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オフィス施工事例
光伸株式会社様 エントランス
施工 フロンティアコンサルティング

■イチ押し！

昇降デスク Ｎｏｖｉｅ活用シーンのご提案
ビジネスホンのスマートフォン連携 サクサ ＭＬｉｎｅｒ
ホームページの「ＳＳＬ対応」について

■商品情報

アライドテレシス エッジスイッチ・無線アクセスポイント
ＯＢＣ 奉行 年末調整申告書クラウド ほか

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/複合機編
第28回「複数のアプリケーションで作成したデータをまとめてプリント」



昇降デスク 活用シーンのご提案

静かな環境でアイデアを煮詰めたい・・・
自席では人の目が気になり集中できない・・・

というような時、ワークスペースに誰もが活用できる
『集中ソロワークブース』を設けてはいかがでしょう
か？
昇降デスクとローパーティションを組み合わせれば
『集中ソロワークブース』の完成。

昇降デスクであれば、気分転換で立ったり座ったり
とストレスフリーを維持できます。

手元の作業が見えなくなるので作業に集中ができ
て、効率ＵＰに繋がります。

それぞれの体格に合わせた高さに設定できる昇
降デスクは、長い時間の作業にも、ストレスフリー
で意欲を維持しやすくなります。

グループメンバーそれぞれのコンディションで作業
が出来ればグループワークの作業効率もＵＰ。

立ち作業は、“声をかけやすくなる”ことでワーカ
ー同士が自然に話を始められる機会も増え、円滑
なコミュニケーションによってモチベーションＵＰに
も繋がります。

他部署とのコミュニケーションを積極的に図りたい・・・
ミーティングは短時間で実のあるものがいい・・・

そんな時は、昇降ミーティングテーブルをローパーティションで囲み、立ち会議用ブースを設置してみて
はいかがでしょうか。あえてイスを置かないミーティングブースを執務席のすぐ近くに設置することで、プ
ロジェクトに応じた参加人数の増減に対応できるミーティングができ、集中力を高めた活発な意見交換
が期待できます。

ソロワークで集中力をツナグ。

グループワークで意欲をツナグ。

ミーティングブースでグループをツナグ。
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① 働く姿勢に合わせ、ボタンひと
つで使いやすい高さに調整できる。
デスクの高さは650mmから1250mmまで自在に調整できます。
また、静音設計なので周囲の業務を妨げずスマートに上下昇降が可能です。

② ２タイプのセンサーで安全設計。
作動中に天板が障害物にあたり圧力がかかった場合、異常をセンサーで察知し、動作をストップ。その際、天板がリ
バースして挟み込みを防ぎます。また、動作中に天板に傾きや振動を感じた場合もすぐにストップします。
（約２cmのリバース機能付）

③ 安全配慮（指などの挟み込みや、天板同士の接触防止）
デスク設置の際、付属のサイドスペーサーを用いることで、壁との間に25mmのスペースを保持することができ、昇降す
る際に壁に接触することがありません。また、横設置、対向設置の際も50mmのスペースが簡単に保持でき、天板同士
の接触を防ぐだけでなく、指挟みのリスクを軽減させる働きがあります。

お問い合わせはステラグループまで！！
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Sansan の全ての機能を無料でお試し頂けます。
ご希望の場合は営業担当者へお問合せ下さい。

Sansan 無料トライアルのご案内
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名刺情報を検索
することができます。

名刺情報をもとに企業の
ニュースや人事異動
情報をお知らせします。

会社ごとにまとめられた
情報を閲覧することが
できます。

名刺をグループ分け
できる機能です。検索
条件や配信リスト利用。

交換した名刺を
セキュアな環境で
管理します。

その人物に関する
情報を閲覧すること
ができます。

名刺情報をもとにした
お客様の組織図が
確認できます。

名刺情報や商談履歴
（コンタクト）と連携して

営業活動全体を可視化

ファイルAPI による
外部システムとの連携で
データを活用できます。

アプリを使って、名刺取り
込み、名刺情報検索などが
できます。

日報( コンタクト）を
記録できます。

宛名を本文に差し込み
一括でメールを配信
できます。

＞　Sansan でできること

＞　Sansan とつながるサービス

【お問合せ先】
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サクサビジネスホン
PLATIAⅡ スマートフォン内線アプリケーション「MLiner」のご紹介

