 担当する業務で、すぐに改善できる
ところを見つけたい

こんな方に
おすすめ！

☑ 時間がなくてマネジメント業務には
手が伸ばせない

☑ 経営者に投資対効果を示して、
働き方改革を進めたい

こんな方に
おすすめ！

☑ 長時間労働のリスクや法改正に
しっかり対応したい

☑ 育児中・介護中・非正規などの
優秀な人材を確保したい
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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。

消費税は含まれません。
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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価格は全て税抜価格となります。

※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。）

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)

価格は全て税抜価格となります。
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UPSは消耗品。劣化しているといざという時､役に⽴たなくなります。

購⼊後４年５年たっているUPSはそろそろバッテリの交
換時期です。特にUPS設置場所の温度に影響されてしま
います（下図参照）。

UPSのバッテリ寿命どのくらい？

停電
発生

電源供給STOP!

買い替え時、古いUPSやバッテリはどうすればいいの？

他社製UPS

結果HDD内のデータが破損し、大規模な
損害が発生する可能性があります！

5年以上経った古いUPSは、ご使用環境により、本体の中に
ホコリが⼊ったり、故障を起こす確率が⾼くなっています。
UPS本体の買い替えをオススメします。

POINT

バッテリ種類 周囲温度25℃
バッテリ寿命

周囲温度30℃
⻑寿命バッテリ
標準バッテリ

4〜5年
2〜3年 1〜1.5年

2〜2.5年

サーバ、PC、NASなどでUPSを利⽤されているお客様へ

詳しくはWebで http://www.omron.co.jp/ese/ups/ または オムロン UPS

バッテリが劣化したまま
使用していると･･･

OSデータまで破損したいた場合は、サーバやPCが起動しなくなり、
復旧までに更なる費⽤と時間が必要となります。

シャットダウンの途中
でバッテリ切れ･･･

UPSや交換バッテリは
粗大ゴミでは廃棄できません！ UPSのバッテリには鉛を使用して

いるため、一般ゴミとしての廃棄が
できず「産業廃棄物」となります。

どうして？

産廃会社に依頼すると
数万円かかることも！！

オムロンが“無料”で引き取ります！

お申込みはホームページから。
http://www.omron.co.jp/ese/ups/support/replace.html
UPSトップページ ⇒ サポート/サービス ⇒ リプレイスサービス

▼お申込み手順
①「UPSリプレイスサービス引取依頼書」をダウンロード
②上記依頼書に記入
③製品と依頼書を「リプイレイスサービス

センターに送付ください

オムロン製UPS／交換バッテリ オムロンUPSをご購入いただくことで
他社製品も引き取り対象になります！

※指定箇所への送料はお客様のご負担に
なります。

2012/2013年導⼊のUPSは
交換の時期です！
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ゲリラ雷⾬シーズン到来！

落雷による停電発⽣に対する“備え”が必要です。
もはや毎年のことになってしまったゲリラ雷⾬。今年も、台⾵、ゲリラ豪⾬、⻯巻、雷などの⾃然災害の本格的なシーズン
突入です！
自然災害による突然の停電からシステムやデータを守るUPSを設置して、落雷シーズンをむかえましょう！また、UPSの
バッテリが劣化していては“いざ”という時に、確実な電源供給ができないことも！
そうならないために、今のうちにバッテリの点検や交換もお忘れなく。

型式
給電方式
出⼒容量
出⼒波形
出⼒コンセント数
バッテリ期待寿命
バックアップ時間
外形寸法WxDxHmm
本体質量
保証期間 3年（バッテリ3年間無償提供サービス）

ラインインタラクティブ方式
500VA/450W

正弦波
6個

5年（⻑寿命）
8.5分

140X359X167
約11kg

常時商用給電方式
350VA/210W

正弦波
4個

5年（⻑寿命）
6分

92X285X165
約4.5kg

BN50TBY35S BY50S

用途に合った
最適なUPSを
お選びください

PC/NAS用 サーバ用

ゲリラ雷⾬の発⽣回数

出典：ウェザーニューズ

▼落雷による停電対策にはUPSが有効です▼

北海道 東北 関東甲信 東海 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄
ゲリラ雷⾬発⽣回数
2016年7⽉12⽇〜9⽉30⽇

150回 671回 2528回 884回 275回 1120回 623回 277回 806回 164回

ゲリラ雷⾬発⽣回数
2015年7⽉18⽇〜9⽉30⽇

333回 492回 1377回 363回 79回 581回 241回 37回 397回 37回

昨年⽐ 0.5倍 1.3倍 1.8倍 2.4倍 3.4倍 1.9倍 2.5倍 7.4倍 2.0倍 4.4倍

電源障害対策はオムロンUPSで。

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F
Tel:03-6718-3630電子機器統轄事業部 UPS事業部

ご購入前の機種選定についてのご相談から、ご購入後
の設置に関するアドバイスやトラブル対応など、さま
ざまなご相談に無料で対応させていただきます！ 0120-77- 4717

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ

メールアドレス omron_support@omron.co.jp

オムロン電子機器カスタマサポートセンタ

常時商用給電方式
500VA/300W

正弦波
4個

5年（⻑寿命）
4分

92X285X165
約4.5kg
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貴社のセキュリティ対策は万全ですか？？
- セキュリティ商材のご紹介 -

