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オフィス施⼯事例
株式会社ラクスパートナーズ 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！

キレイで気がきくロッカー コクヨ「Ｃｆｏｒｔ」
業務課題改善の最前線！キヤノン業務センターオフィスツアー

■商品情報

多言語対応の映像通訳サービス「みえる通訳」
低コストで高速・セキュアな拠点間接続「ＮＵＲＯ Ｂｉｚ」ほか

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/ＰＣ編
第37回「クラウドストレージ」



解決！ 明るいカラーリングこんなことに困って
いませんか？

 汚れていて、暗い印象

 入れにくく、使いづらい

朝からモチベーションUP

 小物やブーツも
ラクラク収納

こんなことに困って
いませんか？ 解決！

空間イメージで選べるカラー

！
で

にしませんか

¥97,700（税抜）

シーフォート

3人用ロッカー扉W300

お問い合わせは・・・
ステラグループ各営業担当まで
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総務負担を軽減！
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■東京：ワークスタイリング STAY
三井不動産が運営するワークスタイリング

『オフィスは今、「場所」から「ツール」へ進化する。』をコンセ
プトに全国33拠点（2018年10月10日現在）でオフィスサービスを
提供しています。

その中でも宿泊が出来るのが、東京都港区東新橋に拠点を置くワ
ークスタイリング STAY 汐留イタリア街。
出張時に忘れがちなスマホの充電器の他にも、キーボードやマウス
まで貸し出ししており、痒いところに手が届くサポート体制がしっ
かりしています。
契約法人の従業員限定で宿泊可能です。

ワークとライフの両⽅を楽しむ！
宿泊できるホテル併設型のコワーキングスペース特集 2018年国内編

■福岡：The Company キャナルシティ博多前店
福岡市博多区に国内一号店を構えるThe Company キャナルシ

ティ博多前店。1Fのコワーキングスペースの上階には、日本初の
IoTスマートホステル「THE LIFE」が併設されています。

なんといってもオシャレなのが、ラウンジスペースとバーカウ
ンター。階段の吹き抜けに面していることもあり、とても明るく
開放感があります。

The Companyは国内２拠点に加え、フィリピンのセブ島やタ
イのバンコク、ハワイのホノルルにも拠点を持つなど、日本企業
が提供するコワーキングスペースを海外で使える点は、⽇本⼈利
用者的にはとても安心ができますね。

最新の働き⽅トレンドを情報配信中！！

■⼤阪：モクシー⼤阪本町
マリオット・インターナショナルが昨年2017年11月に東京の錦

糸町と、大阪の本町に開業したのがモクシー・ホテルです。
モクシー大阪本町はオフィスビルを改装してつくり込まれており、
モクシーブランドの世界観が空間全体のデザインに反映されていま
す。

共用部であるロビーやラウンジには、シチュエーションに応じて
利⽤できるスペースが多く設けられており、集中したいときやリラ
ックスしたいときなど、気分によって使い分けることができます。

2020年秋には同じく⼤阪の北区にモクシー⼤阪新梅⽥を開業す
る予定で、モクシー大阪本町の155室を大幅に超える全288室の客
室が用意されるとのことです。

■京都：The Millennials
ホテル名にもなっているミレニアル世代とは1980年から2000

年代初頭に⽣まれた世代で、デジタル化された環境、インターネ
ット環境の上で生活しているのが当たり前であるミレニアル世代
向けに作られたのがThe Millennialsです。

京都河原町三条に構える1号店は多くの海外旅⾏客が利⽤して
おり、ホテルロビー・ラウンジに併設されたコワーキングスペー
スでは多様な文化を感じながら、仕事をすることが出来ます。

記事の詳細はこちらから
https://www.workersresort.com/jp/style/hotelandcowork/
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PICK UP OFFICE 【特集】五反田・大崎エリアのオフィス事情

▲ゲートシティ大崎ウエストタワー

▲⼤崎駅連絡通路

▲五反田駅

五反田と言えば以前は歓楽街のイメージが強いエリアですが、
五反田・大崎はもともと電気・通信系メーカーが集積するエリア
でしたが、今年7⽉に「五反⽥バレー」が設⽴されたことを発端と
してITの街・スタートアップの街として知名度が上がってきまし
た。

大規模開発の結果、情報・IT系企業が集積するエリアへと変貌
を遂げた⼤崎駅ですが、⻄⼝⽅⾯には⼾建住宅や学校があり、昔
ながらの街並みも残っています。
どちらの駅もアクセス⾯で優れていながら、賃料相場がリーズ

ナブルなため幅広い企業に人気があります。

渋谷：プレミア道⽞坂

2.交通アクセス
●また、交通の便が良いのも⼤きなメリットの1つです。品川駅まで
JR山手線を使うと2駅で、⽻⽥空港や成⽥空港へのアクセスも良好で
す。また渋谷駅にも3駅と近いため、渋谷駅徒歩10分で坪単価
35,000円のオフィスを借りるよりも、五反田駅2分で単価の安い五反
田オフィスに入る方がかえって時間・コスト両方でのメリットが大き
くなるでしょう。