◆重要◆
・MLinerの通話は、キャリア電話網を利⽤するため“通話料”が発⽣します。
通話定額の契約を推奨します。

・MLinerの通話はPLATIAⅡの「外線」を利⽤しますので、回線数に余裕が必要です。
・MLinerを利⽤するためには、PLATIAⅡへインターネットからアクセスする環境が必要と
なるため、固定IPアドレスまたはDDNSの利⽤が必須となります。

・本アプリで正常に動作するスマートホン機種には制限があります。
動作確認済み機種であるかご確認の上、ご利⽤ください。

マルチライン対応
使い勝手は、

卓上電話機とほぼ同じ。
簡単に発信/応答/保留など
の操作が⾏えます。

電話帳が共通
PLATIAⅡの電話帳が
そのまま使用できるので
端末毎の登録は不要です

発着暦が共通
PLATIAⅡの発着信履歴が

閲覧できるので、
未応答着信に折り返し
かけることも簡単です

豊富な接続台数
主装置により、
最大32台まで

接続が可能です。
（stdは、16台）

iPhone
端末

Android
端末

「MLiner」アプリケーションを
インストールすると･･･

「MLiner」とは、
マルチライン対応のスマートフォン用ソフトフォンアプリケーションです。
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スマートフォン連携 MLiner提案事例
サクサ ビジネスホン

折り返し電話を事務所にかけてもらえます！

外出先からクライアントに
電話したいけど、

携帯番号を知られたくないなぁ…

を導入すれば・・・

スマホから電話しても
事務所の電話番号で相手先に
電話できるから安⼼！

ポイント！
スマホから事務所の電話番号で発信できる！
→相⼿に携帯番号を知らせずに電話が可能！！

・ライセンスは２台まで無料です。
・転送時に主装置－MLiner間で通話料⾦が発⽣します。
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してください）

シンプルなシステムで っと解決！

で業務効率UP!
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FAXの電子化ソリューションで っと解決！

After 受信FAXを電子化

・電子データで転送
・ポップアップでお知らせ！

FAXが届いたら、PC画面にお知らせ通知が出現。
ファイル名は自動的に送り元会社名が付与されるので、
取引先毎にすぐ仕分け、処理が可能です。
※自動リネームは、せいとんファクスが必要です。

紙で出⼒されないので経費削減に繋がります。

複合機の
アドレス帳参照

ファイル名を
付けて転送

自席で仕分け

・担当者フォルダへ振り分け
・プレビューで内容確認

ファイルを選択すれば、内容をプレビュー表示。
ファイルを1件ずつ開く必要がありません。

自席から確認

ファイルを開かず、
プレビュー表⽰を⾒ながら
ファイル名を変更すること
もできます。

プレビュー

PDFに記入、自席から返信

・自席で入力してFAX返信

注文の御礼、納期回答といった定型書式はテキストと
スタンプを組み合わせた「お気に入りスタンプ」の作成、
ワンクリックでOK。
送り状データと一緒に手作業より楽に返信作業ができま
す。(複数ファイルを選択し、一括で送信)

FAXをPCから送ったら、きちんと送信できたか、
『送信完了通知ポップアップ』が出て通知してくれます。

ファイル名で検索

・電子データで保管
・検索もラクラク！

FAXのお問い合せがあった場合、ファイル名から簡単
検索。お探しのFAX⽂書を⾃席から数秒で⾒つけ出せ
ます。
詳細検索なら複数条件を指定して検索可能。

ご注文ありがとう
ございます
納品予定は
○月○日です

①返信用スタンプを
自由に作成。

③送り状データと一緒に
「ファクス送信」
ボタンを押して返信

②保存

エラー時のみ通知
も設定で可能

「会社名」と「受信⽇時」から⼀瞬で検索

検索キーワードを⼊⼒して、
検索実⾏ボタンをクリック

まずは、デモンストレーションをご覧ください！！
今すぐご紹介できます！
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エッジ・スイッチ、無線LANリプレースを検討中のお客様へ

エッジ・スイッチ/無線LAN製品

乗り換えキャンペーン
アライドテレシス製品または他社製品のエッジスイッチ、無線LANアクセスポイントのリプレースをいただいたお客様
を対象に当社製品を特別価格で販売いたします。アライド製品のリプレースは「Type-A」、他社製品からアライド製品
へのリプレースは「Type-B」の専用コードをご用意しています。