インターネットの急速な普及などにより、取扱う個人情報に係る個人の数が少なくても個人の権

利利益を侵害する危険性が高まっています。そのため、5,000人分以下の個人情報を取扱う

事業者についても、改正により、新たに個人情報保護法が適用されることになります。

※個人情報とは

保有する個人情報の数が

イナバインターナショナルはオフィス家具メーカーとして初めて、

全社全部門で

ISO/IEC27001

を取得いたしました

（

2005

年）

2005
年認証取得

企業に求められる安全管理措置

① 組織的安全管理措置 – 責任者の設置と責任の明確化。漏えい時の報告連絡体制整備など

② 人的安全管理措置 – 取扱規定に基づき適正に運用されるよう事務取扱担当者に対する監督と教育など。

③ 物理的安全管理措置 – 特定個人情報を取扱う区域管理。
入退管理システムや間仕切り等の設置、施錠出切るキャビネットなど。

④ 技術的安全管理措置 – アクセス制御やアクセス者の識別の認証、外部からの不正アクセスの防止など。

「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記
述等により特定の個人を識別できるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を
識別することができることとなるものを含む。）」をいいます。

■ 今までは...

企 業

■ 5/30法改正後

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅却又はき損防止その他
の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。
（第20条より）

5,000件以下

個人情報保護法
対象外

保有する個人情報の数が

5,000件以下

個人情報保護法
対象内

個人情報取扱事業者は法の定める義務に違反し、この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。加えて、漏えいした個人情報
の本人から、漏えいによる被害や、実被害が無くても、漏えいしたという事実による損害賠償民事訴訟
のリスクが発生します。

違反をした場合の刑事罰

2017年5月30日より個人情報保護法が改正されました。

企 業
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特定個人情報に関する安全管理措置の

中小規模事業者における対応方法（抜粋）

パブリックエリア 共用エリア 執務・会議エリア 機密エリア

セキュリティレベル低い 高い

・エントランス
・エレベーター

・受付
・ロビー
・商談スペース

・通常業務エリア
・会議室

・サーバールーム
・役員室

パブリックエリア

間仕切り壁

監視カメラ

共用エリア

入退室管理
シュレッダー

執務・会議エリア

機密書類回収

ボックス 携帯電話ロッカー

金庫

入退室管理

機密エリア

物理的安全管理措置
事業者は、特定個人情報の適正な取り扱いの為に、
次に掲げる安全管理措置を講じなければならない。

ステラがご提案する対応方法

Ａ 特定個人情報などを取扱う区域の管理

特定個人情報等の情報漏えいを防止するために、特定個人情報ファイ
ルを取扱う情報システムを管理する区域、および特定個人情報等を取
扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的な安全措置を講じる。

・区域を分ける為にゾーニング・レイアウト提案からお手伝いをさ
せて頂きます。

・間仕切り工事の請負、セキュリティ機器のご提案をすることで特
定個人情報取扱い区域の物理的管理を可能に致します。

Ｂ 機器及び電子媒体等の盗難等の防止

管理区域及び、取り扱い区域における特定個人情報などを取扱う機器、
電子媒体及び書類等の盗難又は紛失などを防止するために、物理的な
安全措置を講じる

・データメディア保管庫・携帯電話ロッカー・機密書類回収ボック
スなどのセキュリティ収納、監視カメラ、不法侵入検知などのセ
キュリティシステムをご提案し、盗難防止措置を講じるお手伝いが
可能です。

Ｃ 電子媒体等を持ち出す場合の情報漏えい等の防止

特定個人情報等が記載された電子媒体又は書類などを持ち出す場合、
容易に個人番号が判明しない措置の実施、追跡可能な移送手段の利用
等、安全な万策を講じる

・入退室管理システムの設置、ログ管理する事で持ち出し者の特定
が可能となります。

Ｄ 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄

個人番号若しくは、特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子
媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。また、
これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄した
ことについて、証明書等により確認をする。

データメディア耐火庫

“ステラが提案するセキュリティ対策”

執務・会議エリア

デスク（鍵付き） ワゴン（鍵付き） 書庫（鍵付き）
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コストやプランなどわかりにくい回線をステラが解決！ 
回線相談は信用のある当社で！ 

サポートからご請求までステラが一括でお手伝いします！ 

※最大通信速度はベストエフォード方式に基づく技術規格上の最大値であり、実効速度として保証するものではありません 

月額料金が安くてお得！ 
■ファミリータイプの場合 回線4,300/月～ 
■マンションタイプの場合 回線2,800/月～ 

超高速インターネットサービス 

最大 1Gbps※ 

複数繋いでもスターライトひかりなら速い！ 

NTT東日本 
NTT西日本 

フレッツ光 

ステラグループ 

光サービス 
ステラグループ
受付・対応/
サービス等 

+ 

スターライトひかり 

サービスから 
ご請求まで 
ワンストップで 
ご提供 

ステラグループで 
受付・対応/ 

サービスを追加し 
請求・お支払いまで 
ワンストップでご提供 

 
   

ステラで全て一括します！ 
NTT東日本・西日本の品質そのまま！ 
高品質なサポートでご案内から開通まで 

一括だから安心！ 
安心 

安い 

速い 

 ステラグループ株式会社 
 

本 社 東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル 
             TEL:03-5804-8787  FAX:03-5804-8790 
立 川 東京都立川市柴崎町2-3-6 第一生命ビル 
    TEL:042-525-2146   FAX:042-525-2164 
三 鷹 東京都武蔵野市中町1-9-5 第一中央ビル 
    TEL:0422-52-8351   FAX:0422-52-8461 
神奈川 神奈川県横浜市中区尾上町6-86 関内マークビル 
    TEL:045-651-7421   FAX:045-651-7424 

