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■イチ押し！

多機能ビジネスホン ＳＡＸＡ
シリーズ
データ保管をスマートに！ ＳｔｅｌｌａｒＮＡＳ ｍｉｎｉ
■商品情報

ダイキンスポットエアコン クリスプ
堅牢タブレットＰＣ ＺＥＲＯＳＨＯＣＫシリーズ
■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/ＰＣ編
第35回「Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔインターフェイスについて」

施工 フロンティアコンサルティング
内装写真 ガードナー・デンバー株式会社 様

過酷な現場のニーズに応える

ZEROSHOCKタブレット LT-WMTシリーズ
耐衝撃・耐振動・防塵・防滴・耐熱・耐寒性の堅牢タブレット
■堅牢性

耐久性試験に加え防
塵・防滴にも対応

■高い視認性

⾼輝度液晶パネル搭
載※1で屋外でも⾒や
すい

■快適な操作性

手袋モード・水滴モー
ドで濡れた手・手袋の
ままでも操作可能

■⻑時間使⽤

動作したままバッテリー
交換が可能※1

※1 モデルによって搭載可否が異なります

以下のような業務の効率化やコスト削減でお困りではありませんか？

工場内や屋外
での点検・作業

⽣産⼯程管理

在庫管理

各種書類・
報告書作成

●別途PCへの転記やデータ取り込みなど⼆度⼿間
紙や書類では・・・ ●紙の保管・管理コストが掛かる
●点検保守などの作業時には膨⼤な資料の携帯が必要となることも

タブレットPCを導入することで
●図⾯や点検項⽬の確認なども⼿元で確認！
●報告書などを現場で作成、インターネット
環境があればその場で送信！
●防滴・防塵・高い耐久性で過酷な
現場でも使える！

作業・業務の時間ロス削減
紙資料の削減・管理効率化
が可能！
2

こんな堅牢性のタブレットが欲しかった！！！
専用業務端末に最適な特⻑をご紹介。
特⻑1

3 ラ イ ン ナ ッ プ 展 開 だから、使用環境・用途に合わせて機 種 を 選 べ る ！
費用負担を最小限に抑え、最 適 な コ ス ト で 業務の効率化が可能！

主要仕様

エントリーモデル

スタンダードモデル

ハイスペックモデル

LT-WMT10L/BC92

LT-WMT10M/BC92

LT-WMT10H/BC92

CPU

Celeron®

Core™i5

パネル解像度

1280×800

1920×1200

パネル輝度

350cd/㎡

700cd/㎡

ストレージ

特⻑2

64GB

128GB

Windowsの機能アップデートが無いので、⻑時間のアップデート作業や、
ドライバ更新による業務停⽌などの 時 間 ロ ス か ら 開 放 されます！
機能アップデートの無い

W i n d o w s 1 0 L T S B 版 を搭載！
Windows 10 Proの大型アップデート。
●アップデート時間は1時間以上になることも・・・
●Wi-Fiドライバを更新しないと正常動作しないことも・・・

LT-WMT10は、機能アップデートのないLTSB版※3の
Windows 10 IoT Enterpriseを搭載！
※3 セキュリティ更新・バグフィックスは提供されます

主な製品仕様について
●10.1インチワイド
●エントリーモデルモデル：1280✕800 350cd/m2
●スタンダード・ハイスペックモデル：1920✕1200 700cd/m2
●静電容量⽅式（手袋モード/水滴モードあり）
●Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB搭載
●GPS搭載
●防塵防滴性能：IP65準拠
●耐衝撃落下性能：MIL-STD-810G準拠 1.2m（非動作時）
●耐振動性能：MIL-STD-810G準拠
●動作温度：マイナス10〜50℃
●ホットスワップバッテリー（エントリーモデル除く）
●オプション：ドコモ、SoftBank版LTEモジュール搭載※4

