ステラグループ定期情報誌 ステラリンク第71号

PC編 第25回

隔月連載
「RAIDとバックアップ」
お役立ち情報
について
商品情報

販売管理システム

イチ押し！

額装レンタルサービス

「売上原価Pro」

1脚あたり ¥3,000～ （出張費別）

イス1脚からでもお気軽にご相談ください！
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マイナンバー制度の
準備はおすみですか？
平成28年分の源泉徴収票には
マイナンバーの記載が必要になります。
チェックポイント
※準備が済んでない項目ににチェックをしてください

番号取得 個⼈番号の取得はどのように⾏いますか。本⼈確認はどのように⾏いますか。
保管
利⽤

個⼈番号の保管はどのように⾏いますか。セキュリティは万全ですか。
必要書類（源泉徴収票、⽀払調書等）への個⼈番号の印字はどのように⾏いますか。
印刷履歴はどのように管理しますか。

安全管理 基本方針や取扱規程は策定していますか。

□
□
□
□

1つでもチェックが付く場合、ステラグループ社にご相談ください。
マイナンバーの収集から保管までトータルでサポート致します。

マイナンバー収集保管サービス
マイナンバー収集保管サービス
で、個人番号の収集から保管まで
の業務を支援させて頂きます。給
与奉行や法定調書奉行を一緒にご
利用頂くことで個人番号を利用し、
必要帳票に印字することができま
す。
また、CSVで個人番号データ
の出力も可能なので、他社給与シ
ステムとも連携できます。

導入支援キット
マイナンバー収集保管サービス
を御利用いただくお客様で、どの
ように準備を進めたらいいのかわ
からないお客様向けに、マイナン
バー制の導入ガイドをご提供させ
て頂きます。
また、準備に活用して頂くため
規定テンプレートや社員向け動画
も提供いたします。
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紙でしかできないと思っていませんか？

Web
WEBで
内容確認

スマホやPCで
⼊⼒・提出

年調データを
給与システム
に取込み

従業員

総務

☞「紙」で実施されるため、年末調整処理は⼿間と時間の温床となっています。
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Exchange Online のポイント

プラン１ 440円/月
プラン２ 870円/月

ExchangeOnlineとは「マイクロソフトが運営するクラウド型メールサービス」です。
メールサーバ不要、プロバイダ契約やフリーメール利⽤からの移⾏など、
メールサービスをExchangeOnlineで1本化できます。

●従来型メール環境との大きな違い
従来型 メール環境

Exchange Online

メールBOXが小さい（数百MB~数GB）

メールBOXが大きい（50GB）

すぐ受信トレイがパンクするので

受信トレイが⼤容量なので

頻繁にPCのローカルに移動させる必要がある

他へ移動させる手間がいらない

・PCが壊れると過去メールを失う！

・PCに縛られないメール利⽤

・PCを⽴ち上げないとメールが⾒られない！

・PCが壊れてもメールはなくならない

※月1人わずか数百円でこの環境が手に入ります！
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ありそうでなかった・・・
そんな機能を豊富にご用意した
販売管理システム『売上原価Pro』
原価管理の業務、こんなことでお困りではありませんか？
■エクセルで各種帳票・集計資料を作っている（⾒積書、発注書、請求書、在庫管理、回収予定など･･･）
■製品の売上に対しての原価を正確に把握できていない
■売れ筋商品や利益率の⾼い商品などを数値で把握できていない
■図⾯や仕様書の管理がうまくできていない
■会計ソフトとの連携が取れていない

その結果・・・
リアルタイムな集計・経営分析ができない
正確な原価管理ができない
必要な情報を必要な時に把握できない
会計業務で手間が発生

『売上原価Pro』を導入すれば・・・

製品の原価や受注ごとの利益をリアルタイムに把握！
製造番号や製品管理を改善！
案件ごとの利益をリアルタイムに分析し利益額を上げる！
社員の作業費や営業経費もコスト計算し正確な粗利を把握！
顧客情報を⼀元化し営業効率を上げ利益を上げる！
⼊⼒作業を減らし業務効率化を図り残業を減らす！
『PCA会計』とのスムーズな連携で業務を効率化！
PCA会計に仕訳データ連携！
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企業の複雑化した基幹システムにも対応