詳しくは右ページを 
ご覧ください！ 

安心 

安い 

速い 
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フレッツ光をご利用のお客様が契約内容をそのままに、事業者が提供するインターネットに 

移行することを「転用」といいます。 

 
NTT東日本・西日本が提供している「フレッツ光」の提供を各事業者が受け、NTT東日本・西日本の品質 

そのままで各事業者のサービスをプラスしたものを「光コラボレーションモデル」といいます。 
ステラグループが取り扱わないオプションサービスはNTT東日本・NTT西日本との直接のご契約となります。 

光コラボレーションについて 

お客様 
これまで 
NTT東日本・西日本 
(フレッツ光) 

スターライトひかり 
NTT東日本・西日本 
(フレッツ光) 

お客様 

ステラグループで 
受付・対応/ 

サービスを追加し 
請求・お支払いまで 
ワンストップでご提供 

転用とは 

NTT東日本・西日本 お客様 
工事は不要・ 
簡単なお申込で 
お安くお使い 
いただけます 

ステラグループで 
受付・対応/ 

サービスを追加し 
請求・お支払いまで 
ワンストップでご提供 

光回線の提供 

料金表 

契約料 
新規契約手数料 

転用契約手数料 

¥800 

¥1,800 

工事費 

派遣工事 
（配線工事を実施する場合） 

スターライトひかり 
ファミリータイプ 

¥18,000 

スターライトひかり  
マンションタイプ 

¥15,000 

派遣工事 
（配線工事を実施しない場合） 

スターライトひかり  
ファミリータイプ 

¥7,600 

スターライトひかり  
マンションタイプ 

¥7,600 

「スターライトひかり」初期費用 

※上記料金は標準的な工事費です。工事内容により別途追加料金が発生します。  ※ひかり電話も工事費がかかりますが、詳細は営業担当までご相談ください 

月額 

スターライト
ひかり 

スターライトひかり  
ファミリー 

最大100Mbps ¥4,300～ 

¥4,400～ 
スターライトひかり  
ファミリー・ハイスピード 

最大 概ね1Gbps ¥4,500～ 
スターライトひかり  
ファミリー・ギガ 

最大100Mbps ¥2,700～ 
スターライトひかり  
マンション 

下り：最大200Mbps 
上り：最大100Mbps 

¥2,700～ 
スターライトひかり  
マンション・ハイスピード 

最大 概ね1Gbps ¥2,800～ 
スターライトひかり  
マンション・ギガ 

プロバイダー 別途ご相談ください 
スターライトひかり 
インターネット接続サービス 

下り：最大200Mbps 
上り：最大100Mbps 

※この料金は2017年6月12日現在のものです。 17



Q1.最も集中して会社の仕事ができる場所はどこ？ Q2.最もクリエイティブな発想やアイディアが
生まれる場所はどこ？

Q1. 最も集中して仕事のできる場所は82.8%で「オフィスの自席」と
いう結果になりました。日本ではサイボウズ株式会社などが取り
入れているABW（Activity Based Working）という自由に場所を
選べる働き方の考え方が進んでいる一方、オフィスの自席が
一番という従来型が大半を占めている。

Q2. 前問に引き続き1位は「オフィスの自席」となりました。しかし、
「⾃宅」や「移動時」、「喫茶店・カフェ」という選択肢も多く上が
りました。ゲシュタルト⼼理学のウォルフガング・ケーラーは「偉⼤
な発⾒は3つのBでなされる」といいました。その3つのBとはBed、
Bus、Bathで、ともにリラックスした環境であり、企業はそのような
場所を提供できるかが重要といえます。

社会人10年未満の若⼿社員に聞いた！働き⽅調査

82.8

3.5

4.0

5.0

1.5

1.0

1.3

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

オフィスの自席

オフィス内の会議室

オフィス内のフリースペース

自宅

喫茶店・カフェ

ファミレス

移動時（電車、新幹線、バス、タクシー

などの交通機関の中）

その他

(N=400)

57.3

3.5

4.8

12.5

9.0

1.3

11.0

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

オフィスの自席

オフィス内の会議室

オフィス内のフリースペース

自宅

喫茶店・カフェ

ファミレス

移動時（電車、新幹線、バス、タクシーな

どの交通機関の中）

その他

(N=400)

Q3.あなたが考える働き⽅改⾰の重要度を
1位〜3位まで優先順位つけると？

Q3. 「残業時間の削減」、「有給消化率の向上」、「多様な働き⽅の
推進がそれぞれランクインしました。優先順位として、⽬に⾒え
て自分の働き方を改善できるものが多いようです。
時間を減らして成果を維持するのであれば、効率的に働く⼯夫や
仕組みを考えるなど、さらに色々な検討を進める必要がありそうです。

Q4. 「会議の回数削減や時間短縮」は圧倒的に多い意⾒ですが、
何の為に会議を⾏っているのかが重要ですね。
次に「社員満⾜度の向上」、「集中できるオフィス環境の整備」
がそれぞれランクインしました。
ノウハウの共有や業務量の適正化、スキルの向上も⽣産性を上げる
為の必要な要素ですね。