クレードルは別売

エレコム株式会社

http://www.elecom.co.jp

※4 各社との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利⽤契約が必要です

ロジテック株式会社

http://www.logitec.co.jp

本ドキュメントの作成にあたっては細⼼の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述の誤りや⽋落があっても
エレコム株式会社、ロジテック株式会社はいかなる責任も負わないものとする。本ドキュメントおよび記述内容は
予告なしに変更されることがあります。
本ドキュメントは、作成⽇現在の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、仕様の変更、バージョン
アップ等により、内容の全部もしくは⼀部に変更が⽣じる可能性があります。

お問合せは・・・
ステラグループ各営業担当までお願いいたします。
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サクサビジネスホン PLATIAⅡ

「チャイムタイマ連動」のご紹介

時計を確認しなくても、
「お昼休みなど特定の時間がわかったらいいのになぁ」
と思ったことはありませんか？
仕事に夢中になるとつ
い昼休み時間になって
ることがあるな･･･

4

園児のお昼寝やお
やつの時間がわか
るといいな･･･

あらかじめ設定した時間になると・・・
電話機やスピーカから、チャイムがなります！
曜日毎/祝日毎に20個登録することができます。

時計を身につけなく
ても休み時間がわか
るとうれしいな･･･

サクサビジネスホン PLATIAⅡ

「緊急地震速報」のご紹介

・地震発生時に大きな揺れが到達することを気象庁が事前に警告するものです

■機能概要
・PLATIAⅡをご利⽤のお客様には、無料で提供いたします。（ユーザー登録必要）
・全電話機から、音声通報し、さらにLCD画⾯に予測震度を表⽰します。
・既設放送設備に接続する事で、スピーカから⼀⻫通報できます。

■⼤きな揺れがくるまでの数秒〜数⼗秒にできること
・地震に備えて火の元を確認したり、揺れに備える事ができます。
・少しでも安全な体勢へ、より早く対応できます。
・放送の届かない場所、聴覚障害者にも光で地震速報を通知できます。
●旅館、病院、工場等【無警戒・弱者・危険作業】の必須設備
コピー機から離れて！
重い機械は滑り出して
くると危険です。

書類棚から離れて！
倒れてくると危険です。棚の
上から物が落ちてくることも。

ガラスから離れて！
割れると破片が凶器
になります。

システム構成
・主装置を既設放送設備とインターネットに接続します。

地震
発生

インターネット
気象庁

サクサ配信
サーバー

PLATIAⅡ主装置
ピロン、ピローン♪
緊急地震速報です。

予測震度を表⽰

主装置の設定で許容震度を設
定できます（震度4〜）
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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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ステラグループ株式会社
丸ごとパックであんしん

mini
ネットワークHDD（NAS）
HDL2-AA2W

2TB

1TB X 2ドライブ

※1

超高速
高性能デュアルコア CPUを採用

読込み速度
最大

MB/s

●NAS本体
I/O DATA製
HDL2-AA2W

パッケージ特別価格

●NAS本体にバックアップHDDと
無停電電源装置（UPS）がセット

3年オンサイト保守付き

¥158,000

＋

詳細につきましては弊社、
担当営業までお問い合わせください。
※上記価格には消費税は含まれません。
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※1

1TB HDD×2の構成となり実際の保存容量は0.8TB程度となります。

●バックアップ用HDD
I/O DATA製
HDJA-UT2.0W

●無停電電源装置(UPS)
OMRON製
BY35S

■リアルタイムでNASを監視する「Trend Micro NAS Security」 3年版ライセンスを標準添付
万が一ウイルスに感染した場合、複数のユー
ザーからアクセスがあるが故に被害の拡大を招
きかねない共有フォルダー。
HDL-AAWシリーズはウイルスの侵入をリアル
タイムで監視しているので、万が一ウイルス対
策の不⼗分なパソコンをネットワークに接続し、
ウイルス感染したファイルをLAN DISKに転送
した場合も、ファイルの駆除を実施します。
■ ハード・ソフト・サービスの「3つの安心」でビジネスをサポート
信頼性の高いハードウェアをは
じめ、毎日の運用を支援するソ
フトウェアからサービスまで、
ビジネスNASに求められる全て
の要素を万全の体制でしっかり
とサポートいたします。