他社製品からのリプレース

アライド製品のリプレース

無線LANコントローラー エッジスイッチ無線LANアクセスポイント

A社 B社 C社

¥95,200
¥81,000

¥14,400¥250,000 

¥175,000 

¥95,200
¥76,200

¥15,200

¥125,000 
AT-TQ4600 Type-B AT-GS920/8 Type-BAT-VST-BASE-1Y Type-B
キャンペーン型番 キャンペーン型番

キャンペーン型番

AT-TQ4600 Type-A
キャンペーン型番

AT-GS920/8 Type-A
キャンペーン型番

¥16,000¥250,000 

AT-VST-BASE-1Y Type-Aキャンペーン型番

キャンペーン期間：2018年4月2日~9月30日（受注分）まで

無線LANコントローラー
無線LANアクセスポイント エッジスイッチ

AT-VST-WL-1Y Type-B

¥7,500 
¥15,000 

¥10,500 
¥15,000 

AT-VST-WL-1Y Type-A

¥16,000
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1. 乗り換え対象製品をご利⽤である旨の証明（納品書、製品保証書など）のご提⽰が必要です。
2. キャンペーン対象製品の台数は、ご申告いただいた乗換前の製品の台数を上限とさせていただきます。
3. 保守が必要な場合はサポートチケットをご購入ください。「TA」「TB」を除いた通常製品に対するものをお求めください。

本資料に関する
ご質問やご相談は http://www.allied-telesis.co.jp

アライドテレシス株式会社 ビジネスパートナー営業部TEL:03-5437-6068
E-mail：tko-atkk@allied-telesis.co.jp

キャンペーン対象製品一覧

Type-A (アライドテレシス製品のリプレース) Type-B (他社製品のリプレース)
標準価格
(税別) コードNo 製品名 キャンペーン

価格(税別) コードNo 製品名 キャンペーン
価格(税別)

105,800円 3528RTA AT-SH310-26FT Type-A 100,600円 3528RTB AT-SH310-26FT Type-B 95,300円
264,700円 3529RTA AT-SH310-50FT Type-A 251,500円 3529RTB AT-SH310-50FT Type-B 238,300円
351,100円 3449RTA AT-XS916MXT Type-A 333,600円 3449RTB AT-XS916MXT Type-B 316,000円
262,900円 3450RTA AT-XS916MXS Type-A 249,800円 3450RTB AT-XS916MXS Type-B 236,700円

Type-A (アライドテレシス製品のリプレース) Type-B (他社製品のリプレース)
標準価格
(税別) コードNo 製品名 キャンペーン

価格(税別) コードNo 製品名 キャンペーン
価格(税別)

211,700円 3580RTA AT-GS924MPX Type-A 201,200円 3580RTB AT-GS924MPX Type-B 190,600円
158,800円 3578RTA AT-GS924MX Type-A 150,900円 3578RTB AT-GS924MX Type-B 143,000円
326,400円 3581RTA AT-GS948MPX Type-A 310,100円 3581RTB AT-GS948MPX Type-B 293,800円
264,700円 3579RTA AT-GS948MX Type-A 251,500円 3579RTB AT-GS948MX Type-B 238,300円
86,400円 3524RTA AT-SH230-10GP Type-A 82,100円 3524RTB AT-SH230-10GP Type-B 77,800円
63,000円 3673RTA AT-SH230-10GT Type-A 59,900円 3673RTB AT-SH230-10GT Type-B 56,700円

141,100円 3523RTA AT-SH230-18GP Type-A 134,100円 3523RTB AT-SH230-18GP Type-B 127,000円
95,000円 3674RTA AT-SH230-18GT Type-A 90,300円 3674RTB AT-SH230-18GT Type-B 855,00円

176,400円 3532RTA AT-SH230-28GP Type-A 167,600円 3532RTB AT-SH230-28GP Type-B 158,800円
140,000円 3684RTA AT-SH230-28GT Type-A 133,000円 3684RTB AT-SH230-28GT Type-B 126,000円

Type-A (アライドテレシス製品のリプレース) Type-B (他社製品のリプレース)
標準価格
(税別) コードNo 製品名 キャンペーン

価格(税別) コードNo 製品名 キャンペーン
価格(税別)