開発会社など前受⾦が
ある業種にぴったり

前受⾦

⼊⾦があった際も前受⾦から消込みもできます

リース管理
⾒積書

受注

売上計上

管理

管理

１つの仕事単位での
利益管理が可能です。
プロジェクト管理など
開発会社や設備業向けの
案件別管理も標準装備

請求

出荷
検収基準

対応

完成品などは出荷するが
検収を受けるまで売上は
計上しない業種も対応

どの仕事が赤
字なのかわか
らない

ディーラー 管理
✔ ４次店管理ができて便利
直接販売している業態
はもちろん販売店商流
している業態でも購入
頂いたお客様だけでなく
商流も管理できます

保守管理
定期請求
定期請求業務

受発注同時処理
受注したらすぐに発注するような
業種でも⼊⼒時間を格段に削減で
きます。

Lot別

対応

開発会社や設備業・ビルメンテナンス業
など保守契約や契約で企業を営んでいる業種に
必須の機能もご提供

在庫
管理

売仕⼊同時⼊⼒

仕入れてすぐに納品する在庫
を持たないような業種のお客様で
は⼊⼒時間を格段に削減できま
す。

仕入
（原価計上）

発注

⼊⾦

支払依頼

支払

管理
原価管理も標準で出来る
ので案件に紐づけて発
注・仕入も出来る

顧客管理で次の訪問予定も
アラーム機能でお知らせ

経費
外注費
仕入原価
作業日報
（労務費）
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キヤノンＭＪがお届けする
新しいフォト・レンタルサービス
はプロ写真家の価値ある写真作品の中から
お客様にお選びいただいた写真を定期的に新しくお届けし
ご利用いただけるレンタルサービスです。

Ｗｅｂで選んだお気に入りの写真をオーダーするだけ！ 毎回新しくプリントされた良質の額装写真が届きます。
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額装写真レンタルサービス

価値ある素敵な写真で、ワンランク上のおもてなし空間をご提供します
優れた特⻑

おもてなしの空間に、会議室に、ワークスペースに・・・
厳選された良質な写真を⼿軽に導⼊していただけます。

厳選写真

高品質プリント

定期写真交換

ＷＥＢオーダー

らくらくメンテ

キヤノンMJがお届けする
厳選写真の数々

専門の技術者が1枚1
枚ていねいにプリント

ビジネス空間に、
いつでも新鮮なイメージを

作品の目的に合わせて、
イージー・セレクト

保管や管理、修繕など
の手間が掛かりません

選べるフレーム
FT スリム

FC ワイド

サイズ：Ｍサイズ 482mm×636mm（写真：A3ノビ相当）
Lサイズ 604mm×814mm（写真：A2相当）

FT01 ナチュラル

FC01 ブラウン

レンタルなので、いつでも、
手軽に始められます

FM ツートン

サイズ：Ｍサイズ 523mm×677mm（写真：A3ノビ相当）
Lサイズ 645mm×855mm （写真：A2相当）

FT02 シルバー

お手軽レンタル

サイズ：Ｍサイズ 513mm×667mm（写真：A3ノビ相当）
Lサイズ 635mm×845mm（写真：A2相当）

FC02 ホワイト

FM01 ブラウン×シルバー

FM02 ナチュラル×シルバー

ご利⽤料⾦（写真１点につき）
商品名

年間サービスパック
購入タイプ

お届け回数

Ｍサイズ料⾦(税別)
※写真サイズ：Ａ３ノビ相当

Ｌサイズ料⾦(税別)
※写真サイズ：Ａ２相当

年１回

26,400円

42,000円

年２回

33,600円

57,600円

年４回

48,000円

84,000円

■ 月額請求タイプの取扱いもございます。（月額請求タイプは、一部取扱いが出来ない販売パートナーもございます）

お申込手順

1.ご購入

2.登録・申込

3.お届け・交換

パッケージのご購入

ご利⽤者様サイトでID取得・
写真セレクト・お申込/確認変更

宅配便にて額装写真の
お届け・交換・ご返却

本サービスに関する情報はこちらでご覧いただけます。

●お求めは信用ある当店で

ホームページ

canon.jp/shuttle-photo
【お問い合わせ先】
キヤノンマーケティングジャパン株式会社「シャトルフォト事務局」
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 キヤノンSタワー
Tel：03-6719-9757
受付時間：平日9:00～17:30
【サービス提供元】