従来モデルとの主な相違点
LAN
ポート

USB
ポート

同時接続
最大台数

履歴差分
バックアップ

クローン
レプリケーション

Active
Directory

TM
NAS

ログ
拡張

Apple
Share

暗号化

液晶

1

2.0 ｘ 2
3.0 x 1

16

○

○

○

◎
標準

×

△
対応
予定

○

×

2

2.0 x 2
3.0 x 2

50

○

○

○

○
有償

○

○

○

○

Stellar NAS mini

Stellar NAS

Stellar NAS用保守パックの主な内容
ステラグループ保守パックの主な内容

基本

ログインパスワード
NASの名前/ワークグループ名
IPアドレス/サブネット/デフォルトゲートウェイ/DNS/WINS
ユーザー作成 5件
共有フォルダ作成 3件（アクセス権含む）
バックアップスケジュール 1件
UPS設定
訪問設置（NAS本体、バックアップHDD、UPS）
梱包材などの片付け

オプション

ユーザー作成 5名追加
共有フォルダ作成 1フォルダ（アクセス権含む）
データ移⾏ /1単位50GB

基本

メーカー保守パックステラオンサイト保守 平日9-17時対応
ステラオンサイト保守 平日9時00分-17時30分対応

オプション

クラウド監視サービス
オンサイト定期点検サービス（1回）

ユースウェア

保守

※受付時間は平日9:00〜17:30とします（⼟⽇・祝祭⽇・年末年始休暇は除きます）
（受付時間により翌⽇対応になる場合もございますのでご了承ください。）

※本構成は機器の正常稼働および障害時の対応を保守するものであり、お客様のデータを保証するものではありません。
※機器の故障やお客様の過失などによるデータ喪失等につきまして、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
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最新の働き⽅トレンドを情報配信中！！
コミュニティーづくりにおける課題と、
エデュケーションという切り⼝

■現在のワークプレイスシェアリング事情

■コミュニティー形成にむけた動き

働き方改革が叫ばれる中、働く場所の選択肢はますます広がって
いますが、以前からコワーキングスペースやシェアオフィスといっ
たサービスは存在していました。
しかし急速な普及と市場拡⼤よって勢⼒図は⼤きく形を変え、い
まやワークプレイスシェアリングのあり方は大きく二極化している
ように思われます。
1．複数拠点型
外出時の隙間時間活⽤やテレワーク制度との利⽤を想定したタイプ
2．コンセプト重視型
そこでしかできないことや、特定のサービス提供を目的としており
、少数拠点運営で多く⾒られるタイプ

これら運営企業の多くが共通して⼒を⼊れていることに、独⾃
のコミュニティー形成が挙げられます。
コミュニテー形成の働きかけを⾏う担当者を配置したり、定期的
なイベントの企画や、近年では社内にコワーキングスペースや協
業スペースを設ける企業も多く存在しており、このような価値提
供は社外交流を求める企業にとって⼤きな魅⼒だ。
しかしそういった魅⼒的に⾒える取り組みが、実際にどの程度
まで実現できているかは注意して観る必要があります。
なかには成功事例ももちろんあるが、決して全てのコワーキング
スペースやシェアオフィスでコミュニティー形成がうまくいって
いるわけではないようです。

■日本特有のコミュニティー形成における２つの課題

■コミュニティー形成のためのエデュケーションというアプロー
チ
教育学習がコミュニティー形成の下地をつくる、潜在的にコミ
ュニティー形成を促進している可能性について下記が考えられま
す。
その1：学習がミッション共有の疑似体験になる
その2：より個⼈としての付き合いができる
その3：受け⼊れる姿勢が前提の交流となる

