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■イチ押し！

人要らずのフルオートラミネーター「Ｒｅｖｏ－Ｏｆｆｉｃｅ」
ランバーサポート搭載型イナバ製オフィスチェアのご紹介

■商品情報

ＯＢＣ「労務管理サービス」で総務の働き方改革を実現できます！
経費精算の負担を1/4にするシステム「楽々精算」

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/PC編
第31回「Windowsのサポート期間」について

施工 フロンティアコンサルティング
内装写真 株式会社アシロ様



ランバーサポート搭載型オフィスチェア!!

⼈は、四⾜歩⾏から直⽴して⼆⾜歩⾏への進化の過程で、重い頭部を⽀えるために背骨は自然な
Ｓ字曲線を描くようになりました。
この⽴っている時の背骨のS字曲線が、背骨にとってはいちばん自然な形なのです。
座っている状態でも背⾻を⾃然なＳ字に近づけることが、理想の座り⽅です。

背骨が
アーチ状

背骨・内臓への負担
が強くなる

背骨が
Ｓ字形状

背骨・内臓に負荷を
与えない自然な姿勢

第３腰椎から第５
腰椎付近をサポー
トすることで背骨
は自然の形に近いS
字型になります。

理想の座り方

2017.04.12

「デザイン」と
「人間工学」の融合

inabaのオフィスチェア

その美しさは、
クルマの開発思想から生まれた。

△ エアーランバーサポート

イナバのオフィスチェアは背骨のS字曲線を保つためにランバーサポート機能がついており、
腰の負担と疲労を軽減します。

yera[イエラ]のランバーサポート
は、120㎜の大幅な可動域で、座
る人の体格や好みに合わせ自由に
調整することが可能です。

ランバーサポート

チェアにとって⼀番⼤切な部分で
ある腰まわりをしっかりホールド
しながら、着座する人の動きに合
わせてエアーがサポート。自然な
姿勢をキープして、疲労感を軽減
します。

※メーカー標準小売価格(税別)

¥55,200～¥131,200～
※メーカー標準小売価格(税別)
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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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印刷ミスによるコスト増

オフィスの “あるある”課題を解決

複合機とICカードでできること
“セキュリティー＆対策コスト削減 “を実現

このようなことでお困りではありませんか？

紙の出力量やコストが、

だんだんと増えてきて、

歯止めが効かなくなってきている。

派遣社員やアルバイトに、

ファクスやスキャンを

使用させたくない。

共用のプリンターには、
出力放置されたままの資料 （機密
文書）が目に付く。

重要文書の持ち去り

情報漏えい事故

複合機＋ICカードで解決
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セキュリティ
パーソナライズ

コスト管理

共用のプリンターには、
出⼒放置されたままの
資料（機密⽂書）が⽬に付く。

紙の出⼒量やコストが、

だんだんと増えてきて、

⻭⽌めが効かなくなってきている。

派遣社員やアルバイトに、

ファクスやスキャンを

使用させたくない。

情報漏洩対策・コスト削減にも効果的！
キヤノンの｢ICカード認証ソリューション｣をご紹介！

ICカードでログイン
ジョブを選んで印刷

カード（個人）ごとに複合機の
利⽤できる機能を設定可能

【利⽤実績画⾯(ページ数)】

サーバ不要で
ICカード認証環境を

構築可能

枚数管理とメッセージ機能で
抑制意識を働かせる
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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

7



© 2017 FRONTIER CONSULTING INC. All Rights  Reserved.

問題なく仕事ができ

る, 25.8%

多少問題はあるが仕

事はできる, 29.3%

全くできない, 45.0%

問題なく仕事ができる, 
29.3%

多少問題はあるが仕

事はできる, 38.5%

全くできない, 32.3%

Q1.⾃宅で仕事をすることができると答えたのは、デジタル世代
の若⼿社員よりも、熟練社員の⽅が多いという意外な結果に
なりました。

Q2.それでは、なぜ⾃宅で会社の仕事ができないかということに
対しては、「⾃宅のPCや通信環境が充実していないから」や
「仕事に必要なソフトや機器が会社にしかないから」といっ
た答えで⼤きく若⼿社員が上回りました。これは、スマホ１
台あれば何でもできる若⼿世代には、他の機器や環境が不要
であり、備わっていないからだと考えられます。