販売店：

ステラグループ株式会社

【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
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「Web会議はどれも同じ」
と思っていませんか？

⾳が途切れる・遅延する
音質が悪い 操作が難しい

なら解決できます！
1

独自技術による安定した通信

2

CDレベルのクリアな音質

3

マニュアル不要の簡単操作

4

1ライセンス月額3,000円の定額制

品質の高さが評価され、導入実績

高品質なのに低価格！月額
■5ライセンスご契約時の年間お⽀払い例
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5,000社

以上

¥3,000/ID の定額制

会議だけじゃない！ LiveOnのご利⽤シーン
1 研修・セミナー配信

・経費、時間の削減
・研修業務の効率化

2 各種イベント

・コミュニケーションの活性化
・社外へのアピール

4 商談現場との接続

5 現場との連絡ツール

・商談のスピードアップ
・成約率のアップ

・迅速な情報共有
・的確な指示伝達

3 遠隔相談・医療

・専門スタッフによる対応
・効率的な⼈員配置

6 BCP対策

・緊急時の事業継続
・事業の早期復旧

様々なシーンに対応！便利な機能を多数搭載
資料共有

ホワイトボード

録音録画

動画配信

招待機能

⾃動整列モード

など多数

追加費用なし！外出先や現場からも接続が可能

スマートフォン・タブレット対応

11

DMS

DRIVING
MANAGEMENT
SYSTEM

最新のドライブレコーダーは、
ビデオ録画でき、画像や写真を取り込むこともできます。
像や写真を取り
り込むこともできます。
通信モジュールから得られる運行データにより、全般的な速度履
全般的な速度履歴や運転行動履歴などを
履歴や運転行動履歴などを
分析した報告レポートを提供することができます。

2カメラ対応（MAX.720×480pix）

SOS機能

常時録画と常時走行記録が可能（Max.30fps）

SOSボタンによる緊急通報もセットできます。

GPS内蔵

録音機能

常時位置検知と動態管理、
路線管理が可能。

車内の音声を記録することもできます。

G-sensor内蔵

自動位置通報

異常、
危険運転を検知、運行状況はサーバーに保存
され、
日報で報告されます。

事前に設定された位置を通過すると、
自動的に警告・
通報されます。

危険運転警報

通信モジュール内蔵

重大事故発生時には自動的に緊急通報として連絡
されます。

ログファイル・
3G/WiFiモジュールが内蔵されており、

■車載機仕様
型式 RYKCC-101

記録メディア SD/SHDC Card
（32GBまで）
記録フレーム数 最大30fps

外形寸法 123
（L）
×88
（W）
×24
（H）
mm
重量 220g

記録トリガー 加速センサー
（3軸）
各センサー入力 車速、
回転数、
ウィンカー、
ブレーキ等

カメラ CMOS 0.3Mpix
電源電圧 DC 12V/24V

販売店

写真・ビデオ画像等のデータが送信・保存されます。

ステラグループ株式会社

消費電力 300mA/3.6W

GPS 内蔵タイプ
通信モジュール 3G/Wifi 内蔵タイプ
動作温度範囲 -20℃〜70℃
保存温度範囲 -30℃〜80℃

音声出力 有り

拡張機能 OBD Unit, SOSボタン（オプション）

録音 有り

【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
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DMS
DMS

DRIVING
MANAGEMENT
SYSTEM

DMSの充実機能でクルマと
ドライバーの安全を見守ります
す。
管理者はクルマの居場所や走行履歴が
把握でき容易に車両管理が行えます。

A
B

運行管理者機能

機能概要

■ 地 図 機 能

車両の現在地
（動態）
・軌跡
（運行した経路）
及び発生したイベントを地図上に表示可能。
車両の位置を地図上に表示し運行軌跡を確認。
自動リロードで車両の追跡可能。
過去に運行したの車両の軌跡を地図に表示。