39,000円 2331RTA AT-GS910/16 Type-A 37,100円 2331RTB AT-GS910/16 Type-B 35,100円
55,000円 2332RTA AT-GS910/24 Type-A 52,300円 2332RTB AT-GS910/24 Type-B 49,500円
11,000円 2313RTA AT-GS910/5 Type-A 10,500円 2313RTB AT-GS910/5 Type-B 9,900円
12,000円 2329RTA AT-GS910/8 Type-A 11,400円 2329RTB AT-GS910/8 Type-B 10,800円
59,000円 3589RTA AT-GS920/24 Type-A 56,100円 3589RTB AT-GS920/24 Type-B 53,100円
41,000円 3588RTA AT-GS920/16 Type-A 39,000円 3588RTB AT-GS920/16 Type-B 36,900円
16,000円 3587RTA AT-GS920/8 Type-A 15,200円 3587RTB AT-GS920/8 Type-B 14,400円
50,000円 1916RTA AT-GS950/8 Type-A 47,500円 1916RTB AT-GS950/8 Type-B 45,000円
85,000円 1917RTA AT-GS950/16 Type-A 80,800円 1917RTB AT-GS950/16 Type-B 76,500円

120,000円 1918RTA AT-GS950/24 Type-A 114,000円 1918RTB AT-GS950/24 Type-B 108,000円
240,000円 1919RTA AT-GS950/48 Type-A 228,000円 1919RTB AT-GS950/48 Type-B 216,000円

Type-A (アライドテレシス製品のリプレース) Type-B (他社製品のリプレース)
標準価格
(税別) コードNo 製品名 キャンペーン

価格(税別) コードNo 製品名 キャンペーン
価格(税別)

70,400円 1551RTA AT-TQ4400 Type-A 59,900円 1551RTB AT-TQ4400 Type-B 56,400円
174,700円 3342RTA AT-TQ4400e Type-A 148,500円 3342RTB AT-TQ4400e Type-B 139,800円
95,200円 1509RTA AT-TQ4600 Type-A 81,000円 1509RTB AT-TQ4600 Type-B 76,200円

250,000円 02691TA AT-VST-BASE-1Y Type-A 175,000円 02691TB AT-VST-BASE-1Y Type-B 125,000円
15,000円 02693TA AT-VST-WL-1Y Type-A 10,500円 02693TB AT-VST-WL-1Y Type-B 7,500円

レイヤー３・スイッチ

レイヤー２・インテリジェントスイッチ

レイヤー２・スイッチ

無線ＬＡＮ
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紙でしかできないと思っていませんか？

Web

Webで年末調整申告書を提出できるサービスが登場！

Step1 Step2 Step3
国税庁のHPより

申請書をダウンロード
所轄の税務署に

直接提出もしくは郵送
あとは

待つだけ！

記⼊例に従って
申請書に記入

▲源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書

このような課題を抱えていませんか？

□扶養控除等申告書の回収に時間がかかっている。
□毎年申告書の記⼊の仕⽅に関しての問い合わせが多く、年調業務が進まない…。
□回収した扶養控除等異動申告書を⾒ながら⼀⼈ずつ給与システムに⼊⼒している。
□扶養情報や保険料など変更点はないにも関わらず、毎年申告書を記⼊している。

導入社数約1500社突破

※他社給与システムご利用のお客様でも導入頂けます。

マイナンバークラウド
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ビジュアルコミュニケーションシステム

お好きなオプション1つ無料
キャンペーン！！

1オプション:¥300,000→￥0
★指定のパッケージをお申込み頂くと、下記のオプションを1つ無料とさせて頂きます。

※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。
※2018年9月~11月末日納品の企業様限定となります。

オプション機能
アプリケーション共有 HD画質対応 多人数(セミナー)モード

￥300,000→￥0 ￥300,000→￥0￥300,000→￥0

スケジュール機能

￥300,000→￥0

コール機能

￥300,000→￥0

AdminTool(管理者機能)

￥300,000→￥0
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ビジュアルコミュニケーションシステム