熟練社員と若⼿社員に聞いた！働き⽅調査
Q1. あなたは⾃宅で会社の仕事をすることができる？

※⾃宅で仕事ができる制度の有無に関わらず、
やろうと思ったらできるかどうか

若⼿社員

熟練社員
14.1

36.0

57.2

4.9

11.0

11.3

1.8

10.6

自宅のPCや通信環境が充実していないから

仕事に必要なソフトや機器が会社にしかないから

仕事に必要な資料やデータが会社にしかないから

自宅で仕事をしていると家族の目が気になるから

自宅では仕事を阻害する誘惑があるから

自宅には自分の書斎やデスクがなく、集中して仕

事ができないから

子育てや介護等で仕事に集中できないから

その他

熟練社員

若手社員

Q2.⾃宅で会社の仕事ができない理由について、
あてはまるものは？

「給与が倍になる」を

選ぶ, 68.3%

「休みが倍になる」を

選ぶ, 31.8%

若⼿社員

「給与が倍になる」を

選ぶ, 75.0%

「休みが倍になる」を

選ぶ, 25.0%

Q3. 「給与が倍になる」か「休みが倍になる」を
選べるとしたらどちらを選ぶ？

熟練社員と若⼿社員に聞いた！働き⽅調査

熟練社員

Q4.あなたが無駄だと感じる会社の習慣、制度は？

Q3.熟練社員は4人に3人、75.0%が「給与が倍になる」を選び、
若⼿社員よりも「給与」を選ぶ⼈が多いという結果になりま
した。

Q4.無駄に感じる会社の習慣・制度としては、熟練社員は、会議
やその資料作成、稟議書などの申請業務等、作業に無駄を感じ
る傾向が⼤きいのに対して、若⼿社員は朝礼・終礼・飲み会等
集まって参加するものに無駄を感じる傾向があるという結果に
なりました。

23.3

11.3

20.5

12.8

16.5

24.5

19.0

17.0

6.3

21.5

15.3

-

24.3

26.8

14.3

15.3

12.0

14.5

12.5

15.5

11.0

6.8

27.8

15.3

0.5

27.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

朝礼

終礼

社内会議

ランチミーティング

業務報告書・日報の作成

社内会議用の資料づくり

印刷・コピーなどによる紙資料の配布

稟議書などの社内申請業務

掃除

飲み会

行事・イベント

その他

あてはまるものはない

熟練社員

若手社員
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◆下限賃料

貸主側で設定している、⼀番安い賃料。
一般的には、共益費込、税抜きの坪単価でいくらかを示す。

◆⽬安賃料

⼤体どの程度まで減額が可能かを⽰す賃料。
下限賃料をいくらに設定するかを決めていない場合に、この表現
を利⽤することが多い。

◆フリーレント

契約開始⽇から賃料が発⽣しない⼀定期間の事。
完全無料では無く、共益費分は⽀払い義務がある場合が多い点に
要注意。

PICK UP TREND 
不動産⽤語特集 オフィス移転に先⽴ち、インターネットサイトで物件を探してみた

り、仲介業者に声を掛けて来社して提案を受けたりすると、聞きなれ
ない用語を目にしたり、聞いたりする、と言った機会が多いのではな
いでしょうか？

そこで今⽉は、オフィスに関する不動産⽤語で主要なものをいくつか
まとめてみました。

◆グロス面積

契約面積にトイレなどの水廻りやエレベーターホール、
廊下などを含んだ面積。

◆ネット面積

実質の面積、(実際にオフィスとして使える部分の面積）
を表す。

【ＰＯＩＮＴ】

・面積と坪単価が全く同じであれば、グロス面積よりネット
面積の物件を借りた方がお得です。

【ＰＯＩＮＴ】

・オフィス物件の賃貸条件は交渉が可能な場合が多いです。
下限賃料、フリーレントの有無を事前に確認することは、
良い条件で借りる為に⼤切です。

◆個別空調

フロアごと、あるいは部屋ごとに細かく分けて空調機器を設置
し、空調のON/OFFや冷暖房の切り替えが個別にできる⽅式。
業務時間の都合や使用する部屋だけなどテナント側で制御がで
きるので無駄がないのが特徴。

◆セントラル空調

ビル全体の空調をまとめて制御する方式。
この⽅式はビルの管理会社によって空調の運転が管理されてい
るケースが多く、その場合、空調温度や運転時間が決められて
しまうのが大きな特徴。