動

態

軌

跡

イ ベ ン ト 分 布

C

運

転

日

報

【急加速/急減速/急ハンドル】
【 SOS/事故/盗難】
【 一般道速度超過】
【高速道速度超過】
【アイドリング】
速度/エンジン回転はグラフ化し時系列に確認。
地図上にイベントの位置を表示し発生場所、時刻を確認。

■ 月 報

E

運 転 診 断 表
乗務員別稼動実績
車両別稼動実績

F

D

油

入

B 運行軌跡

各種月報を印刷。
月別の乗務員運転実績（運転日報における各種運転状況）を集計。
月別の所属別の乗務員運行実績を集計。
月別の所属別の車両運行実績を集計。

C イベント

車両別の給油量を管理。

■ 給 油 管 理
給

力

車両別の給油量（月集計値）を入力。給油量は走行距離とで燃費計算。

■SOS/ 事故 / 盗難管理

SOS/事故/盗難（のイベント）が発生時の連絡先メールアドレス管理。

■ランドマーク登録

地図上の目印になる位置情報を任意に登録可能。

乗務員機能

機能概要

■ 運 行 一 覧

車両の運行一覧を表示。

運

転

日

A 動態

車両の運行一覧を表示。
車載器の情報から運行終了時点で運転日報を作成。運転日報は印刷が可能。
運転日報は運転状態から下記情報を元に点数化し評価。

■ 運 行 一 覧

D

イベント
（急発進・急減速・急ハンドル・急ブレーキ等）
の発生した位置を地図に表示。
イベント情報にはサムネイル画像が表示。

報

D 運転日報

車載器の情報から運行終了時点で運転日報を作成。運転日報は印刷が可能。
運転日報は運転状態から下記情報を元に点数化し評価。
【急加速/急減速/急ハンドル】
【 SOS/事故/盗難】
データを
【一般道速度超過】
【 高速道速度超過】
【アイドリング】
きめ細かに評価し
詳細な日報・月報・
速度/エンジン回転はグラフ化し時系列に確認。
運転診断表として
地図上にイベントの位置を表示し発生場所、時刻を確認。

E 運転診断表

｢見える化｣

各種月報を印刷。

■ 月 報

E

運 転 診 断 表
乗務員別稼動実績
■ 日 報 作 成
日

報

作

成

月別の乗務員運転実績（運転日報における各種運転状況）を集計。
月別の所属別の乗務員運行実績を集計。
乗務員未設定車両の運行データから日報を作成。
運行情報一覧から指定したデータで日報を作成。

DMS - PCシステム要件
S : Windows Vista Business
Windows 7 Professional
C P U : インテル Core2Duo1.8GHz 以上
:
メ モ リ 1G 以上の RAM（ 2GB 以上推奨）
O

H D D : 10GB以上の空き容量（動画ダウンロード容量は除く）
ブ ラウザ : Internet Explorer 7
（Windows Vista Business）
Internet Explorer 8（Windows 7 Professional）
JavaScript, CSS, Cookie, ポップアップを使用
そ の 他 : 高速インターネット回線
（100MB）

F ランドマーク

●ご使用に当たっては製品付属の取扱説明書をよくお読みください。
● 製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
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給与明細のクラウド化で作業効率UP!!

面倒な給与明細発⾏をクラウド化によりエコでスマートに！
システムイメージ図

給与明細作成後
通知メールを従業員に一括配信

給与ソフトからCSV形式で
データ連携

CS
V

従業員

給与担当者

給与明細発⾏業務の手間や
用紙代、郵送代等のコストを
eco@給与Liteで削減！

SSL(暗号化)通信で
セキュリティ安心
専用サイトで明細を確認
PCからはpdf形式でも閲覧可能

PC・スマートフォン・携帯電話からいつでもどこからでも明細を確認！
給与明細電子化を初期費用50,000円、月額2,000円〜のお手軽価格でスタート！ ※1
※1価格は税別。ユーザー1名〜50名の場合