１．オープンになれない
待ってばかりではなく、⾃分から核⼼を伝えなければその魅⼒を
語ることは難しく、賛同してくれる人も少ないでしょう。
また、⽇本の商習慣の中で培われたセキュリティへの意識が、無
意識に⾃⾝の考えを披露する場を奪っている可能性もあります。
２．組織人VS個人
組織体⼒も⼈数も太⼑打ちができない個⼈は、時に組織⼈を警戒
してしまう事があります。
なぜなら、もし自身の考えやアイデアを簡単にひけらかせば、たち
まち飲み込まれ、気づいたらどこかで聞いたようなサービスがロー
ンチされているという事態を想像してしまう事があるからです。

記事の詳細はこちらから
https://www.workersresort.com/jp/culture/education_com
munity/

© 2018 FRONTIER CONSULTING Co.,Ltd. All Rights Reserved.
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PICK UP OFFICE

【特集】恵⽐寿・⽬⿊エリアのオフィス事情
ビール工場から商品を輸送する為の駅として誕生し、ビール
の商品名から名前が付けられた恵比寿駅ですが、現在では住み
たい街ランキングで常に上位にランクインする、お洒落で洗練
されたエリアのイメージが強いです。
以前は住宅街としての印象が強かった⽬⿊駅周辺ですが、現
在はアパレル系や、出版、外資系企業等が事務所を構えるオフ
ィス街としての側面が伸びてきています。
どちらのエリアも『お洒落』『スタイリッシュ』といった印
象がある為、感度の⾼い企業やスタートアップ企業に根強い⼈
気があります。

▲アルコタワー

▲恵比寿ガーデンプレイス

▲ゑびす像

PICK UP TREND

【新築ビル特集 1.渋谷】

N.Y.やロンドンなどの世界的大都市の中でも、東京は建物のスクラップ＆
ビルドのサイクルが早いのが特徴だと言われています。2020年のオリンピ
ック開催が決定し、そのサイクルが一層早まったようにも感じます。 その
東京の中でも今後10年で街の⾵景が最も⼤きく変わるのはおそらく渋⾕の
街かもしれません。時代時代でずっと変化してきた渋谷。
今回はこの渋谷の次世代へ向けた再開発を取り上げます。

渋谷再開発
・道玄坂一
丁目駅前地
区
南平台プロジェク
ト

渋谷スクラ
ンブルスク
エア

渋谷ストリーム

渋谷再開発
・渋谷駅桜
ヶ丘口地区

渋谷駅前竣工予定高層ビルマップ

18%
52%
20%
4%
3 3%
%
渋谷ストリームは地上35階、高さ
180mに及ぶ2018年秋竣⼯予定の⾼
層ビル。現在六本⽊ヒルズに⼊居中
のGoogleが14〜35階貸し切りで⼊居
予定ということも話題を呼んでいま
す。

渋谷スクランブルスクエア東棟は渋谷エ
リア最高となる高さ230mの超高層ビルで
、2019年に竣⼯予定。2027年に完成予
定の中央棟と⻄棟を合わせると合計床⾯
積は約7万㎡にも。ミクシィが入居予定。

情報・通信が18%と高い数字なのは、渋谷にはIT系企業が
多く、かつてシリコンバレーになぞらえてビットバレーと
呼ばれた所以を示しています。サイバーエージェントグル
ープやGMOグループ等、日本を代表する大手IT企業を目指
し、ベンチャー企業が集まってきています。
© 2018 FRONTIER CONSULTING Co.,Ltd. All Rights Reserved.
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卸・商社