【ＰＯＩＮＴ】

・業務時間が⻑い場合、セントラル空調はコストが嵩む可能
性があります。入居後の運用までを考えてオフィスを選択
しましょう。

【IT重説が本格運用へ】
「IT利活⽤の裾野拡⼤のための規制制度改⾰集
中アクションプラン」において、不動産業界は「
インターネット等を利⽤した、対面以外の方法に
よる重要事項説明について、具体的な手法や課題
への対応策に関する検討を⾏う」とされたことを
受け、平成27年より社会実験として、IT重説が
試験的に⾏われてきました。

元来宅建業法では、対⾯にて重要事項説明を⾏う
と言う規定が定められています。

その為、進学、就職等で遠方に引っ越す際、重説
や契約の為に店舗へ出向かなければならず、必要
以上の時間、コストが発生してしまう点が否めま
せんでした。

国⼟交通省は、宅建業法の解釈を改め運⽤開始を
目指す、と発表しており、前述のケースを含め、
様々な場⾯の効率化が期待されます。

【メインは賃貸取引】
IT重説の対象は、「法人間取引」と「賃貸取引」に
限定され、個人間の売買は対象外とされています。

上記のグラフが示す通り、IT重説実施数は年々増加
していますが、売買取引に関しては2015年8⽉〜17
年1⽉末までで実施例が2件しかなく、今年の8月か
ら再度1年間、社会実験を⾏うことが決まっていま
す。（賃貸取引は実施例は、1,069件でした。)

利便性が⾼いとは⾔え、⾦額の⼤きい取引には、ま
だ相対での取引が重要視されている様です。

また、賃貸取引の1,069件の内、法人間賃貸の実施
例が24件、法人間以外の賃貸(法人、個人 or 個人、
個人)が1,045件と全体の約95％が法人間以外の取
引が占めている点も特徴的です。

賃貸、売買共に法人間取引にどれだけ浸透させるこ
とが出来るかが、今後の課題となりそうです。

【図1】IT重説の実施件数

【IoTを不動産分野で】
不動産分野にも最新テクノロジーの活⽤例としてモ
ノのインターネット（IoT）を使う取り組みが既に
登場しています。

昨年秋より運⽤が開始された「スマート内覧」がそ
の一つです。このサービスはお部屋の鍵をスマート
フォンで開錠可能にし、お客様が業者の⽴ち合い無
しで、内覧が可能になる仕組みを提供しています。

内覧から契約まで、ほぼ対面すること無く完結して
しまう時代も遠くないかもしれません。

〜宅建業法の解釈を改め10⽉開始を⽬指す〜
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問い合わせ窓口が煩雑で
どこに電話したらいいのかわからない

料金プランが多くてわかりにくい

回線料金と接続料金の支払いが別で管理が面倒

このようなお悩みをステラグループの

光コラボレーション が解決！

1

お客様のご利用環境に合った最適な料金プランを
ご提案致します！3

スターライトひかり + スターライトひかりネットご利用なら
契約・サービスのお問い合わせ窓口と請求が一本化され、
支払管理もスッキリわかりやすくなります！

2

おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

NTT東日本・西日本の品質そのままで
ご利用料金がお安くなります！※ご契約内容にもよります

ステラグループ株式会社

本 社 03-5804-8787 立 川 042-525-2146
三 鷹 0422-52-8351 神奈川 045-651-7421
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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・⻄⽇本
(フレッツ光)

スターライトひかり
NTT東⽇本・⻄⽇本
(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・⻄⽇本 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発生しますが、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
¥1,200〜（2ヶ⽉無料！）スターライトひかりネット

動的IPアドレス

下り：最大200Mbps
上り：最大100Mbps

※この料⾦は2017年8月25日現在のものです。

別途ご相談くださいスターライトひかりネット
固定IPアドレスプラン
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ビジュアルコミュニケーションシステム

LiveOn初期費用
半額キャンペーン！

1ライセンス￥78,000→￥39,000

YVC-1000

エコーキャンセラ内蔵。
〜10名程度の利⽤を推奨。
拡張マイク4台まで連結可能。
(マイク1台付属)

定価 ¥120,000

YAMAHA YVC-300

エコーキャンセラ内蔵。
〜6名程度の利⽤を推奨。
収音範囲最大3.0m
(推奨1.5m)