Q4. 会社の生産性を上げるために、
具体的にすべきことは何？

44.0

14.0

14.3

26.0

43.0

13.5

13.5

24.8

34.8

6.3

6.5

15.0

7.0

9.3

16.3

3.3

2.5

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1位

2位

3位

残業時間の削減 有給消化率の向上

多様な働き方の推進 ITツールの導入による業務効率化

産休・育休制度の拡大 女性管理職の比率向上

29.0

5.5

5.3

7.8

16.0

4.8

11.3

18.8

17.8

21.3

12.5

11.5

4.3

6.8

12.0

6.0

8.5

8.0

9.8

10.3

8.5

1.3

5.5

6.5

2.0

5.5

5.0

3.3

3.0

3.8

1.3

4.5

10.0

2.5

2.0

5.5

0.5

1.3

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1位

2位

3位

会議の回数削減や時間短縮 アウトソーシングの活用

集中できるオフィス環境の整備 社員満足度の向上

社内コミュニケーションの円滑化 人材の適正配置

1人あたりの業務量の適正化 業務フローの整備

スキル向上 社員同士のノウハウの共有

無駄な資料作成の廃止 生産性向上に対する社員の意識の向上

その他
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特集・地図から⾒る2017年度 新築オフィス物件

上野フロンティアタワー
大手町パークビルディング

エンパイヤビル

3物件をピックアップして
個別にご紹介致します。

S-GATE⼤⼿町北

秩父ビルディング

オリックス八重洲通ビル

⽇⽴物流ビル

宝町清水ビル
オリックス新京橋

特集・2017年度 新築オフィス物件のご紹介

■開発コンセプト
アートと自然、そして街のにぎわいが高い次元で融合する上野・御徒町エリア。その一帯は昔から日本を代表とする
カルチャーゾーンとして親しまれてきました。2017年秋、その中⼼に位置していた⽼舗百貨店上野松坂屋南館跡地に、
地域の新たなランドマークタワーとなる大型複合タワーが誕生します。オフィス棟はワンフロア320坪×11階層の構成。
建物の上部位置し、上野恩賜公園、東京スカイツリーなど⼀帯を⾒渡せる眺望が得られます。下層階は商業施設や
シネコンなどが入居し、華やいだ雰囲気とともに、高水準のビルスペックを享受したビジネスシーンが誕生します。

上野フロンティアタワー

・社の入口を感じさせるオフィス
エントランスは、⼤理⽯をもちいた
シックで、重厚感のあるデザイン。
街の賑わいと一線を画したオフィス
空間へ誘います。

・ホール正面は杉の天然木を使用した
モザイク調の装飾壁面が来訪者を
迎え入れます。

【竣工：2017年10月】

■開発コンセプト
正面に約40ｍの間口を構え、ガラスのカーテンウォールを備えた美しく洗礼されたファサードデザインは、
八重洲通り沿いに圧倒的な存在感をもって東京の街を映します。
印象的な格子模様は、馴染みの深い日本の伝統模様であると同時に、昔から変わらない東京の街区そのものを
コンセプトにデザインしました。大規模ビルと同等のハイグレードな設備機能を備えた、ビジネスの先端を走る企業に
ふさわしい次代のオフィスビルが、東京、八重洲通りに誕生します。

・東京駅から一直線に伸びる八重洲通りは、
南北に通じる4つの大通りを従えた
交通の⼤動脈。東京駅近接という⽴地は、
アクティブでスピーディーなビジネス
活動を強⼒にサポート。都内、国内の
主要拠点はもとより、海外への
フットワークも容易なものとします。

・また、兜町・茅場町という日本を代表する
⾦融ビジネスエリアと、⽇本橋と銀座、
京橋という商業エリアの間に位置し、
ここで働く人達に充実したビジネス環境を
提供します。

オリックス八重洲通りビル 【竣工：2017年8月】
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世界一わかりやすい
４コマ 社会保険未加入対策ガイド

国
交
省

社会保険
未加入企業
はダメよ
by 国交省

2017年10月より、社会保険に加入していない企業に発注した元請は罰せられます。

たいへん！
社長に知らせなきゃ！！

田中くん
（作業員）

どれだけ
工事あると
思ってんだよ

計算苦手･･･

田中くん、
こんな見積りつくってね♥

元請が負担してくれるのか…
なら、この機会に社保加入しよう

神からの
プレゼントじゃ

注意）どっと原価は有償です

未加入の業者に対する措置

1.営業停止処分
再三の加入指導に従わず未加入状態を継続した場合「指示処分」とされます。その指示処分にも従わな
い場合「3日以上の営業停止処分」となります。更に、懲役刑に課せられた場合には「7日以上の営業停
止処分」となります。

2.経営事項審査の大幅減点 経営事項審査の「W点（社会性等）」の「労働福祉の状況」の評価において、社会保険未加入の場合、
最大120点の減点となります（従来は、最大60点の減点）。

3.各法による罰則の適用 例えば、健康保険法・厚⽣年⾦保険法では「6ヶ月以下の懲役又は50万以下の罰⾦」、雇用保険法では
「6ヶ月以下の懲役亦は30万円以下の罰⾦」となる可能性があります