12

http://www.stargp.jp
快適なオフィスで

20

ステラグループ株式会社
サクサクお仕事♪

オフィスの全てを扱う、ＯＡ機器の販売・メンテナンス会社

《営業》

全国トップクラスの

乗り出すなど、取扱商品の幅を広げな

高い技術力が強み

がら現在に至ります」と語るのは、代

ステラグループ株式会社は、コピー
機、複合機を中心に、オフィスで使う
アイテムの販売やメンテナンスを行う。

表取締役社長・川井昇氏。
同氏によれば、ステラグループの売
りはなんといっても技術力だ。

同社では他にも、オフィス環境の改善

「キヤノン主催の複合機メンテナンス

や、社内システムの構築、最近話題の

コンテストで、2017 年度の全国 1 位

ドローンまで扱っている。

を獲得するなど、全国トップクラスの

「当社はもともとキヤノン製複合機の

高い技術力を誇っています。お客様に

メンテナンス事業専門の会社として誕

安心して機器を使っていただけるのも、

生しました。その後 OA 機器販売にも

技術力あってのことです」

⬇仕事中の一コマ

強みの１つだ。

奨をいただくこともあります。ですが、
思っていた以上に商材の幅が広く、特

「当社では、社員をのびのび育てる環
境があります。魅力あふれる社員が
多く、お客様から愛されるタイプが集
まっていることも、当社の強みだと考
えています」
（川井氏）

に苦手なネット関係では、勉強の連続
ですね」
そう語る齋藤さんが、やりがいを感
じるのはどんな時だろうか。
「売れたこと自体ももちろん嬉しいの
ですが、それ以上に『この間導入した

売れた喜びより、

ものが役に立ってるよ』と言われると

役に立てた喜びを

嬉しいですね」
（齋藤さん）

齋藤香菜さんは、入社 2 年目。営業
担当として活躍中の若手社員だ。
「実家が大工で、建築関係に関心があっ
たため、オフィスの内装にも関われる
当社に興味を持ちました」

仕事の傍ら趣味でフットサルの公認
審判をしている齋藤さん。そちらでも
1 級ライセンスを目指し奮闘中だ。
「当社は、若手を応援し育成する社風
ですし、残業の抑制や休暇の取りやす

入社の決め手は、商材も顧客のター

さなど、ライフワークバランス面でも

ゲット層も幅広く、様々な人と関われ

制度を整備中。私も仕事と趣味を両立

ることで、人間的にも成長できるので

しつつ、社会人として成長していきた

はと考えたからだという。

いです。女性社員としても、後に続く

「入社後は、新規営業として 10 社ほど
開拓しました。仕入先メーカーから報

★経営陣に聞く★

代表取締役社長

川井 昇 氏

⬇社内の様子（本社）

Corporate DATA

魅力あふれる社員の存在も、同社の

⬇同僚社員

【創業・設立】
創業・1973 年 7 月
設立・1973 年 7 月
【資本金】
9,500 万円
【所在地】
◎本社
東京都文京区
後楽 2-3-21
住友不動産
飯田橋ビル 11F
【事業内容】
コピー・複合機を中心
と す る 各 種 OA 機 器 の
販 売・ メ ン テ ナ ン ス、
ネットワークを含む社
内システムの設計・構
築・運用管理ほか
【従業員数】
137 名
（2018 年 6 月時点）
※新卒 8 割・中途 2 割で、
40 代と 20 代の社員が多
く、30 代 は 少 な め。 経
歴は文系・理経など様々
で す。女 性 社 員 数 は 約
2 割で、今後は女性営業
を増やしていきたいと考
えています。

方のために環境を整えていければと思
います」
（齋藤さん）

長い目でみた「お付き合い」を重視しています
OA 機器販売やメンテナンスの業界は、売上至上主義の会社も多いのですが、当
社は創業以来 40 年以上、
「お客様と長くお付き合いすること」を第一に考え続けて
います。
「本当にお客様のためになることだけを提案する」をモットーとし、おか
げさまでリピート率も高く、東京・神奈川で 1 万 5 千社という顧客数を積み重ね
てきました。今後も 1 社 1 社のお客様を大切に、新たなチャレンジを続けていき
たいと考えています。
■ 発行︓財)東京しごと財団/東京しごとセンター・ヤングコーナー
■ 企画制作︓パーソナルテンプスタッフ(株)
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「働き方改革」

お役に立ちます

FAXの納期回答送ったはずなのに
「着いてない」って問い合わせが…
今日の送信リスト、また探さなきゃ
定時内に終わるかなぁ…
それ、
「FAXバックアップ」で解決します！
キヤノンの複合機「imageRUNNER ADVANCE」なら、
送信FAXも受信FAX※も、日付ごとにバックアップ！
送信OKかNGか、結果もわかるので安心です！
※受信時のバックアップは、別途「せいとんファクス」オプション(¥40,000)が必要です