定価 ¥50,000

Logicool HD Webcam 
C930eR
300画素の簡易カメラ。
1名〜3名程度。
フルHDにも対応。
三脚取付可能。
定価 ￥16,000

Logicool ConferenceCam
CC2900ep
リモコンでズーム・上下左右
コントロールができる。
〜20名程度。

OPEN (参考価格¥100,000)

■映像機器：Webカメラ or コミュニケーションカメラ(リモコン操作可)

■音響機器：ヘッドセット or マイクスピーカー

対象機器一覧

★LiveOnライセンスと下記いずれかライセンス分のカメラ・マイクスピーカーをご注文頂くと、
LiveOn初期費用（オプション費用含む）を半額にさせて頂きます。

※2017年10⽉〜2017年12月末日に納品の企業様限定です。
※月額費用は別途発生します。

※アプリケーション機能・HD画質は別途月額費用が発生します。
※イントラパック版については別途ご相談となります。

※全てUSB接続
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ビジュアルコミュニケーションシステム

オプション機能
アプリケーション共有

￥300,000→￥150,000

HD画質対応

￥300,000→￥150,000

スケジュール機能

￥300,000→￥150,000

多人数モード

￥300,000→￥150,000

プレゼンス機能

￥300,000→￥150,000

AdminTool(管理者機能)

￥300,000→￥150,000

コール機能

※アプリケーション機能・HD画質は別途月額費用が発生します。

￥300,000→￥150,000

オプション機能も
今なら半額です！
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LiveOn選定理由

▼Web会議システム「LiveOn」使用用途▼

Web会議システム「LiveOn」
ステラグループ導⼊事例

ステラグループもLiveOnを利⽤しています！

① 拠点間会議

② 商品学習会

LiveOnを導⼊したことにより全拠点の社員は毎回本社へ集まらずに意⾒交換が出来ます。⽤途別に会議室
を無制限に作成出来ることもあり、その他拠点間会議・グループ会社との情報交換なども⾏っております。
今までかかっていた移動費の削減、時間の有効活用にもなりました。

検討のきっかけ

・利⽤していたTV会議システムの保守費用が高額
・設置場所以外からの会議への参加など使い方の幅を広げたい

・ブラウザのログインページから会議スタートなので、
専用機器、保守費用の購入が必要なし

・クラウドサービスのため劣化もせず常に新しい状態(品質)で使用する事が可能
・PCだけでなくスマートフォン・タブレット端末からも利⽤が可能なため
汎用性が高い

・音声遅延と⾳切れを防ぐ⾼度な独⾃技術を採⽤しているため
ストレスなくやりとりができること

・メール招待機能を使うことにより社外の方も簡単に会議に招待できること

ステラグループではお客様のご利⽤環境に合わせたご提案をさせていただく為、商品学習会を実施して
おります。本社から全拠点へ配信という形で⾏っており、拠点ごとに学習会を⾏う必要が無くなりました。
また、LiveOnには録画録音機能がついているので学習会へ参加出来なかった社員は後で学習会の様子を
⾒直すことも出来ます。
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タブレット連携ソリューション“ロボホン”が、タブレット連携ソリューション“ロボホン”が、
「働き方改革」のお手伝いをいたします！「働き方改革」のお手伝いをいたします！

タブレット連携ソリューション“ロボホン”が、
「働き方改革」のお手伝いをいたします！

ロボホンのお手伝い～接客編～ロボホンのお手伝い～接客編～

こんなことがこんなことが

できるよ！できるよ！

こんなことが

できるよ！

会話する

人を覚える

電話する

プロジェクター

アプリ

楽しくお話ができます。

顔を見分けることができます。

ロボホンは、ちゃんと電話です。

どこでもミニシアター。

多彩なアプリで楽しみ広がる。

気持が伝わる

現在地が分かる

メッセージ

リマインダ

スマホとリンク

目の色が変化します。

GPS 機能搭載

声でメールが送れます。

大切な予定を声でお知らせ。

お手持ちのスマホとつながる。

アクションする

おでかけスタイル

撮影する

調べもの（検索）

立ったり座ったり歩いたり。ダンスもできます。

外に持ち歩けるサイズです。

日常のワンシーン、旅や思い出もおまかせ。

情報、音楽、動画など、ロボホンが探してくれます。

■ お客さまの呼び込みに活用

■ 社員（店員）の補助として活用

イベントや各種フェアおよびショールームに設置して、
ロボホンの声掛けやダンス披露で来訪者の注目を集め、
集客アップに役立たせませます。

最新の商品情報や施設・場所の案内およびプレゼン資料を、
ロボホンが画像（動画・静止画）と連携しながら発話（説明）します。
英語・中国語での発話（説明）も可能です。