YVC-1000

USB接続。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。

定価 ¥120,000

YAMAHA YVC-300

USB接続。

エコーキャンセラ内蔵。

～6名程度の利用を推奨。

定価 ¥50,000

Logicool HD Webcam 

C930eR

USB接続。三脚取付可能。

～3名程度。

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：マイクスピーカー

対象機器一覧

×2ライセンス以上

対象の映像機器 ×2台以上

対象の音響機器 ×2台以上

★指定パッケージ

Jabra Speak 710

ワイヤレス or USBで接続。エコーキャンセラ内蔵。

～6名程度の利用を推奨。2台まで連結可能。

定価 ¥40,000

初期費用：78,000円/ライセンス
月額費用：3000円/ライセンス
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アグサスシステム開発パッケージアグサスシステム開発パッケージアグサスシステム開発パッケージ
アグサスオリジナルの販売管理システムを”バージョン2”としてリリース！

＜メインメニュー画面＞

※ 見積書・請求書には

　 社印、および担当者印を

　 自動で電子押印できます！

１．お客さまの声をシステムに反映し、機能がさらに充実しました！

２．シンプルで使いやすく、操作性も今以上にアップしました！

３．カスタマイズ可能で、お客さま特有の業務をシステムに反映できます！

全業種対応

■ 主 な 機 能 ■■ 主 な 機 能 ■■ 主 な 機 能 ■

サーバーレスで
サーバーレスで

稼働可能です！
稼働可能です！
サーバーレスで

稼働可能です！ ライセンスライセンス

フリーです！フリーです！

ライセンス

フリーです！

これまでの機能も
これまでの機能も

さらにさらに
機能アップ！
機能アップ！

これまでの機能も
さらに

機能アップ！

●見積管理　●受注管理　●出荷管理

●売上管理　●請求管理　●入金管理

顧客管理顧客管理顧客管理

販売管理販売管理
（売掛業務）（売掛業務）

販売管理
（売掛業務）

購買管理購買管理
（買掛業務）（買掛業務）

購買管理
（買掛業務）

＜顧客管理機能＞

平成31年10月施行予定の平成31年10月施行予定の

消費税率アップに伴う、消費税率アップに伴う、

軽減税率導入にも軽減税率導入にも

対応しております！対応しております！

平成31年10月施行予定の

消費税率アップに伴う、

軽減税率導入にも

対応しております！

得意先さまからの得意先さまからの

急な問い合わせにも急な問い合わせにも

迅速に情報の閲覧が迅速に情報の閲覧が

可能です！可能です！

得意先さまからの

急な問い合わせにも

迅速に情報の閲覧が

可能です！

お客さまの情報がお客さまの情報が

1画面で簡単に1画面で簡単に

確認できます！確認できます！

お客さまの情報が

1画面で簡単に

確認できます！

※ 販売管理（売掛業務）および
　 顧客管理務機能のみを抜粋した

版もご用意！

－商人－

在庫管理在庫管理在庫管理

●発注管理　●仕入管理　●支払管理

●在庫管理

●顧客管理
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アグサスシステム開発パッケージアグサスシステム開発パッケージアグサスシステム開発パッケージ

１．Excelで見積書や請求書を作成しており、集計作業など毎月の作業が煩雑になっている。

２．社員さま各々で見積書等を作成しており、情報共有できていない。データ共有したい。

３．現在使用しているシステムが業務に合っていないため、使いずらい。

４．現在使用しているシステムが古く、最新のOSに対応していない。

５．もうすぐ施行予定の消費税アップの対応をそろそろ準備しなければならない。

６．新しいシステム導入はライセンス分の費用がかかるため高額な経費がかかる。

こんなお困りごとはございませんか？
こんなお困りごとはございませんか？
こんなお困りごとはございませんか？

お問い合わせは･･･ ＜開発元＞

〒791-8021　愛媛県松山市六軒家町 2 番 30 号

TEL 089-923-6666　https://www.agusas.co.jp

お伺いしてデモができます！お気軽に弊社担当者までお申しつけくださいませ！

売上入力画面

明細ごとに

消費税率を表示！

税率ごとに

消費税額を集計！

  8％

10％

2,480

250

 ･････

･････

使いやすくてシンプルです！
使いやすくてシンプルです！
使いやすくてシンプルです！

ライセンスフリーです。複数人で利用できます！
ライセンスフリーです。複数人で利用できます！
ライセンスフリーです。複数人で利用できます！

消費税の軽減税率導入にすでに対応済です！
消費税の軽減税率導入にすでに対応済です！
消費税の軽減税率導入にすでに対応済です！
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〒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
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■謎だらけの日本式ミーティング