日付

送信した
FAXを
自動保管

受信した
FAXを
自動保管

送信FAX保管
201605271819_0010_
キヤノン商事_C5535F_OK.pdf

受信FAX保管

日付
201605271219112233_
キヤノン工業_0522096022.pdf

キヤノンの複合機iR-ADV Gen3 2nd EditionはUser-Centricというコンセプトのもと、
お客様にとって一番使いやすい複合機を目指し登場いたしました。
日々お客様からいただく様々な「声」から実現した機能が多数備わっています。

キヤノンカラー複合機

imageRUNNER-ADVANCE Gen3 2 nd Edition
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ICカード作成に、新たな選択肢！

社員証や学生証ICカードを手軽で安価に作成可能
国内初※1 インクジェット印刷対応ICカード発売開始
ICカードの作成・印刷でこんなお悩みはありませんか？
昇華型方式のプリンターを使用している場合・・・

カードプリンタで
ICカード作成！！

・ ICカードの券面に印刷するだけなのに、専用機が必要だ・・・
・ 印字スピードが分速1〜2枚のため遅すぎる・・・
・ 個人情報が残る使用済インクリボンの廃棄に気を使う。リボン専用
シュレッダーの導入や溶解業者へ委託するのもコストがかかるし・・・

外注の場合・・・
・ 小ロットだと費用が高い上に、納期がかかる・・・
・ デザイン変更に⼿間と費⽤がかかる上に、変更が難しい・・・
・ 社員証や学生証を作成する場合、個人情報を渡す必要
がありセキュリティが心配・・・

労働時間の適切な管理、セキュリティ対策などの課題と、
ICカード作成・印刷時のお悩みを一挙に解決
インクジェット対応ICカードについて
キヤノン カードプリンター専用のICカードです。
標準価格：オープン価格
商品CD：3428V056
サイズ ：85.6mm X 54mm（クレジットカードと同様のサイズ）
⽤紙厚：約0.72mm
入り数 ：100枚/箱
IC種類：FeliCa Lite-S
備 考：券⾯に製造番号のレーザー刻印あり。
対応プリンター：カードプリンター CX-G6400/CX-G2400
＜特⻑＞
ICカードにボールペンで直接記入できます。また、シャチハタなどのスタンプの押印も可能です。
※ 製品の仕様上、こすれや引っかきによる傷がカード上に残ることがあります。
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※1 デスクトップ型インクジェットプリンターで印刷可能なFeliCa Lite-SタイプのICカードにおいて。2018年5月11日現在。 （キヤノンマーケティングジャパン調べ）

勤怠システムや複合機の印刷管理にも使用可能！
ICカードなら、インクジェット対応ICカードがおすすめ
※ ご利⽤の勤怠システムや各種システムが、FeliCa Lite-Sでの認証に対応している必要があります。

インクジェット方式のキヤノンカードプリンターで、ICカードを印刷すると！
超高速!

超安価!

枚数(分)

多用途で使える!

インクコスト(枚)

50〜70円
50枚
約2円〜

2.4枚
CX-G2400 昇華型方式
固定デザインで、カラー片面で分速
50枚の⾼速出⼒！また、ファースト
プリントも約7秒を実現。社員証な
どの再発⾏時にも待たせません。

入館証(プラ)

名刺(紙)

携帯カレンダー(紙)

昇華型方式
キヤノン
カードプリンター
キヤノンカードプリンターならカラー片
面印刷で約2円〜。1枚あたりのイン
クコストを安価に抑えることができます。

社員証や学生証を一括で作成する
繁忙期以外の時期も、名刺や⼊館
証など様々な用途で活用可能です。

簡単メンテナンス

極小文字もきれい

情報漏えい防⽌

インクの交換

インクジェット方式だから、熱転写イン
クリボン方式のようにリボンに個人情
報が残りません。だから、個人情報
の情報漏えい防⽌はもちろん、使用
済みインクリボンの廃棄の手間や廃
棄コストの削減にも繋がります。