でも工事ごとに作るのは大変ですね
元請企業への見積書に社会保険の前提となる法定福利費
の費用内訳を明示し請負金額に加えることができます。

A工務店 専務

どっと原価NEOを使えば
法定福利費内訳が記載された見積書を自動でつくってくれますよ！

A工務店 社長

• 公共事業では
社会保険加入必須

• 法定福利費を見積へ明示
元請へ請求

• どっと原価NEO
でつくれます！
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• 見積時点の儲け(利益)を誰でも確認できる

• 過去の見積りを誰でも検索できる！コピーもできる！

• 見積時と実際の原価の差異がいつでもわかる！

EXCELやめる！＝ 仕事がはかどる！！＝ 社⻑が喜ぶ！！！

EXCELの台帳 やめれば仕入処理だけでも に！
５
１

EXCELの見積り やめればこんなメリットが！

• 見積作成時に売価と原価を登録する

• 受注したら工事と予算を登録（見積のコピーでOK！）

• 業者からの請求がきたら仕入登録する

見積一覧表

Page. 1

どっと建設株式会社

2015/03/26

見積番号
見積名称

工事場所
受注区分

日付
提出先名

見積担当者

工事概要
成約区分

20030901-00

土津戸市上綾町地内
民間元請工事

14/10/10
株式会社　吉田組開発

林　健二

林道工事

受注

20030902-00

土津戸市皆川町地内
官公庁発注工事

14/10/21
株式会社　土津戸土木

林　健二

土工(切土工2200m3)、道路舗装工 受注

20080307-00

土津戸市本町９９９
民間元請工事

14/09/01 株式会社 ハウス住建
高橋　次郎

新築　延べ384.24ｍ2（116.23坪） 受注

20080310-01

土津戸市高畠３-５-８

14/07/24
東川建設　株式会社

山口　明夫

木造２階建住宅

20080321-00

土津戸市徳丸町５－８－４１

14/09/01
栗田　吾郎

田中　信二

木造２階建住宅新築工事

20085001-00

官公庁発注工事

14/09/01
源歌町役場

鈴木　慎一郎

受注

20085002-00

土津戸市下関町地内
民間元請工事

14/10/01
木村不動産　株式会社

沢井　茂喜

見積中

20100001-00

土津戸市高畠３－５－８
民間元請工事

14/12/23
木村不動産　株式会社

後藤　清

木造２階建住宅
受注

20200001-00

官公庁発注工事

14/09/01
土津戸市役所土木課

鈴木　慎一郎

受注

21000009-00

14/10/09 株式会社　吉田組開発
高橋　次郎

22000001-00

土津戸市西新城第５開発地区
民間元請工事

14/10/01
株式会社　吉田組開発

岩田　敦

電気設備工事
見積中

22000001-01

土津戸市西新城第５開発地区
民間元請工事

14/10/10
株式会社　吉田組開発

岩田　敦

電気設備工事
見積中

22000003-00

民間元請工事

14/09/20

岩田　敦

見積中

22000004-00

14/10/10
土津戸土木総合事務所

岩田　敦

林道開設工事７工区
12,891,160

11,258,676
1,632,484

12.7%

金沢邸新築工事

7,384,718
6,137,014

1,247,704
16.9%

『表示順:見積(ｺｰﾄﾞ)順  昇順』 見積金額 見積原価金額 粗利額 粗利率

栗田邸新築工事

26,337,917
21,108,600

5,229,317
19.9%

国道242号線池田町道路改良工事
53,881,720

31,673,700
22,208,020

41.2%

帝王ビル新築工事
27,567,000

25,914,600
1,652,400

6.0%

前川邸新築工事

25,891,553
22,275,575

3,615,978
14.0%

土津戸市役所改築工事
26,864,480

24,970,680
1,893,800

7.0%

源歌町庁舎新築工事
28,829,520

24,970,680
3,858,840

13.4%

優秀大学教育学部校舎　改修仮設電気工事 6,457,320
3,728,538

2,728,782
42.3%

吉田邸新築工事

25,920,000
22,109,068

3,810,932
14.7%

県医師会共同ビル新築工事
2,233,820

1,622,887
610,933

27.3%

どっと産業　給排水衛生設備工事
1,655,983

1,416,630
239,353 14.5%

優秀大学教育学部校舎　改修仮設電気工事 6,063,120
3,728,538

2,334,582
38.5%

県医師会共同ビル新築工事（電気追加工事） 1,018,684
711,571

307,113
30.1%

《 総 合 計 》

252,996,995
201,626,757

51,370,238
20.3%

ぜんぶ解決！

〒102-8171   千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル TEL:03-5211-2700  
ピー・シー・エー株式会社

さらに！
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顧客や社員の個人情報管理
今のままで大丈夫ですか？

個人情報保護法がすべての事業者に拡大！

改正個人情報保護法では、すべての事業者が対象に

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-12 応研新宿ビル
TEL.03-3299-0789

取引先・お客様の個人情報等を取り扱う 社内の個人情報を取り扱う

･ お客様の運⽤に合わせて、必要な⼊⼒項⽬を任意に
作成可能です。
・ ページごとに表⽰項⽬を区分けできるため、⼊⼒の際も
直感的に操作ができます。
・ 帳票や、出⼒する為の条件なども⾃由に作成ができます。
・ 担当者毎のアクセス権限やログの管理もでき、セキュリティ
⾯でも安⼼してご利⽤いただけます。