Point1
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給与明細発⾏業務にかかる手間とコストを削減します！
eco@給与Lite
導入前

eco@給与Lite
導入後

年間作業時間
約45時間

年間作業時間
約1時間

印刷代
500円×12ヶ月

印刷代
0円×12ヶ月

用紙・封筒代
9,000円×12ヶ月

用紙・封筒代
0円×12ヶ月

切⼿代
4,100円×12ヶ月

切⼿代
0円×12ヶ月

システム利⽤料
0円

システム利⽤料
3,000円×12ヶ月
+初期費用5万円

初年度合計

約15万円
のコスト削減
※2

※2 担当者年収300万円、従業員数100名、
給与明細郵送数50名での概算

Point2

簡単操作で電⼦給与明細をスムーズに発⾏！

給与計算ソフトからCSVファイルを出⼒すれば後は簡単操作で従業員に給
与明細を発⾏！公開日指定もできるのでいつでも明細作成ができます！

①ボタンが大きくわかりやすい
メニュー画面から

マニュアルいらずの
簡単操作！

②給与計算ソフトから出⼒した
CSVを取り込んで
③明細一括作成ボタンを
クリックして明細を作成！

他にも給与明細へのファイル添付や従業員宛メール配信機
能、賞与明細や源泉徴収表の発⾏、従業員アンケートにも
活用できる安否確認機能等便利な機能を搭載！
給与明細発⾏の⼿間やコストを削減したい等のお悩みを
まずはお気軽にご相談下さい！
販売店：

ステラグループ株式会社

【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

Copyright© Software Agency System co.,ltd. All rights reserved.
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オフィスでの紙文書や電子文書にまつわる業務を劇的に改善します

~PDFかんたん編集と結合
FAX連携機能〜
導入頂いたお客様と弊社内を対象に
アンケートを実施しました！

▼お客様に好評なポイント
1位：PDFデータ結合・編集・加工がかんたんにできる

2位：FAX転送やFAX文書の電子化に活用している
3位：色々なファイルを１つに結合して製本印刷

▼弊社内で活用されているポイント
1位：PDFデータ結合・編集・加工がかんたんにできる
2位：色々なファイルを１つに結合して製本印刷
3位：パスワード付PDFの生成ができる

お客様評価No.1!!
「PDFの編集・加工機能」
・PDFへ直接注釈を付けられる
・FAX文書へ直接書き込み、スタンプ編集できる
・複数フォーマットの文書を束ねてPDF化

imageWARE Desktopの情報サイトを開設!

URL：https://mp01.canon.jp/iw/app/user/desktop/top.do
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imageWARE DesktopはAdobe純正
PDFエンジン搭載！編集加⼯にお役⽴ちします！
PDF簡単編集
PDFの原稿にスタンプや注釈などの
編集加工が簡単にできます！

FAX業務との連携
受信したFAX文書をペーパーレスで
画面表示させ、必要な分だけ印刷。
スタンプを押しそのまま返信もできます！

机上でファクス業務が完結
ペーパレスで返信ファクスが可
能受領確認や納期回答のファ
クス送信時に多彩なスタンプで
メッセージを追記可能です！

PDFデータ結合と印刷
PDFに限らず様々なフォーマットの文書をひ
とつにまとめることができます！
製本印刷やパスワード付PDF変換も
自在です！

ステイプル済み製本印刷可能
ページ単位で並べ替え可能

すぐにご活用頂けます。まずはお試し版を体験ください!!

Desktop体験版

検索
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知ってますか？

「働き方」に適したデスク選び
のススメ
働き方に適したデスクとは？
これから目指す働き方の実現・加速のために、日々使うデスクはとても大切です。
コクヨは、デスクのタイプとその並べ方、そして運用・ツールの３つのポイントが重要と考えています。

デスクタイプ

働き方に適したデスク

オフィス全体の内、
デスクエリアは

約 5割

並べ方
（レイアウト）

運用・ツール

コクヨでは、「働き方」と「使い方」に合わせて、大きく３つのデスクタイプに使い分け、ご提案しています。

単体デスク

◎
メリット

△
デメリット
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● 個人ごとに快適な
デスク環境がつくれる
● 書類などを手元で
安全に管理できる

