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オフィス施⼯事例
ケーエルエー・テンコール株式会社様
施工 フロンティアコンサルティング

■イチ押し！

ＮＩ Ｃｏｌｌａｂｏ ３６０ 社内書類のペーパーレス化
「映像でＰＲする」動画作成サービス
ＮＵＲＯ Ｂｉｚ 超高速インターネット接続サービス

■商品情報

ｉＳＭ ＣｌｏｕｄＯｎｅ エンドポイントのセキュリティ対策
ＹｕｂｉＰｌｕＳ 指タッチだけで簡単ログイン

■お役立ち情報

お役立ち情報(複合機編）
第３６回 「ｉｍａｇｅＲＵＮＮＥＲ ＡＤＶＡＮＣＥ」
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PCAクラウド

PCAクラウドのメリット③：利⽤するPCAソフトの種類が増えるほどお得!!

PCAクラウドのメリット②：インストール台数に制限なし!! コストを抑えたクラウド運用

2台同時利⽤のみ

PCA会計クラウド PCA給与

PCA商魂

ライセンス費用＝同時稼働台数のため最低同時稼働台数分のライセンス費用だけでOK!!
またインストールするクライアントPC台数に制限がないため閲覧のみユーザーにもPCAクラウド利⽤が可能。

クラウドでよく普及している会計・給与だけでなく販売管理・固定資産管理(減価償却)・人事管理などの
さまざまなソフト種類を取り揃えております。また『Web API』により他システムクラウドとシームレスな連携が可能。

同時稼働台数に変更がない限りは2種類⽬以降の追加ソフト利⽤費⽤はオンプレミスソフトの
年間保守費⽤とほぼ同額でPCAソフトを利⽤することができます。

『13,000法人』が利⽤している基幹業務クラウド

PCAクラウドのメリット①：会計・給与だけじゃないバリエーション豊富なソフトラインナップ!!

サービス開始11周年

でも同時稼働1台
までなら

PC5台にPCA会計クラウドをインストール

13,500円/月
PCA会計2ユーザーまで：3,500円/月
サーバ利⽤ライセンス1CAL：10,000円/月

1ライセンス分の
費⽤で利⽤可能

にソフト追加

PCA給与２ユーザーまで：3,500円/月
PCA固定資産２ユーザーまで：3,500円/月

追加14,000円/月だけ

4ソフト追加しても
PCA固定資産

PCA商魂

PCA商魂２ユーザーまで：3,500円/月
PCA商管２ユーザーまで：3,500円/月
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〒102-8171   千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル TEL:03-5211-2700  

働き方改革に対応した各システムと連携

【各システムの費用対効果】※500名想定

2019年4月の労働基準法改正に深く関係する勤怠管理システム。
2020年4⽉から資本⾦1億円以上の企業が義務化となる社会保険電子申請システム。
業務負担を大きく改善できる経費申請・給与明細Web配信システムとの連携も可能!!

※2020年4月1日より資本金1億円の企業は義務化

デモ訪問可能です。お気軽にご相談ください。

(社会保険電子申請システム) (勤怠管理システム)

(経費精算システム)

(給与明細web配信システム)
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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】

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

 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！

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

※ 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

13



14



15



© 2019 FRONTIER CONSULTING Co.,Ltd. All Rights  Reserved.

Before r

賃料相場は代表的な副都⼼である新宿駅
・渋谷駅の2駅より比較的お安めです。
集客⼒、交通の便は上記2エリアに負け
ず劣らずのため一定の人気があるオフィ
ス街です。

【相場坪単価MAP】

南池袋エリア
＠￥22,000〜25,000

⻄池袋エリア
＠￥18,000〜20,000

東池袋エリア
＠￥26,000〜28,000

※上記坪単価はワンフロア100坪以上の参考価格です。

池袋の賃料相場

豊島区の空室率の推移

豊島区の空室率の推移

空室率は徐々に下降現象になってきてい
ます。主要五区ほど賃料は⾼くはないで
すが、新築の物件においては同レベルに
匹敵するのもあります。
2020年に向けての再開発で街全体が変
貌しつつあることも人気の背景にあるの
かもしれません。

サンシャイン60

Toshima-ku AreaReport
OFFICE
SEARCH
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Hareza
Tower

ダイヤゲート
池袋ビル

新たなランドマー
クとして注目を集め
るHarezaTower。
オフィスだけでな

く複合施設やホール
などと一体で開発が
進められています。

所在地:豊島区南池袋1-16-15
基準階面積:約640坪
入居テナント:⻄武グループ
施主:⻄武鉄道(株)