データベースを一元化することで情報管理が効率化！
個人情報保護法ガイドラインに沿った安全管理措置が可能です。
また、履歴⼊⼒で⻑期的かつ詳細な情報集約できます。⼊⼒項目はお客様に合わせて
任意に編集可能です。帳票設計で必要な情報の収集も手軽に⾏えます。

このようことでお悩みではありませんか？

「顧客大臣」、「人事大臣」で様々な問題を解決いたします！

⼿書きで管理してるが、探し出すのに
時間がかかってしまう…

現在導⼊している顧客管理ソフトでは、
本当に必要な項⽬を管理できない…

ExcelやAccess等で個人情報を
管理していて不安を感じている…

いつ、どこに何をどうしたか
担当者でないと分からない…

ExcelやAccess等による
顧客管理に限界を感じている…

顧客大臣 人事大臣

[⼊⼒画⾯設計] Point

※報道機関（放送機関・新聞社など）、大学、研究機関、宗教団体、政治団体を除く

個人情報保護法の改正により、すべての事業者※が対象となりました。Excelや
Accessでの個⼈情報管理に伴う不安を解消するだけでなく、さらに一歩進んだ
情報活用ツールとしての大臣シリーズをオススメします。

これまで「6か月以内に保持している個人情報が5,000件に満たない」事業者は対象外でしたが、今年5月30日以
降、顧客や従業員の個⼈情報を紙やパソコンで名簿化して事業に活⽤しているすべての事業者が対象となります。
違反した場合は罰則も定められています。
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様々な業種に対応できる販売管理システム！

「販売大臣」はあらゆる業種に導⼊実績を誇る売上・仕⼊・在庫管理システムです。
業種別テンプレートを豊富にご用意しておりますので、様々業種にも柔軟に対応可能です。
煩雑な伝票⼊⼒を極限まで簡略化し、様々な帳票や書類をスムーズに、自由に作成できます。

このようことでお悩みではありませんか？

「販売大臣」で様々な問題を解決いたします！

項目数が足りなくて
パッケージソフトが使えなかった…

業種特有の計算、単価をExcelや
電卓などで計算している…

カスタマイズしているため
コストがかかる…

特殊な月報はExcel等で作成
しているため⼆度⼿間がかかる…

販売管理システムを導⼊しているが
手書き、Excelの納品書も残っている…

販売大臣

販売管理業務が
煩雑化していませんか？

販売管理から仕⼊･在庫管理まで
⾏える統合型システム

「販売大臣」は⼀本で⼀連の販売業務をトータルに処理することができるため、
システムを一本化することでローコストでの運用が可能です。
各伝票の連携も充実しており、⾒積伝票から仕入･売上伝票へのコピー等、
面倒な伝票⼊⼒を極限まで簡略化しました。
また、受注･発注伝票の登録も可能で、これらの伝票を売上仕入
伝票に転送することにより、受注残･発注残の管理も可能となります。

売上・仕入が一本化
されているため

「ランニングコスト」の
削減が可能！

⾒積作成から在庫管理
まで「販売大臣」なら
トータルサポート！

業種ごとの特性にあわせた豊富なテンプレートをご用意

⽉報出⼒機能を搭載

必要となる伝票⼊⼒項⽬や⾦額、順序などの自由な設定が可能で、
カスタマイズなしであらゆる業種・業態にフィットします。
テンプレートも多数ご用意しています。

得意先別／仕入先別／商品別／部門別（3パターン）合計7種類の
月報をご用意。フリーカスタマイズ機能を利⽤することで、計算式登録も
可能なため、管理⽅法に合せた帳票を作成できます。内容の整列順や、
条件による非表示なども指定できわかりやすく使いやすい帳票を作成可能です。

[導入業種事例](一部)
卸売業、木材業、塗装業、米卸(精米)業、仕出し業、印刷業、
清掃業、建機リース業、レンタル業、サッシ･ガラス建材業、造園業、
運送業塗装業、包装資材業、旅⾏代理店･･･etc.

▲フリーカスタマイズ得意先月報
（明細形式）画面

▲得意先月報（地区別）

A B C D EF G

◀
伝
票
入
力
画
面

項目名、配置
を柔軟に対応！

標準価格計算D＝⾦額A×標準仕切B
決定価格計算E＝⾦額A×決定仕切C「販売大臣NX Super」なら

カスタマイズなしでここまでできます！

従来の販売管理ソフトでは…
単純な数量×単価＝⾦額
それ以上の要望であれば
カスタマイズが必要でした…

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-12 応研新宿ビル
TEL.03-3299-0789
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ビジュアルコミュニケーションシステムビジュアルコミュニケーションシステム

スマートフォン
タブレット端末 対応
iOS/Android

官公庁・金融機関・教育機関など導入実績も多数。無料お試し・無料お見積り・訪問デモも承ります。お気軽にお問い合わせください。

会議だけじゃない！LiveOnの様々なご利用シーン

●研修・セミナー配信 ●社内外の各種イベント ●遠隔サポート・相談窓口・遠隔医療

●商談現場との接続 ●現場との連絡ツール ●BCP対策

簡単操作簡単操作

高品質高品質高品質
高機能高機能高機能

スマートフォン・タブレット端末でご利用の際は、専用アプリ（無料）が必要で
す。App Store/Google Playからダウンロード/インストールを行ってください。