● 引越し・レイアウト変更時の
作業負担が大きい
● 人数増のたびに
追加の必要がある

大型ロングデスク

◎
メリット

△
デメリット

● １台あたりの席数調整で
人数増減にスムーズに対応できる
● オフィスのファシリティ管理が
行いやすい

● 大小に関係なくレイアウト変更に
専門業者が必要
● 移転した際に有効に転用できない
可能性がある

キャスター付き可動デスク

◎
メリット

△
デメリット

● その時々の動きやすいレイアウトに
ユーザー自身でセットできる
● 執務デスク以外の用途にも
活用することができる

● 配線計画の工夫が必須

● 大容量の配線や収納など
個人環境の充実には不向き

でも実際どのデスクタイプを選べばいいの？

お悩みに合わせたデスクを選びましょう！
ＣＡＳＥ１
とにかく机の上にモノが多い
かつ、整理しにくい

作業の内容とスペースが
適していない、手狭

例1 : 書類や文具がたまる

例1 : 大きな書類が広げられない

例2 : PCなど配線が邪魔

例2 : デスクトップPCを置くと

単体
デスク

手前が狭い

ＣＡＳＥ２
時間帯によっては空席だらけ！
空いているなら使いたい！

動線がとにかく多い！
つめて必要な機能を増やしたい！

例1 : 営業は外出は多く、空席になることが多い

例1 : あまり人が通らない動線がある

例2 : 技術者のスペースが手狭で効率down

例2 : 小さなテーブルであれば、

大型ロング
デスク

打ち合わせができるのに

ＣＡＳＥ３
今までのレイアウトを考えているが、
働き方が少しずつ変わってきている
例1 : 少人数チームでの協業が増えている
例2 : その場でスピーディに
打ち合わせをすることが多い

場の使い方が多様化する中でも
FM管理は効率化したい
例1 : 人事異動・組織変更が増え、
レイアウト調整が多い

キャスター付き
可動デスク

例2 : 働き方の変化のスピードに場が
対応できない

３つのデスクタイプに合わせたコクヨおすすめ商品はこちら！
単体デスク

アイエス デスクシステム

サイズバリエーション、配線機能、
収納量。オフィスとワーカーに必要な
機能を備えたデスクシステムの決定版。

大型ロングデスク

キャスター付き可動デスク

ワークヴィスタ

コスト、スピード、可変性。
未来に渡って経営をサポートする
次世代ワークステーションの決定版。

ワークフィット

移動自由。組み合わせ自由。
自分の働きたいスタイルをスピーディー
に創れるワークステーション。

.
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働く⼥性400人に聞いた、求めるオフィス環境

Q１. お勤めの会社は⼥性にとって働きやすいと思いますか？
働きやすい
と思わない,
働きやすいと
7.6%
思う, 15.0%
あまり働きやす
いと思わない,
12.3%

どちらとも
言えない,
30.8%

全体の20％が働きやすいと思わないデータに。
どちらともいえないという意⾒が30％超え。
厚⽣労働省のデータで、働く⼥性が20万人増加し、男性は
10万人減少したという調査結果があります。
出産・育休といった制度を整え、⻑く働ける環境等、企業が⼥性の
働きやすい環境についてハード・ソフト面の両面から検討する事は
必須となってきています。
※平成26年厚⽣労働省・働く⼥性の状況より

やや働きやすい
と思う, 34.3%

Q１.約半数の⼥性が⼥性にとって「働きやすいと思う」、
「やや働きやすい」と回答しました。
一方、「あまり働きやすいとは思わない」、「働きやすいと思わない」
との答えは合わせて約20%になりました。

Q2.⼥性が働きやすい・活躍しやすいと思う業界は？
Q2.⼥性が働きやすい、活躍しやすい業界１位は「化粧品・⽣活⽤
品」で、「⼥性⽬線が活かせるから」という理由が多くあがりま
した。２位は「アパレル・ファッション」、3位は「食品・銀
⾏」でした。
元々⼥性が多くいる業界は、⼥性に対する物理的要件や制度が
整っているという事も。２つの業界に意⾒が固まっている事は
これからの⼥性の活躍を考えると、まだまだ整えていく事が
多そうですね。

当社は文具・事務機器・ＯＡ機器
業界で僅か7.8％…
まだまだ⾒直しが必要ですね。
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移転のご相談も
ステラグループまで！