池袋エリアでは希
少性の高い、ハイグ
レードな新築大規模
オフィスビル。フロ
ア内に柱がないのも
特徴。
⽴地も池袋駅徒歩⼆
分と⾮常に好⽴地。
外観は鉄道の「ダイ
ヤグラム」をイメー
ジしています。

所在地:豊島区東池袋1-18-1
基準階面積:約490坪
施主:東京建物(株)

池袋の新築物件情報

当社はオフィスのコンサルティングを通じ、企業戦略やブランディングによりお客様の
業務向上を目指しております。
オフィス移転を事務所物件探しからオフィスデザイン、内装工事、オフィス家具手配、
引っ越し、原状回復までワンストップでご提供できることが強みとなっております。
オフィスデザインや事務所移転などオフィス設計で何かお困りの際は、
ぜひフロンティアコンサルティングへお問い合わせください。

■東⼝だけではない更なる再開発
以前「消滅可能都市」と言われたこともある池袋ですが現在は大規模な再開発が進んでいます。

Hareza Towerなど⼤きく振り切った再開発が⾏われている東⼝だけではなく、⻄⼝エリアの再開発計
画も着々と進んでいます。2020年に都市計画決定がされる予定で池袋は東⼝〜⻄⼝とかけて街全体で
大きな発展を遂げようとしています。
「豊島区国際アート・カルチャー都市構想」を目指す池袋に今後とも注目が集まります。
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エンドポイントの
セキュリティ対策を
月額600円から！

クラウドなので、サーバー構築などの初期コストや
メンテナンス⼯数を抑えて気軽に始められる！

脆弱性対策 ログ取得 デバイス制御

クラウドサービスなのでサーバー構築は不要。
初期コストやメンテンナンス費用を減らせるほか、
申し込み後すぐに運用を開始することができます。

サーバー準備不要

多店舗・多拠点の端末や外出・出張中の端末もまとめて
ログ取得やセキュリティ管理が可能です。外出先のPC
をリモートで操作することもできます。

社内ネットワーク外の
端末も管理

社外

店舗･現場

海外拠点

サポートつき！

クラウドのメリットとは？？

で手軽にセキュリティ対策＆IT資産管理！

なら
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第三十七回へつづく

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート１課

鈴木 淳一

ファクス番号確認入力

ファクス宛先を含む場合に確認画面を表示する

『確認入力』とは、複合機のタッチパネルで相手
先のファクス番号を入力すると、二回目の番号
入力が促される機能です。宛先間違えによる
誤送信を手軽に防止する事が出来ます。

番
号
を
二
度
打
ち
す
る
こ
と
で
、

フ
ァ
ク
ス
の
誤
送
信
を
防
ぎ
ま
す

＜ファンクション設定＞➡＜送信＞ ➡＜ファクス設定＞
➡＜ファクス宛先を含む場合に確認画面を表示＞➡＜ON＞
➡＜同報送信時のみ＞または＜すべて＞を選択
➡＜OK＞ ➡ ＜設定の反映＞ ＜はい＞

ファクス番号を入力して送信ボタンを押した後、
表示された番号を見て思わず冷や汗。

間違えによる誤送信を手軽に防止する事が出来ま
す。

＜ファンクション設定＞➡＜送信＞
➡ ＜ファクス設定＞
➡ ＜ファクス番号入力時の確認入力＞
➡ ＜ON＞ ➡ ＜OK＞

第三十六回
imageRUNNER ADVANCE 便利な機能紹介

設定方法はこちら

設定方法はこちら

19



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2020年1月号 2019年12月17日発行

#108 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。

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

STELLAR

会社名：ステラグループ株式会社 https://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、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。 ※実施オフィス：本社、立川、神奈川

<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 ＮＩ Collabo360
P 4 動画作成サービス
P 6 ＮＵＲＯ Biz
P 8 ＹｕｂｉＰｌｕＳ
P10 基幹業務クラウド PCAクラウド
P12 社会保険雇用保険 電子申請義務化
P14 NEC Software Robot Solution
P15 工事原価管理
P16 オフィス情報 豊島区エリア
P18  iSM CloudOne
P19  複合機のお役立ち情報

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。

早いもので今年も残すところあとわずかとなりました。
今年も大変お世話になり、誠にありがとうございました。

今年4月から実施しておりました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」の結果が発表されました。
私どもステラグループは全国一位の栄誉に浴することができました。
これで6年連続No.1でございます。
お客さま皆様方に叱咤激励いただいたおかげでございます。
心より感謝御礼を申しあげます。
本当にありがとうございます。

来る2020年も
お客さまのお役に立てますよう、社員一同努めてまいりますので、
何卒よろしくお願い申しあげます。


