
2018

07
#90

■イチ押し！

多機能ビジネスホン ＳＡＸＡ シリーズ
ウイルスセキュリティ １００％活用のススメ

■商品情報

高解像度モニターのご紹介
オフィスレイアウトから働き方改革を！ イナバ製オフィス家具のご紹介

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/複合機編
第27回「パスワードの都度入力で運用管理の負担軽減や誤送信防止」

施工 フロンティアコンサルティング
内装写真 株式会社ミックウェア 様 神⼾オフィス

アルパカちゃん
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サクサビジネスホン PLATIAⅡ (V5.25〜)

マルチラインシステムコードレス電話機「PS800」のご紹介

今お使いの電話機、
こんなことでお困りではありませんか？

建物内どこでも使
いたいんだが･･･

外線ボタンがない
と着信がわかりず

らい･･･

埃などの汚いとこ
ろでも使える？

水周りでも
安⼼して使える？
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ビジネスホン、機能紹介
PLATIA、ビジネスセーフティシステム

⻑期連休の間、事務所の留守をPLATIAが守ります

・電話機の⼈感センサで不審者を検知すると、即携帯電話に通報！
・携帯電話から、⾳声威嚇できます！
・専用の防犯シールもあります

防犯シール

縦：最⼤
６０°

横：最⼤
５３°

距離：最⼤４ｍ

電話機が侵入者を検知したら電話機が音と光で威嚇します
検出範囲イメージ人感センサが標準装備

PLATIAは、18・30ボタン、コー
ドレスホン30ボタン電話機には、
人感センサが標準装備しています

盗難⾒舞⾦制度

人感センサ

・盗難⾒舞⾦制度とは、侵⼊者に
よって盗難・破壊を被った時に支
払われる⾒舞い⾦のことです。
・5年間に2回まで、合計50万円

まで利⽤できます。
・防犯シールがつきます。

〜今年こそ⾒直そう！〜
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フルHDの約1.8倍の情報を表⽰できる⾼解像度WQHDに対応
WQHDとは、フルHDの約1.8倍の作業領域実現する2560x1440ドットの解像度です。
⼀度に広い範囲を表⽰できるので、スクロールする⼿間が軽減し、快適な作業が⾏えます。

美しく鮮やかに映し出すディスプレイ
◆どこから⾒ても鮮やかで美しい「広視野角ADSパネル」採用

上下:178°左右:178° 広視野角の液晶パネルを採用。
⾒る位置や⾓度による⾊やコントラストの変化が少なく、どこから⾒ても映像を
鮮明に映します。

【31.5インチ】LCD-MQ321XDB 【27インチ】LCD-MQ271XDB 【23.8インチ】LCD-MQ241XDB

20.7型と同等の文字サイズで
より多くの情報が表示できる

『WQHD解像度』対応シリーズ
〜フルHDの1.8倍の広さで快適作業〜

目にやさしい機能が充実したディスプレイ
◆目への負担を抑えたノングレアパネル採用
光の反射や映り込みを気にする必要が無く、パソコン作業に集中でき、目への負担も抑えられます。

◆バックライトのちらつきをなくし、目への負担をやわらげる「フリッカーレス」設計
・従来のPWM調光方式のように高速でバックライトを点滅させるのではなく
電流の⼤きさを調整することによって明るさを調整するのでちらつきが発⽣しません。

・ちらつきが発⽣しないので⻑時間のPC利⽤にも最適！

オープン価格 オープン価格 オープン価格
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エコを実感できるディスプレイ
• 低消費電⼒なLEDバックライトを採用したエコモデル。
• 水銀レスのため廃棄時の環境負荷を低減
• 削減したいW（ワット数）を確認しながら「輝度」 が設定できます。