サイズで比べたおすすめオフィス
茅場町グラスゲート

〇 概要
所在地

東京都中央区新川1-16-4

交通

茅場町駅
徒歩5分
八丁堀駅
徒歩7分
水天宮前駅 徒歩7分

竣⼯年

1986年11月

耐震

新耐震

構造

鉄骨鉄筋コンクリート造

建物規模

地上9階

空調設備

個別空調

天井高

2,500mm

エレベーター

１基

パラッツォアステックビル

〇「茅場町」エリアの特徴
茅場町駅周辺には、証券会社や大手企業が集積する成熟した
オフィス街が広がっております。また、物件所在地の新川は、
四⽅を川と塀に囲まれた島となっており、江⼾時代には、
酒問屋が集まり、繁栄したといわれております。

屋上には、広々とした空を感じるリフ
レッシュスペースのほか、リゾート感覚
で親睦会などを楽しめる空間がありま
す。
⾳響・照明設備もご利⽤いただけま
す。
屋上▶

所在地

港区東新橋2-8-1

交通

新橋駅 徒歩7分
汐留駅 徒歩4分
大門駅 徒歩7分

竣⼯年
耐震

2003年10月
新耐震

構造

鉄骨鉄筋コンクリート造
(SRC造)

建物規模
空調設備

地下1階、地上10階
個別空調

天井高

2,800mm

エレベーター

〇「新橋/汐留」 エリアの特徴
古くから「サラリーマンの街」として親しまれてきた新橋ですが、
最近では再開発で注⽬の汐留も含み、日本テレビや電通の本社をはじ
めメディア関連の企業が増えてきました。

2基

都心とは思えないほど水と緑に恵まれた環境

〇概要
所在地
交通
竣⼯年

114.28坪/ 377.78㎡

イタリアヴィータ地区にあるルネッサンス調のビル

〇概要

三番町東急ビル

55.04坪/ 181.98㎡

都心を縦横無尽に使い、ビジネスの幅を広げるビル

千代田区三番町8-1
半蔵門駅
市ヶ谷駅

徒歩5分
徒歩9分

◀イタリアヴィータ地区とは本格的なイ
タリアの街並みを再現させるために、
広場を中心に⽯畳の道路を巡らしルネッ
サンス調のビルが建ち並ぶ、これまでに
前例のない魅⼒溢れる街づくりプロジェ
クトです。

▶この地区にはオフィスビル以外
にも、ヨーロッパのチョコレート
店など街の雰囲気に合わせたお店
が多く出店しております。仕事終
わりに⽴ち寄るのが日々の楽しみ
と癒しになるかもしれません。

328.35坪/1,085.47㎡
〇「三番町」エリアの特徴
各国の大使館や、歴史ある学校が点在しており、洗練された雰囲気のあるエ
リアです。
近隣には北の丸公園や千⿃ヶ淵があり、⽔や緑の多さも特徴となっています。

2001年1月

耐震

新耐震

構造

鉄骨造（S造）

建物規模

地下1階、地上11階

空調設備

個別空調

天井高

2,700mm

エレベーター

常用3基 非常用1基

◀緑豊かな
千鳥ヶ淵の様子

▲厳かな雰囲気漂う
イギリス大使館
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StellarLink 隔月連載 第25回

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！！

「RAIDとバックアップ」について
分かっているようで分かりづらい「RAID」と「バックアップ」の違いについて
簡単にご紹介させて頂きます。

RAID（レイド）とは？
RAIDとは、複数のハードディスク(HDD)を組み
合わせて仮想的に1台のHDDの様に⾒せる技術です。
組み合わせ⽅により、データを分散させて速度を
向上させたり(RAID0)、同じデータを複数のHDDに
保存して障害に強くする(RAID1)ことが出来ます。
現在、一般的なサーバーやNASなどではこの2つを
組み合わせたRAID5やRAID6が主流となっています。