社員証(IC)

メディアセット

インクの交換は、家庭用インクジェット
プリンターの感覚でかんたんに作業可
能。カードのセットも、皮脂や埃に気
を使いカード券面に触れないように意
識する必要がある昇華型⽅式と⽐
較し、それほど気を使う必要がありま
せん。

キヤノンカードプリンターは、解像度
1200dpiを実現。名刺や社員証で
よく使われる極小文字もシャープに印
字可能です。

※1 デスクトップ型インクジェットプリンターで印刷可能なFeliCa Lite-SタイプのICカードにおいて。2018年5月11日現在。 （キヤノンマーケティングジャパン調べ）

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。
カードプリンター ホームページ

canon.jp/cardprinter
キヤノンお客様相談センター カードプリンター

050-555-90064

●お求めは信用のある当社で

お問合せは・・・
ステラグループ各営業担当までお願いいたします。

2018年6月現在
© Canon Marketing Japan Inc.
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ステラグループ株式会社
〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル11F
TEL：03-5804-8787 FAX：03-5804-8785
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「ぴ か っ と 光 っ て 一 番 目 立 つ！ 内 照 式 エ ア サ イ ネ ー ジ。ピ カ イ チ く ん 登 場！」

形状もオリジナル！
空気封入型（エアバルーン）なので
軽量で形状に自由度があります。

動画配信中！
日中と夜間の
設置イメージ動画を
用意いたしました。
ご確認ください！

この製品は（公財）東京都中小企業振興公社ニューマーケット開拓支援事業 の支援対象品です
製品スペック

【素材】本体：ポリウレタンビニール（UVインクジェットプリント）/ ベース：スチール 重量約12kg【仕様】LED内照式 / 電源アダプタ
（100V）※ロック式キャスター付
【防水型 ACアダプタ】
・AC 100V ‒ DC12V 2A , AC側 VCTF=3m-DC=20cm ・本体接続用ジャック
（キャップ付）
・PSE証明書：入手済・電源プラグ：トラッキング対策済（※ACアダプタは付属品です。設置時に台座への搭載をお願いします。)
【LED寿命】平均寿命時間 40,000時間 / 寿命9.1年（12時間点灯での計算）
【製品保証】購入後 １年間

ステラグループ株式会社
〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル11F
TEL：03-5804-8787 FAX：03-5804-8785
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StellarLink 隔月連載 第35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！！

「Thunderboltインターフェース」について
Mac bookやiMacなどApple製のパソコンをご利⽤のお客様も多いかと思います。
今回はMacで採用されている「Thunderbolt(ｻﾝﾀﾞｰﾎﾞﾙﾄ)」インターフェースにつ
いてお話したいと思います。

Appleが採用してきたインターフェース
普段からMacをご利⽤の⽅には当たりまえかも知れませんが、Apple
が採用してきたインターフェースの歴史からご説明したいと思います。

FireWire 400(IEEE1394a)

現在AppleはMacにThunderboltインターフェースを採用しています
が、以前はFireWire(ﾌｧｲﾔｰﾜｲﾔｰ)インターフェースを搭載していました。
こればAppleが提唱しソニーやIBMと共同開発した物で、正式には
IEEE1394(ｱｲﾄﾘﾌﾟﾙｲｰ1394)と呼ばれる規格です。
Appleはこれを「FireWire」と呼び、ソニーは「i.LINK(ｱｲﾘﾝｸ)」と呼
び⾃社製品に採⽤して⾏きました。

FireWire 800(IEEE1394b)

また、FireWireは転送速度により以下の様な種類がありましたが残
念ながらコネクター形状は異なっていたため、機器の使いまわしには
変換アダプターが必要となっていました。