ロボホンのお手伝い～接客編～ロボホンのお手伝い～接客編～ロボホンのお手伝い～受付編～
■ ロボホンが来訪者を自動検知し、音声とモーションでご対応

ロボホンが温かくお出迎えいたします。
愛着を感じさせ親しみやすく来訪者を緊張させません。

受付コーナーは無人で OK です。受付担当者の代わりに
ロボホンが来訪者を優しく歓迎してくれます。

離れた場所からロボホンを遠隔操作できるので、
他の業務と受付業務の両立が可能です。

いらっしゃいませ！

いらっしゃいませ！
ご用件を
ご用件をお話ください。

お話ください。

いらっしゃいませ！
ご用件をお話ください。

いらっしゃいませ！

いらっしゃいませ！

ぼくが代わりに

ぼくが代わりに

説明するね。

説明するね。いらっしゃいませ！

ぼくが代わりに

説明するね。

ぼ
く
の

ぼ
く
の

ス
ペ
ッ
ク
だ
よ
！

ス
ペ
ッ
ク
だ
よ
！

ぼ
く
の

ス
ペ
ッ
ク
だ
よ
！

身長 /体重 約 19.5cm/ 約 390g

OS Android™ 5.0

CPU Qualcomm® Snapdragon™ 400 processor 1.2GHz ( クアッドコア )

内蔵メモリ ROM 16GB ／ RAM 2GB

電池容量 1,700mAh

ディスプレイ 約 2.0 インチ QVGA

カメラ 約 800 万画素 CMOS

HD（1,280×720 画素）相当プロジェクター

さまざまな業種でさまざまな業種で
さまざまな用途でご活用していただくことができます！さまざまな用途でご活用していただくことができます！
価格や詳細に関しましては、価格や詳細に関しましては、
弊社営業担当までお問い合わせください。弊社営業担当までお問い合わせください。

さまざまな業種で
さまざまな用途でご活用していただくことができます！
価格や詳細に関しましては、
弊社営業担当までお問い合わせください。
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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31回

「Windowsのサポート期間」について
2020年には東京オリンピック・パラリンピックと言う大きなイベントが

控えていますが、ICT業界でも⼤きなイベントがある年になっています。

Windows 7の延⻑サポートが終了！！

メインストリームサポートと延⻑サポートの違いは？

延⻑サポートが終了してもWindows 7をそのまま使う事は出来ますが、不具合
やセキュリティホール対策のアップデートは⾏われなくなりウイルスや悪意のある
攻撃に対し無防備になってしまいます。
時間的な余裕のあるうちにWindows 10への移⾏をおすすめ致します。

メインストリームサポート

延⻑サポート

Microsoftのセキュリティ更新や
機能追加などのWindowsサポート
は大きく分けて以下の2つがありま
す。

・メインストリームサポート

・延⻑サポート

それぞれの違いは右の通りとな
ります。

2016

Windows 7

Windows Vista

Windows 8/8.1

Windows 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

延⻑サポート

延⻑サポート

延⻑サポート

メインストリーム
サポート

メインストリーム
サポート

2017年7月現在、世界中のWindowsパソコンの53.5%で動いているWindows 7の延⻑サポート
が2020年1月14日に終了してしまいます。
それに伴いセキュリティ更新プログラムの提供も終了する為、終了後はセキュリティの低下が懸

念されます。
また、Windows 10のメインストリームサポートも2020年10月13⽇に終了する為、新機能等の

追加も打ち止めとなりWindows 10の最終形態が決定します。

・セキュリティ更新プログラム
・仕様変更や新機能の追加
・仕様や機能についてリクエストを受付

・セキュリティ更新プログラム

製品発売から最低5年間提供

メインストリームサポート終了後
5年間提供

2020年1月14日
延⻑サポート終了
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マネーフォワードが追い求め続ける社会への使命