目標とする削減W（ワット数）を実現するにはどれだけの輝度に設定する
のか、実際に画面で確認しながら設定できます。

• 無駄な電⼒をカットする「節電」機能を搭載。
[切(通常状態)] / [レベル１] / [レベル2] の3段階にお好みで選んで設定できます。

[レベル１]
パソコンの電源が切れた際に節電状態に移⾏し、パソコンの電源がオン
になったときに⾃動で復帰

[レベル2]
節電状態から⼀定時間後に液晶ディスプレイの電源を切り、⼿動で復帰

パブリックディスプレイとしても最適
• いたずら防止の「メニューロック」機能
• 盗難防止ホール「ケンジントンセキュリティスロット」を装備

各種規格を取得
• RoHS指令準拠
• J-Mossグリーンマーク対応

安心してお使いいただけるようアフターサービス体制も充実

◆パネル・バックライト含め 安⼼の⻑期「5年間保証」
※液晶パネル・バックライト含む。ただし、使用時間30,000時間以内に限ります。

◆有償保守サービス ISS(アイオー・セーフティ・サービス) 対応
アイオー・セーフティ・サービスは、ご購⼊いただいた液晶ディスプレイをより⻑く安⼼してご利⽤頂くための有償保守サー
ビスです。導⼊時の設置から故障時の交渉、保証期間の延⻑まで、ワンストップでサービスをご利⽤いただけます。

◆土日も電話サポート対応で、いつでも安心
ご購入後安心してお使いいただくために、平日はもちろん土曜日・日曜日の電話サポート

にも対応した「液晶ディスプレイ」専用窓口をご用意しております。

最新機種の情報、サポートはアイオーのホームページへ！ www.iodata.jp

※1：LCD-MQ271XDBの場合

※1
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MFクラウド経費は業務プロセスを変化させます

無料で始められてスマートフォンだけで完結可能な経費精算ソリューション
従来の面倒な精算業務から働き方を大幅に改革が可能になります。

領収証やレシートをスマホで

撮るだけで、領収証をデータ化します。

領収書を撮るだけ

クレジットカードや電子マネーなどの

明細から経費を登録できます。

明細は自動で取得

交通費ICカードのデータは、

ワンタッチで取り込むことができます。

ICカード読み取り

脱エクセル管理で経費精算にかかる業務を1/10に！

経費精算から「働き方改革」を！！

全てのビジネスパーソンの手間を大幅削減

モバイルファーストな
マルチデバイス対応

経路入力/金額確認など
無駄な作業も自動取得

電子帳簿保存法対応だから
ペーパーレス化

API連携により、直接銀行へ振込

データを一括送信できます。

API振込み
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月額

900円

チーム コーポレート エンタープライズ

まずは安い利用料金で
使い始めたい方にオス
スメ。

電子帳簿保存法に対
応したい企業にオス
スメ。

領収書が多く入力作業
を一切したくない、業
務が忙しい企業にオス
スメ。

開発元
株式会社マネーフォワード
〒108-0014東京都港区芝5-33-1森永プラザビル17階

電子帳簿保存法
タイムスタンプの付与

× 無制限 無制限

領収書の自動データ化
（オペレーター入力）

- - 無制限※1

請求書管理（支払依頼） × ◯ ◯

ワークフローの条件分岐 × ◯ ◯

API提供 〇 〇 ◯

月額

500円

月額

700円

経費精算からコスト削減 （ユーザー事例：従業員100名のケース）

※1 利用数が極端に多い場合は、利用に制限がかかる場合があります。 ※注：年間利用料で販売しております。

経費精算にかかる時間をコスト換算
※ 当社サービス導入企業様からのヒアリング結果より

料金プラン

お問い合わせは・・・
ステラグループ各営業担当まで

お願い致します
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Start One

SecureKeeperR3 CloudStart

PaaS
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■シェアサイクルサービス普及で目指す「3大目標」

1. 交通渋滞の緩和
ワシントンD.C.でシェアサイクルサービスが提供されたエリアでは
交通渋滞が2〜3%緩和された報告があり、ロンドン交通局では
2010年にシェアサイクルサービスを2012年ロンドンオリンピック
の渋滞緩和を目的に導入しています。

2. 移動効率の改善
ニューヨーク市内を⾛るシェアサイクルとタクシーの同じ距離の移
動時間を⽐較したところ、短い距離ほどシェアサイクルの利点が発
揮され移動時間が短くなったそうです。

【通勤ストレスを減らせる？】
流⾏る今こそ知っておきたい、海外のシェアサイクル事情

また、ニューヨーク市交通局によるレポートでは、道路⼀部を
⾃転⾞専⽤レーンにする施策により、平均で14％も移動時間が改
善されたケースもあるとのことで、⾃転⾞が利⽤しやすい環境を
整えることで移動効率が向上することが伺えます。

3. 市⺠の健康管理
シェアサイクルが利⽤者の健康にもたらす影響はいくつかありま
すが、⾃転⾞移動そのものが良い運動になるという点、⼀般の⾃
転⾞での怪我や死亡事故より減少している点、⾃転⾞利⽤の普及
が排気ガス減少につながる点などがあります。
⻑期的な観測が必要にはなるでしょうが、シェアサイクルの環