規格名

製品名

転送速度

IEEE1394a

FireWire 400

400Mbps

IEEE1394b

FireWire 800

800Mbps

当時一般的だったUSB2.0の
転送速度は480Mbpsでした

Thunderboltインターフェース登場
Thunderbolt および
Thunderbolt 2

特許問題の多かったFireWireを尻⽬に特許使⽤料が無料のUSBが
シェアを獲得していき、USB3.0(転送速度:5Gbps)が登場すると、
FireWireは一気に廃れていきました。
そこでAppleはインテルと共にMini DisplayPortと同じコネクター
形状で下位互換を持ったThunderboltを共同開発しました。
現在Thunderboltは第3世代まであり、図の様にThunderbolt 3と
それより前では形状が異なります。
ただし、変換アダプター等を利⽤することにより機器を継続して使
うことができるため必要に応じご検討ください。
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Thunderbolt 3

インターフェース名

Thunderbolt

Thunderbolt 2

Thunderbolt 3

USB-C

転送速度

10Gbps

20Gbps

40Gbps

20Gbps

コネクター形状

Mini DisplayPort

USB-C

「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！！
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Windows Vista
Windows 7
Windows 8/8.1

2022

2023

2024

2025

2020年1月14日
延⻑サポート終了

延⻑サポート
メインストリーム
サポート

Windows 10

延⻑サポート

メインストリーム
サポート

延⻑サポート

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。

メインストリームサポートと延⻑サポートの違いは？
メインストリームサポート
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。

製品発売から最低5年間提供
・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
延⻑サポート

メインストリームサポート終了後
5年間提供
・セキュリティ更新プログラム

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。
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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
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

 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

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
©Canon Marketing Japan Inc.
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Ver.1.0-20140404

お客様の“声”を
お聞かせください
平素はキヤノン複合機をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
インターネットによるアンケートを通じて、より一層のサービス向上の
ために、改善活動に取り組んでおります。
今年もぜひお客様の貴重なお声をお聞かせください！
また、ご回答いただきますと、お客様にかわって
キヤノンマーケティングジャパンが自然再生活動に取組む
社会貢献活動「未来につなぐふるさとプロジェクト」で協働する
各地のNPOへ10円を寄付致します。

実施期間

4月中旬～11月末

アンケートにご回答いただいた方の中から抽選でプレゼント！
一眼レフカメラ
EOS Kiss レンズキット
※EOS Kiss X9iレンズキット

キヤノンオリジナル
今治タオルセット

5名
お手元にハガキが
届きましたら
記載のURLへ
アクセスしてくださ
い

1,000名
●お問い合わせ先●

「未来につなぐふるさとプロジェクト」の詳細はこちらへ

canon.jp/furusato-p
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ライブオフィス見学開催中！

堅牢タブレットＰＣ ＺＥＲＯＳＨＯＣＫシリーズ
多機能ビジネスフォン SAXA 「PLATIAⅡ」
面倒な経費精算を効率化「ＭＦクラウド経費」のご紹介
データ保管をスマートに「ＳｔｅｌｌａｒＮＡＳ ｍｉｎｉ」
最近の働き方トレンド＆オフィス事情のご紹介
ステラグループ会社紹介
ホームページフルリニューアルサービス これからのＷｅｂ対策
Ｃａｎｏｎ複合機で「働き方改革」 FAXのバックアップ
インクジェット対応でお手軽にＩＣカード作成
ダイキンスポットエアコン 「クリスプ」のご紹介
ピカッと光って一番目立つ！ 内照式エアサイネージ 「ピカイチくん」
隔月お役立ち情報 第35回「Thunderboltインターフェイスについて」
Ｗｉｎｄｏｗｓのサポート期間について
Ｃａｎｏｎ複合機 ネットアイサービスのご紹介
お客様アンケートのお願い

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。

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。
この度、
東京しごとセンターさまご発行の企業紹介冊子「TOKYOシャイン」に
弊社及び弊社社員をご掲載いただきました。
その記事を今号の12・13ページに転載させていただいております。
ぜひご一読賜りたくお願い申しあげます。

代表取締役社長 川井 昇

また、現在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聴かせくださいませ。
何卒よろしくお願い申しあげます。

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

ホームページ

facebook

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
立川オフィス
三鷹オフィス
神奈川オフィス

twitter

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
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
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
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