おすすめの MFクラウドシリーズ

MFクラウドは、バックオフィス業務の自動化や大幅な効率化、資金繰り不安解消、
データに基づく経営判断サポートを目的とした、事業者向け SaaS型サービスプラットフォームです。

mfc-biz1@moneyforward.co.jphttps://biz.moneyforward.comMFクラウド  

「MFクラウド会計」は、面倒な法人決算
をラクにするクラウド型会計ソフトです。
取引入力と仕訳の自動化で作業時間を
大幅削減し、これまで時間がかかってい
た会計業務を効率化します。税法改正
や消費税の増税にも自動アップデートで
対応。

「MFクラウド請求書」は、請求書の作
成、送付、受取がまとめて管理できる
請求書作成ソフトです。書き方はテンプ
レートを選んで登録した取引先と品目
を選ぶだけ。簡単に作成できて、送付も
ワンクリックで郵送や PDFのメール送
信が可能です。

「MFクラウド給与」は、面倒な給与計算
が3ステップで完了できる給与計算ソフ
トです。スマホでも閲覧可能なWeb給
与明細、社会保険、労働保険、所得税や
年末調整にも対応。ミスや二度手間を
なくして時間とコストの大幅削減を可能
にします。

「MFクラウド経費」は、経費精算にか
かる時間を1/10にできるクラウド型経
費精算システムです。カード明細や交通
系 ICカードの自動読取、レシート入力
の自動化などで徹底的に手入力をなくし
ます。経費の登録、申請、承認をアプリ
上でも行えます。
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月額3万円～利用可能！ ぜひお問い合わせください

人事マスタの変更簡単！

API連携で人事マスタの変更も簡単！

経費精算の負担を4分の1にするシステム
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〜PCからもスマホからも打刻・閲覧・申請承認ができるWebツール〜
計算ソフトのクロノスperformanceと連動し業務効率UP！！
クロッシオンはクロノスperformance専用の
連動サービスとなります。
クロノスperformanceのパッケージ版、クラ
ウド版に、オプションとして利⽤可能です。

○クロッシオン基本サービスには
「在席表示・タイムカード参照・お知らせ」
の機能が付きます。
基本サービスだけでも閲覧として利⽤可

能。

※スケジュール機能は2018年9⽉以降有料サービスとなります。

クロッシオン
基本サービス

申請・承認
サービス

Webレコーダー
サービス

Winレコーダー
サービス

アラートアプリ
連携サービス

テレタイムクラウド
サービス

グループウェア
サービス

クロッシオン オプション

パッケージ版 2017年9月19日リリース
クラウド版 2017年10月5日リリース

X’sion
2017年12月1日リリース
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Web打刻画面 スケジュール申請閲覧

スマートフォン画面

打刻承認データ

閲覧

申請

打刻
承認

メールで申請が
ある旨を通知

勤怠担当者

閲覧

従業員

集計操作

構成イメージ 勤怠担当者1〜2名の場合

クラウドサービス

管理者

打刻

打刻

構成例
クロノスperformanceクラウド
テレタイムeZ
クロッシオン基本サービス
在席表示・タイムカード参照・お知らせ

申請・承認サービス

会社紹介動画
23



建設プロジェクト（現場工事原価管理）
マネジメントにはツールが必要です

アイキューブ社の「本家」シリーズは

開発・発売開始以来22年、約4,000社に導入

業界標準的仕組みが反映された建設業向けのツール

Copyright  © 2017iCube Corporation. All rights reserved.

立上げ時計画
＆予実の管理

原 価
本家

工事実施段階の
入出金の管理

入金支払
本家

営業段階の
管理

見 積
本家

工事実施段階の
現場要員の管理

出 面
本家

工事実施＆終了
時の歩掛の管理

歩 掛
本家

き
め
細
か
い
追
加
オ
プ
シ
ョ
ン
・
帳
票
機
能

デ

ー

タ
＆
書
類
の
一
元
管
理
・
蓄
積
活
用

発注元・協力先
との適宜・的確
なやりとり

財務会計ソフト
（奉行シリーズ等）

と連動

現場の今がわかる

リスクがわかる
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「本家シリーズ」を導入した業務の流れ（例）

建設工事現場に係る人・モノ・金・書類等の管理は、Excelベースで
は限界があります。独自システムも財務会計ソフトや社外との連携
を考えると限界があります。維持管理も大変です。