※

面倒な操作は一切不要！簡単ログインですぐに会議スタート！
しかも、シンプルなインターフェースや設定画面で操作も簡単！

独自の高度な制御技術によりCD並みのクリアで途切れにくい音声と相手の
細かな表情まで映し出す高画質でスムーズな映像を実現！

資料共有やホワイトボードなど会議に必要な機能は標準装備！
録音・録画機能やメディア再生機能を使って全拠点に動画配信も可能！

移動や出張に伴う交通費や宿泊費などの経費の大幅
削減が可能です。さらに、移動に伴う時間の無駄をなく
すこともでき、研修・業務の効率化にも役立ちます。

離れた拠点の社員やお客様とも顔を見ながら会話が
できるため、コミュニケーションが円滑化され、一体
感が生まれます。

専門スタッフによる質の高いサービスを提供することが
でき、顧客満足度の向上に繋がります。また、効率的な
人員配置が可能となり、人件費の抑制にも効果的です。

同行していない技術者も社内から商談に参加し、回答
や説明を行えるため、商談スピードの向上、成約率のア
ップに繋がります。

現場の映像と音声をリアルタイムで確認できるため、
正確で迅速な情報共有と的確な指示伝達が可能で
す。

電話が繋がらない状況でも現地の被災状況や安否確認
がすぐに可能です。今後の対応策などを迅速に指示伝達
ができ、緊急時の事業継続、早期復旧に役立ちます。

最大150画面
同時表示!!

導入実績
5,200社以上!
導入実績
5,200社以上!
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ステラグループ株式会社
本　社　TEL03-5804-8780　FAX03-5804-8785
立　川　TEL042-525-2164　FAX042-525-2164
三　鷹　TEL0422-52-8351　FAX0422-52-8461
神奈川　TEL045-651-7421　FAX045-651-7424
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保管してるキャビネットからFAX
文書を探すのは大変！

離れた場所だと
FAX文書を探せない！

FAX文書のファイリングに
手間がかかる！

キャビネットがFAX文書に
占拠されている！

受信トレイに
放置されたままだったり、

他の書類にまぎれて、
紛失したり・・・・

オフィス文書

かんたん
シリーズ

受信FAX業務のお困り

受信FAXを取りに席を
はずす時間がもったいない！

外出が多く、対応に遅れが
生じている！

受 信 確 認

検 索 保 管

受信FAX業務を改善する「せいとん術」は・・・

ルール を作って、いらないものを 減らして 簡単に 続ける！

詳しくは裏面へ！
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ファクス業務のペーパーレス化と作業効率アップに貢献する！

業務効率向上！

導入したその日から受信FAXに自

動でファイル名入力、しかも自動的

に収納先フォルダーを作成・振分け

ができる！

コスト削減！

受信FAXはすべて電子文書に！無駄

な出力紙を大幅削減できる！

手間いらず！

自動的に収納先フォルダーに振分け

られて目的の文書がすぐに見つか

る！さらにクラウドサービスと連携す

れば、外出先からでも確認できる！

ファイル名を
自動的に入力！

■送信元が一目でわかる！ ファイル名を自動入力

登録名称・ファクス番号・受信日時・宛先表名・

回線の5つの情報をファイル名として自動入力し

ます。5つの情報の順番や情報間の区切り文字

も合わせて選択できます。

■送信元や年月日ごとに受信ファクスを自動振分け

受信ファクスは登録名称・ファクス番号・受信年

月日・受信月・宛先表名・回線ごとに自動でフォ

ルダー振分けができます。振分けるフォルダー

が存在しない場合は、せいとんファクスが自動

生成します。

■業務内容に適した転送先を選択

受信ファクスの自動転送先は共有フォルダーや「imageRUNNER ADVANCE」

のADVANCED BOX、また外出先のモバイル端末から情報確認ができるクラ

ウドストレージサービスのHOME-BOX2※を選択できます。

FAX

受信

※別途契約が必要です。

iR-ADV ADVANCED
BOX

共有フォルダー HOME-BOX2

■商品構成例

せいとんファクス for MEAP ADVANCE

標準価格（税別）

¥40,000

■商品構成例

HOMEクラウドストレージパック
（type-S）

標準価格（税別）

初期費用 ¥5,000
月額費用 ¥2,000

■ユースウェア

MEAPインストールサービス(2,500円/台) ※

HOME-BOX2設定サービス※

¥2,500
¥3,000

※訪問料は、別途必要となります。詳細は担当営業にご確認ください。

■合計 導入月 ¥51,000

翌月以降 ¥2,500 /月

※導入月にはMEAP保守サービス(￥500/月)も含んでおります。
※上記の構成は転送先がHOME-BOX2の場合です。

■保守

MEAP保守サービス ¥500 /月

http://cweb.canon.jp/meap/lineup/ocr/seitonfax/

ファイル名を
自動的に入力！

受信ファクスを
自動的に転送！

クラウド活用で外出先でも
ファクス確認！

FAX

受信

iR-ADV

キヤノン_03XXXXXXXX_20130415012345

キヤノン_03XXXXXXXX_20130415012345.pdf

ファクス受信

キヤノン

2013年04月14日

2013年04月15日

共有フォルダー ADVANCED
BOX

HOME-BOX2

ステラグループ株式会社
本　社　東京都文京区後楽2-3-21住友不動産飯田橋ビル

TEL 03-5804-8780　FAX 03-5804-8785
立　川　東京都立川市柴崎町2-3-6第一生命ビル

TEL 042-525-2146　FAX042-525-2164
三　鷹　東京都武蔵野市中町1-9-5第一中央ビル

TEL0422-52-8351　FAX0422-52-8461
神奈川　神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1関内マークビル