境に対する影響を検証する研究レポートでその効果が予測されて
いるそうです。

最新の働き⽅トレンドを情報配信中！！

■「乗り捨て型⾃転⾞」の普及はまだまだ時間を要する⾒込み

乗り捨て型シェアサイクルは中国で社会問題となって以来、世界中
で様⼦⾒されている段階との事。

ステーション型のシェアサイクルが増える日本でもDMMが乗り捨
て可能な⾃転⾞を導⼊しようとしたが、乗り捨てられた⾃転⾞が企業
イメージダウンにつながることを恐れ参入をやめたことが東洋経済
ONLINEで語られています。
今後の鍵は、「ステーションの密度」と⾔われており、近い距離で

⼗分な数のステーションが設置されることで利⽤幅は安定して増え、
ちょっとした時の移動⼿段や通勤に利⽤されると考えられています。

■今後の展望：シェアサイクルの浸透で通勤ストレスは減るか？

2017年のLimeBikeとOfoのレポートによると、公共交通機関の
主要駅から5km以内での移動が主要利⽤範囲になっており、シェア
サイクルの利⽤回数や累計⾛⾏距離は着実に伸びているそうで、現
在すでに利⽤⽬的上位に通勤・通学が⼊っているとのことで。

【通勤ストレスを減らせる？】
流⾏る今こそ知っておきたい、海外のシェアサイクル事情

記事の詳細はこちらから
https://www.workersresort.com/jp/technology/share-bike/
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第●条（連帯保証）
丙（連帯保証人）は、甲（賃貸人）に対し
、乙(賃借⼈）が本契約上負担する⼀切の債
務を極度額●●●万円の範囲内で連帯して
保証する。

PICK UP TREND
120年以上⽇本の商取引を管轄し
てきた⺠法の⼀部改正が現在進め
られていることは、近年話題にも
よく上っていますね。2017年に⺠
法改正が参議院で可決されたこと
により、2020年4月1⽇に改正⺠
法が施⾏されることとなりました
。
この改正の中で不動産業界に最も
大きな影響を及ぼすのが、「連帯
保証人の責任範囲の設定義務」と
「賃借人の連帯保証人への財政状
況提示義務」です。具体的に、オ
フィスの賃貸借契約においてどの
ような変更点があるのでしょうか
。注意すべき点を分かりやすく解
説していきます。

【⺠法改正とオフィス契約】

Before After

Before r

Point1
個人の連帯保証人に関する改正の最初のポイ
ントは、保証契約書⾯に保証⼈の責任限度額
「極度額」を記載することの義務化です。書
面にこの記載がない場合、連帯保証人条項は
無効となります。具体的には、契約書に下記
のような形で明記が必要です。
極度額設定についての法律上のルールは特に
ないため、貸主と借主で合意した⾦額を⾃由
に設定できます。具体的には下記のような条
文を契約書に明記することになります。

Point2
次におさえておきたいポイントは、オフ
ィスの賃貸借など事業用の賃貸について
は、⺠法改正により、新たに賃借⼈から
連帯保証人に賃借人の財産状況などを情
報提供することが義務付けられるという
点です。
具体的な内容：
①賃借人の財政状況②賃借人の収支の状
況③賃借人が賃貸借契約の他に負担して
いる債務の有無並びにその額④賃借人が
賃貸借契約の他に負担している債務があ
る場合、その支払状況⑤賃借人が家主に
保証⾦などの担保を提供するときはその
事実及びその担保提供の内容
もしも賃借人がこの情報提供を怠り連帯
保証契約を結んだ場合、連帯保証人は契
約を取り消すことが出来ます。

PICK UP OFFICE 【特集】銀座エリアのオフィス事情

▲銀座三越

▲歌舞伎座

▲GINZA SIX

世界を代表するラグジュアリーブランドの店舗が⽴ち並び、
商業エリアとしてのイメージが強い銀座エリアですが、人通り
が多い点や企業イメージの向上を狙ってオフィスを構えている
企業も数多く存在します。
また、東京メトロだけでなく有楽町駅や新橋駅が徒歩圏内にあ
る為、アクセス面でも優れたエリアだと言えます。
歌舞伎座や⽼舗の料亭など伝統を感じさせる⼀⾯もありなが