「本家シリーズ」は中小建設業（約４,000社）の声を反映した馴染
みやすいパッケージソフトです。工事原価を軸とした建設プロジェ
クトマネジメントシステムとも言え、リスク管理が前広に行えます。

「本家シリーズ」の導入決断が、現場の利益を、社員の笑顔を、そ
して会社の持続的発展を引き出します！

社長の導入決断が現場の利益を、社員の笑顔を

開発･販売元 株式会社アイキューブ
〒160-0023 東京都新宿区山吹町333アクセス７Ｆ
TEL：03-3268-8389 FAX：03-3268-7389

http://www.icubenet.co.jp
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労務管理サービスで
総務部門の働き方改革を実現できます！

入社～退職までに関わる煩雑な社会保険の
手続きをシナリオ化することで、

手続き漏れを防ぎ、業務効率化をサポートします！

①

②

③

④

期限別に作業を
確認できる

ステップを
可視化

実施したい作業を
クリックするだけ

各手続きであらかじめ用意されている
シナリオを変更することができるため、
企業独自のシナリオ設計が可能です。

新入社員の備品発注などについて、
発注先や発注方法をシナリオに
加えることもできます！！

例えば！

【入社の手続き】

扶養家族
追加削除

住所変更氏名変更 退社入社
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従業員の提出状況や作業の進捗度が自動で更新！

手作業の進捗
管理は不要

作業が１つ終わるごとに完了チェックを付けます
チェックをつけることで進捗パラメータが更新されます

処理中手続きの進捗一覧

各手続き画面

申請・情報提出があると労務担当者へ
メール通知されるためすぐに気づけます

 自宅から
 外出先から
 出向先から

書類データの提出が可能
「基礎年金番号」や「雇用保険被保険者番号」が正しく入力されて
いるかを確認するための書類（年金手帳や雇用保険被保険者証
など）をスマートフォンなどで撮影して添付することが可能です。

いつでもどこでも
提出できます

従業員はスマートフォンやパソコンの
ブラウザから手続きに必要な情報を提出が可能！

ワンタッチで届出書作成・電子申請ができ
都度外出がなくなります！

※ 従業員100名までの価格です
※ ご契約は年間契約となります
※ 奉行シリーズをお使いの場合、初期費用はかかりません
※ 30～500名まで10名単位、501～2000名まで
100名単位

社会保険
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険 被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者資格取得届
厚生年金保険 被保険者ローマ字氏名届
国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

雇用保険
外国人雇用状況届出書
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書

所得税
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

労基法
雇用契約書（労働条件通知書）※ひな形提供
退職証明書 ※ひな形提供

導入メリット①
進捗状況チェック

導入メリット②
申請・内容確認

導入メリット③
電子申請
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お客さま 各位

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
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。

今号の私からのお奨めページは、18ページ、19ページでございます。
【楽楽精算】についてご紹介しております。
月額3万円からのご利用で、交通費精算のお手間が1/4になります。
弊社社員がくわしいご説明をさせていただきますので、
ぜひお気軽にお問合わせくださいませ。
何卒よろしくお願い申しあげます。

ここに来て、一気に冷え込んで参りました。
天候不順の折柄、
お客さま皆さま方におかれましては、
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12月号 2017年11月21日発行

#83 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

STELLAR

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 ランバーサポート搭載型オフィスチェアのご紹介
P 3 人要らずのフルオートラミネーター「Revo-Office」
P 4 複合機のお困りごとをキヤノン「ICカード認証ソリューション」で解決！
P 6 EPSON高速ラインインクジェット複合機
P 8 熟練社員と若手社員に聞いた！働き方調査&不動産用語特集
P10 光回線についてこんなお悩みはありませんか？
P12 LiveOn初期費用半額キャンペーン
P14 LiveOnステラグループ導入事例
P15 タブレット連携ソリューション「ロボホン」
P16 PCお役立ち情報第31回「Windowsのサポート期間」について
P17 MFクラウドで面倒な作業を自動化しましょう！
P18 経費精算の負担を1/4にするシステム「楽々精算」
P20 これからのWeb対策
P22 PCからのスマホからも打刻・申請承認ができる「X’sion（クロッシオン）」
P24 現場工事原価管理ツール アイキューブ「本家」
P26 OBC労務管理サービスで総務部門の働き方改革を実現できます！