TEL045-651-7421　FAX045-651-7424
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ステラグループ株式会社
本　社　TEL:03-5804-8787　FAX:03-5804-8790
立　川　TEL:042-525-2146　FAX:042-525-2164
三　鷹　TEL:0422-52-8351　FAX:0422-52-8461
神奈川　TEL:045-651-7421　FAX:045-651-7424
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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！！

StellarLink 隔月連載 第29回

「雷サージ対策」してますか？
みなさん『雷』って怖いですよね？
実は人だけでなく、パソコンやルータなどのネットワーク機器にとっても

『雷』は怖いものなんです。

雷が多いのはいつ？

雷サージどうすれば良い？

雷サージ対応のタップなどを使っても直撃雷などの被害を防げるものではあり
ませんが、可能性を大きく減らすことが出来ます。
また、雷サージ対応のタップでもアースを取る事が必要なものもありますので、
正しく使って⼤切な機器を守りましょう。

エレコム株式会社様のホームページより抜粋

雷サージってなに？

雷が多いのは何⽉だと思いますか？
恐らく7月、8月、9月の夏場が多いとみなさんも想像さ

れたと思います。
梅⾬明け位から⼣⽴が増えたり、台⾵が来たりと夏場が

雷発生の多い時期となりますが、案外秋の11月も多いよう
です。

⼀⾔で⾔うと、雷が落ちる際に電線やアン
テナなどに瞬間的に発⽣する過電圧や過電流
の事です。
⼀般的に雷サージ電圧は2000Vから5000V

と言われており、電源線や電話線などを通り
室内に侵入します。
そして、その⾼い電圧に⾒合うだけの電流

が瞬間的とはいえ、パソコンやネットワーク
機器に流れこみダメージを与えます。
しかも機器が壊れるだけでなく、場合に

よっては機器の出火による火災を引き起こす
事もある怖いものなのです。

9月7月
8月

エレコム株式会社様のホームページより抜粋

相⼿が雷と⾔う事もあり、出来る事はそれ
ほど多くはありません。

・アースを取れる機器はアースを取る
・雷サージ対応の電源タップを利⽤する

また、種類によっては電源だけでなく電話
回線の保護まで出来る機種もありますので、
お客様の環境によりご検討下さい。

アース端子です
30



★Nanoの4つの機能★
①不正端末の接続防止（標準）

個人の持ち込み端末など未登録の端末が社内ネットワークに接続された場合、自動で検知し、社内
ネットワークから遮断します。

②ウイルス検出端末の接続防止（ESET連携）
ウイルス対策ソフトESETがウイルスを検出すると即座に該当端末の通信を遮断し、ウイルス感染被害
の拡大を防ぎます。

③外部との不正通信端末の接続防⽌（FortiGate連携）
ウイルス感染や脆弱性攻撃により、社内ネットワーク内のPCから外部への不正な通信を検知すると不
正通信の発信元である感染PCをネットワークから隔離します。

④未許可端末の接続防止（SKYSEA連携）
SKYSEA Client Viewと連携し、不正接続の遮断が可能です。SKYSEAで複数のNanoを一元管
理し、運⽤が容易です。

★企業のセキュリティ対策の考え方★
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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。
お客さまみなさま方におかれましては、
益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

今号の私からのお奨め記事は2P～5Pのホームページ作成に
関する記事でございます。
新たなホームページ立ち上げはもちろん、リニューアルについても、
ご相談させていただきます。
今までお手伝いさせていただきましたお客さまには、
大変ご好評いただいております。
ぜひ記事をご一読いただき、ご興味がございましたら、
弊社担当者までお知らせくださいませ。
何卒よろしくお願い申しあげます。

大変暑い日が続きますが、くれぐれもご自愛専一の程、祈念申しあげます。

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2017年8月号 2017年7月18日発行

#79 INDEX

★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。

http://www.stargp.jp/stellar-link
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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

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、2012年9月にオープンいたし
ました。ここに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。

<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

P 2 ホームページ丸々パック
P 4 これからのWeb対策
P 6 紙文書のデータ化
P 8 OBC流働き方改革 生産性を維持しながら業務を効率化しましょう！
P10 データ保管の新境地「ステラNAS」リニューアルいたしました！
P12 電源障害対策はオムロンUPSで！
P14 ステラが提案するセキュリティ対策
P16 ステラグループの光コラボレーション「スターライトひかり」
P18 社会人10年未満の若手社員に聞いtた！働き方調査&東京駅周辺物件情報
P20 世界一わかりやすい社会保険未加入対策ガイド
P22 顧客や社員の個人情報管理今のままで大丈夫ですか？
P23 販売管理業務が煩雑化していませんか？
P24 Web会議システム「LiveOn」
P26 ファクス業務のペーパ^レス化と作業効率化アップに貢献します！「せいとんFAX」
P28 EPSON高速インクラインジェット複合機
P30 PCお役立ち情報第29回「雷サージ対策してますか？」
P31 手のひらサイズのオフィスの交番「NetSkateKoban」