データ分散の例

同⼀データの例

A B C D

A B C D

装置

A
C

装置

A
B

A
B

B
D

バックアップとは？
バックアップとはデータが格納されているHDDや
USBメモリとは別のHDDやUSBメモリにデータをコ
ピーすることです。
Windows自体にもバックアップの機能はありますが、
使いやすさを考えると、メーカー製の外付けHDDなど
に付属しているバックアップ用のソフトがオススメです。

バックアップの例
装置

装置

A
B
C

A
B
C

どこが違うの？
簡単に違いを説明すると以下のようになります。

メリット
RAID

バックアップ

デメリット

・一部のHDDが故障してもそのまま
装置を使い続けられる
・書込/読込速度が速い

・誤って上書きや削除などしてしまった
場合データを戻す事は出来ない
・装置自体が故障してしまった場合は
データを取り出せなくなる

・装置が故障しても別の装置でデータ
を利⽤できる
・誤って上書きや削除などしてしまった
場合でもデータを戻す事ができる

・バックアップを取る為に時間と手間が
かかる
・世代管理する場合、どのデータが最新
の物か把握していなければならない

アメリカにあるオンラインストレージサービス大手のBackblaze社が自社で使用している数万台のHDDの
故障率を公開しており、それによると4年以内に約22％のHDDで不具合が発⽣したそうです。
この数字を⾒て⾼いと思う⽅も、低いと思う⽅もいらっしゃると思われますが、

故障発生時のためにデータのバックアップを取っておくことを強くオススメいたします！
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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。
今年もお客さまみなさま方に多大なるご協力をいただいた
キヤノンマーケティングジャパン主催のお客さま満足度調査の結果が出ました。
一昨年、昨年に続き、3年連続で全国1位を獲得いたしました。
過去6年で5回のNo.1でございますので、弊社を経営する者として、
社員の頑張りを褒め讃えたい気持ちで一杯でございますが、
やはり全てはお客さまみなさま方の私どもステラグループへのご指導の賜物でございます。
みなさま方のご指導に心より感謝申しあげると共に、これまでよりも、
もっともっとお客さまのお役に立てるよう精進して参ります。
これからも私どもステラグループをよろしくお願い申しあげます。

代表取締役社長

川井 昇

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2丁目3番21号 住友不動産飯田橋ビル11F

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

TEL: 03-5804-8780
TEL: 042-525-2146
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

<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

ステラリンク2016年12月号
P2
P3
P4
P5
P6
P8
P10
P12

年末年始にオフィスクリーニング「買わない選択」あります！
マイナンバー制度の準備はおすみですか？
年末調整はWEBで提出OK！
Exchange Onlineのポイント
販売管理システム「売上原価Pro」
CMJがお届けする新しいフォト・レンタルサービス
Web会議システム「LiveOn」
運行管理型通信タイプドライブレコーダー

P14
P16
P18
P20
P21
P22
P23

ステラリンク編集長の武藤です。
いつもお読みいただきありがとうございます。
先日、約15年ぶりに高尾山に登りました。紅葉のピークには少し早かった
のですが大変な賑わいでした。外国人観光客の方も多く、少年時代に見た
光景からの変わりように愕然といたしました。
幼児がいるのでケーブルカーに乗るつもりでしたが40分待ちの行列。家族会議の結果、
徒歩で山頂チャレンジすることに。いざ山頂へ！と意気込んで出発しましたが、数分で
「パパ、抱っこ」・・・。 翌日は大変な筋肉痛に見舞われました。
じっとしていると肌寒いですが、体を動かすには最高の季節ですね。久しぶりの登山は景色
もよく、気持ちの良い1日でした。秋の登山、お勧めです。
ビジネス・ソリューション営業部 システム・ソリューション営業1課
武藤 雄太

給与明細のクラウド化で作業効率UP!!
imageWARE Desktopで劇的改善！PDFかんたん編集と結合
働き方に適したデスク選び
働く女性400人に聞いた、求めるオフィス環境
移転の相談もステラまで！サイズで比べたおすすめオフィス
ホームページ丸々パックのご紹介
パソコンのお役立ち情報㉕「RAIDとバックアップについて」

Twitter 展開中！
弊社システムサポート担当が日々
いろいろな情報をつぶやきます。

@Stellar_Support
ぜひフォローお願いします。
ステラリンク2016年12月号
2016年11月15日発行