ら、2017年には銀座の新たなシンボルである「GINZA SIX」が
オープンした為、益々活気に溢れたエリアとなっていく事が考
えられます。
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情報漏洩防止を強力にサポート

ステラグループ
「明光商会製シュレッダー無料点検」のご案内

こんなお客様にお勧め！
リース満了が近いが更新して良いか悩んでいる。
⻑年利⽤しているため状況がよくわからない。
過去⼀度も点検を受けたことがない。

シュレッダー内部に大量の紙くずが詰まり、
カッターが止まってしまう。

紙が正確に細断されず文字が読める

シュレッダーは老朽化すると気づかないうちに文字が読め
てしまうまでに劣化します。
そうなっては情報漏えいに繋がるため、オフィスで使われて

いるシュレッダーの状況をしっかり把握することが重要です。

重要

本キャンペーンは、弊社お客様向けの特別企画です。
今後も安心してご使用いただくため、ぜひこの機会にご利用ください。
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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！！

「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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第二十八回へつづく

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

パスワードの都度入力で運用管理の負担軽減や誤送信防止

セキュリティポリシー上、サーバー利用者のパスワードを定期的に変更して
いる企業では、サーバーと複合機の登録情報を常に同期させていないと送
信できません。送信用のパスワードは送信のたびに入力するように設定
することで、このようなトラブルは回避可能です。

またパスワードを知らない第3 者に送信できてしま

うことを防ぎたい場合など、パスワードを入力する
ことによりセキュリティが向上します。

設定方法

ワンタッチ登録の時に送信前に確認画面を表示に✓ 送信時にパスワードを入力してOK
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ご存知ですか？
複合機の隠れた機能・ネットアイサービス

御社は既にご利⽤いただいております
お申込み（無料）にてご利⽤いただけます※ハガキ画像はイメージです

 カウンタ検針の自動化によりお客様の負荷を軽減します
 本体ファームウェアを⾃動更新し常に最新の稼働品質をご提供いたします
 消耗部品の状態を監視し、安定した稼働品質をご提供いたします
 紙詰まりやエラーを検知し、サービスマンに通知いたします
 トナーの残量を検知し、担当店に通知いたします

ネットアイは、インターネットを利⽤して複合機やプリンターを遠隔モニタリングするシステム
です。管理業務や消耗品の在庫スペースの効率化、万が⼀、トラブルが起きた際の速やかな対応
を可能にし、お客さまの管理負荷を軽減いたします。

主な機能

是非お客様の“声”をお聞かせください

お客様アンケート実施中です！
お手元にハガキが届きましたら
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お客さま 各位

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7月号 2018年6月19日発行

#90 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

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。

今号の私からのお奨めページは、4・5ページの電話でございます。

スマホだ、Wi-FiだとITの進化に伴って、
新しい技術、新しい製品に目が行きがちですが、
一般の電話機も、今、かなり高機能化いたしております。

今号のページはその一例ですが、まだまだたくさんさまざまな製品がございます。
今、お使いの電話機を新しいものに替えると、もしかしたら、とても便利になるかもしれません。
ぜひ、弊社担当にお気軽にご相談くださいますようお願い申しあげます。

今年も暑い夏になりそうですが、お客さまみなさまがたには、
ますますのご健勝、ご活躍を祈念申しあげます。

P 2 オフィスレイアウトから働き方改革を！イナバ製オフィス家具のご紹介
P 4 多機能ビジネスフォン SAXA PLATIAⅡ PS800
P 6 Ｉ・ODATA 高解像度モニターのご紹介
P 8 最新奉行シリーズ 「奉行クラウド」
P10 MFクラウドで面倒な作業を自動化しましょう！
P12 会計ソフトをクラウド連携！「Ｓｔａｒｔ Ｏｎｅ」
P14 便利に郵便発送！郵便料金計器のご紹介
P16 最近の働き方トレンド＆オフィス事情のご紹介
P18 ＥＳＥＴ １００％活用のススメ
P19 アグサスの工事原価管理システム
P20 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｐｏｉｎｔ 「Windowsのサポート期間について」
P21 隔月お役立ち情報第２７回「パスワードの都度入力で運用管理の負担軽減」
P22  明光商会「ＭＳシュレッダー」無償点検キャンペーンのご紹介
P23  Ｃａｎｏｎ複合機の隠れた機能 「ネットアイサービス」