海外の人からすると日本企業のミーティングは謎だらけで、「儀式」
と称されるほどだそうで、Workers Resort 掲載中の記事を記載した
Brandon⽒は実体験を基にその理由を10項目挙げています。

1、参加人数が多すぎる 2、一言も発しない人たち
3、5分で終わる内容を60分で 4、何も決まらない
5、ほとんど話さない重役 6、繊細な座席指定
7、名刺交換に15分 8、急用で来れなくなりました…
9、アジェンダが設定されていない
10、必ず会議室を使う

海外では通じない
日本式ミーティングにおける10の問題点

■実はアメリカでも会議の半分は無駄とされている

日本とアメリカの会議の方式には大きな違いがありますが、ど
ちらが良い・悪いという事ではなく、あくまで久しぶりに参加し
た日本での大企業との「典型的な」ミーティングで漠然とした違
和感を感じた、とBrandon氏。

そんなアメリカにおいて、実は日本と似たような状況になって
おり、従業員一人平均で毎月62時間が会議に費やされ、実にその
半分が無駄だとされているそうです。

無駄とされる会議時間が月計算で31時間にも及び、国全体では
無駄な会議によって年間370億ドル相当の時間の損失になるそう
です。

最新の働き⽅トレンドを情報発信中！！

■効果的な会議を⾏うための8つのポイント

Brandon⽒は極⼒無駄を省き、できるだけ効率的に会議を進める
ための8つのポイントを紹介しています。
1、会議を⾏う究極の⽬的はたった2つ

・重要事項のディスカッション ・重要事項の意思決定
2、事前に具体的なアジェンダを設定

箇条書きでトピックとそれに要する時間を事前に決めておく。
3、リーダーをアサインする
リーダーは会議時間の管理をし、リアルタイムで議事録を画⾯に

映しながらまとめる。
4、参加人数を合計で4-7人に抑える

参加者が全員内容にフォーカスできる最適な人数は4人から7人。

5、費やす時間はなるべく短く
もし10分で⽬的が果たせたとしたら、その時点で終了にする。

6、なるべく会議中はデバイスを使わない
7、たまには会議室の外で
ミーティングの趣旨によっては、あえて会議室で⾏わない⽅が

良いケースがある。
8、締めの10分で次のアクションプランを決める

ミーティングにおいて最も重要なのが、その後のアクションを
決める事。

記事の詳細はこちらから
https://www.workersresort.com/jp/culture/japanese-meeting/
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⻁ノ⾨地区の特徴として、周辺に各国の⼤使館が多いため外資系企業が
多く拠点を構えていること、官庁街・霞が関に隣接しているために法律
関係の⼠業事務所が集中していること、また新橋・⾚坂・六本⽊等古く
からあるオフィス街の中間に位置している⽴地的な利点などが挙げられ
ます。この特徴を活⽤し、各⼤⼿不動産事業者が⽟突き的に再開発を進
めており、10年後には国内でも有数の密度を誇る⾼層ビル街・国際ビ
ジネス街に変貌することが予想されています。今回はそんな新しい⻁ノ
門エリア構築の重要な一画を担う2020~2023年竣⼯予定の新築ビルを
ご紹介します。

PICK UP TREND 【新築ビル特集 2.⻁ノ⾨】Before

Before r

東京ワールドゲートは2020年春に竣⼯
予定。オフィス・店舗・住居・ホテル
等多彩なテナントが入居予定です。高
さ180mの⾼層複合施設は⻁ノ⾨の新た
なシンボルとなるでしょう。

(仮称)⻁ノ⾨ヒルズ
ステーションタワー

(仮称)⻁ノ⾨ヒルズ
ビジネスタワー

(仮称)日比谷線
⻁ノ⾨新駅

⻁ノ⾨・⿇布台地区市街地再開
発事業A街区・複合棟

東京ワールドゲート

⻁ノ⾨・⿇布エリア⼯予定⾼層ビルマップ

サービス業が42.31%を占めていますが、その内訳を⾒てみる
と法律・会計関係の事務所やコンサル会社を含む『専門サービ
ス』が半数以上の53%という結果。官公庁へのアクセスとい
う⽴地的な要素が深く関係しているのが分かります。

★★

★

★

（仮称）⻁ノ⾨ヒルズビジネスタワーは
、駅直結の（仮称）ステーションタワー
と住居棟となる（仮称）レジデンシャル
タワーと共に建築計画が進められていま
す。オフィスやイノベーションセンター
が入居予定で、竣工は2019年12月とな
ります。

PICK UP OFFICE 【特集】秋葉原エリアのオフィス事情

▲ヨドバシAkiba

▲万世橋

▲アキバブリッジ

秋葉原といえば、世界有数の『サブカルチャー発信の街』『
電気街』として有名で、中央通り沿いには多くの店舗が⽴ち並
び、平日・土日に関わらず賑わっている都内有数の観光地とし
ての印象が強く持たれがちですが、3駅7路線利⽤可能な交通利
便性の良さと⼤⼩様々な物件があることから、業種や規模を問
わず多くの企業から、本社や支店を構える場所として人気を博
すエリアでもあります。

2019年には⼤型ビルが2棟竣工予定ということもあるので、
今後ますますオフィス街としての一面を強く感じられるエリア
として注目されています。
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第二十九回へつづく

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート3課

小林 俊介

複数のアプリケーションで作成したデータを一つにまとめてプリント

エクセルやワードで作成したデータとPDFなどのデータを一つの資料として、
まとめてプリントしてホチキス留めや製本（オプション）したい。
そんな時に、複合機のボックス機能が使えます。

印刷画面か
らプリンター
のプロパティ
を選択

出力方法を
保存に変更

保存に変更するとボッ
クス番号を選択する画
面が出てくるので、
複合機の空いている
ボックス番号を選択

プロパティを閉じ、
印刷ボタンを押す

アプリケーションごとにこの手順を繰り返し、複合機側の手順に進む

メインメニューにある保
存ファイルの利用を選
択し、ボックスを選択

印刷の手順で選択した
ボックス番号を選択

ファイルを全選択し、
プリントするを選択後
次の画面右の結合し
てプリントを選択

仕上げでホチキスなどの
機能を選択後、
プリント開始を押す

メインメニューに表示されていな
い場合は、右上のすべて表示を
選択

印刷の手順

複合機の手順
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●お問い合わせ先●

お手元にダイレクトメールが届きましたら内側に
記載のURLからアクセスください。

お客様に代わり、N`PO法人による自然再生活動『未来につなぐ
ふるさとプロジェクト』へ、寄付をさせて頂きます。

※ハガキはイメージです

ステラグループ株式会社 サポートセンター

0120-85-1861
≪受付時間（日・祝日を除く）9:00～17:30≫

この度、お客様への「より質の高いサービス」を目指し、
キヤノン製複写機をご愛用のお客様を対象にインターネットによる
アンケートを実施させて頂きます。
ご多忙の折、恐縮では御座いますが、お手元にダイレクトメールが届
きましたら、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

◆ 実施期間：2018年4月上旬～2018年11月末日 ◆

一眼レフカメラ
EOS KISS X9i  レンズキット
5名様

キヤノンオリジナル
今治タオルセット
1,000名様
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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。
残暑お見舞い申しあげます。
異常気象が普通のようなおかしな天候となっておりますが、
私たちステラグループは、いつも変わらず、元気にがんばっております。
お客さまみなさま方のお役に立てますよう努めておりますので、
この暑い夏も、ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申しあげます。

また、現在キヤノンマーケティングジャパン主催の「キヤノンお客さま
満足度調査アンケート」が実施されております。
お手元にハガキが届きましたら、ぜひ忌憚のないご意見をお聞かせ
願えれば、幸いに存じます。
何卒よろしくお願い申しあげます。

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2018年9月号 2018年8月21日発行

#92 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 Novie 昇降デスク・活用シーンのご提案
P 4 sansan 名刺を企業の資産に変える
P 6 saxaビジネスホン スマートフォン内線アプリケーションMLiner
P 8 今こそ働き方改革！imageWARE Desktop × せいとんファクス
P10 アライドテレシス エッジスイッチ・アクセスポイント乗り換えキャンペーン
P12 ホームページリニューアル SSL対応
P13 業務時間を大幅に短縮 Webで年末調整申告書を提出？
P14 LiveOn オプション無料キャンペーン
P16 販売管理システム あきんど ver.2
P18 正確な出荷検品を実現 RealChecker for 商魂X
P20 最新の働き方トレンド 日本式ミーティングの問題点
P22 複合機お役立ち情報 第28回
P23  お客様アンケートのお願い