3.企業間交流が盛ん
●そのような利点にいち早く⽬を付けたベンチャー企業の集まる街と
して、自然発生的にスタートアップ企業の人事・広報等の勉強会や交
流会が開かれているといいます。街を歩いているとすれ違う若⼿は皆
ベンチャーという空気感が気に入って五反田を本拠地とする企業も多
くなっています。前述の「五反田バレー」の施策の一部として、品川
区と提携した広報・採用イベント等も開かれる予定です。

●そんな五反田駅ですが、ここ1~2年で注⽬され始め⼈気も急上昇し
ているため、早くも空室の減少や賃料⾼騰の予兆が⾒られます。五反
⽥エリアの魅⼒を感じたくなった⽅は是⾮お早⽬のご検討を！

都内のベンチャー企業の間で今注目を浴びているのが品川区の五反
田駅。元々は歓楽街の印象が強かった街ですが、渋谷の「ビットバレ
ー」に次ぐ「五反田バレー」としてIT系スタートアップ企業の集まる
街に変貌を遂げています。
2018年7月25日には代表的な五反田のベンチャー6社により「一般社
団法⼈五反⽥バレー」が発⾜されました。⾃治体の品川区・地元⾦融
機関と提携した資⾦調達など新興企業誘致のための⽀援策が打ち出さ
れ、ITベンチャーの集積地として今後の更なる発展が期待されていま
す。今回は、そんな五反⽥駅が愛される理由をご紹介します。

1.賃料の安さ
●まず五反⽥の魅⼒は、何と⾔っても賃料が安いという点です。ベン
チャー企業に⼈気の渋⾕や六本⽊エリアは、好景気によるオフィス空
室の減少という市況も相まって賃料の⾼騰がますます顕著になってい
ます。その点五反田は駅近で同等のビルグレードを確保しつつ、渋谷
のような人気エリアと比較して月々の家賃を30%〜50%抑えること
が可能です。その分内装にお⾦をかけて企業の⾊を全⾯に押し出した
オフィス作りを⾏ったり、⼈材登⽤や新規事業展開に資⾦を回して合
理的な成⻑を図る企業も増えてきています。

PICK UP TREND 【ベンチャーの街 五反田特集】
五反田：オフィスT&U

＜目安坪単価＞
@16,000円
（共益費込・税別）

＜コメント＞
U字型の目を惹く外観が
特徴的な、綺麗なガラ
ス張りのオフィス。五
反田駅より3分と⼤変便
利です。

住所 東京都品川区東五反田1-10-10
竣工 1989年9月
基準階 58.61坪
交通 五反田3分、⾼輪台8分

＜目安坪単価＞
@27,000円
（共益費込・税別）

＜コメント＞
賑やかな道玄坂エリア
ですが、落ち着いた⾼
級感があります。出世
ビルとしても名高い、
縁起の良い物件です。

住所 東京都渋谷区道玄坂1-18-3
竣工 1991年6月
基準階 98.76坪
交通 渋谷駅6分、神泉駅5分

▲五反⽥・渋⾕の賃料を似た条件の物件で⽐較してみました。
渋谷よりも、五反田の方が約40%程も安くなることが分かります。
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ご不明点は、弊社営業担当まで
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hidekazu.nakahana


hidekazu.nakahana

ご相談は、弊社営業担当までご連絡ください！

hidekazu.nakahana


hidekazu.nakahana


hidekazu.nakahana
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弊社営業担当までご連絡ください︕
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弊社営業担当までご連絡ください︕
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クラウドストレージとは

インターネットを利用したデータファイルのお預かりサービスです。
インターネット環境さえあれば利用でき、パソコンやスマートフォンなどの機器で時間や場所を問わずアクセ
スすることができるようになります

クラウドストレージのメリット

■ 時間や場所を問わないアクセス

■ ファイルの共有と共同作業

■ 運用・メンテナンスの負担を削減

代表的なクラウドストレージサービス

Office365同梱のストレージサービス「SharePoint Online」

SharePointとは SharePoint Onlineでのデータ共有

第37回 ークラウドストレージについてー
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2400
dpi

プレゼン資料

販促チラシ 報告書・会社案内

32beam

お客様へ好印象を与える、
高精細・高画質なプレゼン資料に
仕上がります。

32本のレーザーが彩る
「高精細な2400dpi」

小さなグラフの細線も読みやすく
綺麗に再現することができます。

拡大イメージ

セミナー資料

大量部数のセミナー資料もすぐに
仕上げることが可能。作業効率を
大幅に改善できます。

見栄えの美しい中綴じされた
セミナー資料をすぐに用意できます。

大量部数を短時間に処理する
「毎分65枚出力の高生産性」

100枚ステイプルと
25枚中綴じステイプルが可能な
「中綴じフィニッシャー・W1」※

ステイプルイメージ

中綴じ
製本

imagePRESS史上最高レベルの高画質により、
新製品やセミナーのコンセプトにあわせた
きめ細かい販促チラシを作成できます。

内製化により、必要な時に必要な数を
すぐに印刷できます。

用紙に応じた
最適な光沢感を実現
「グロスコントロール機能」

高画質

コート紙
普通紙

マットコート紙

コート紙、マットコート紙、凹凸のある
エンボス紙など幅広い用紙に対応することで、
高級感のある仕上がりを実現します。

特殊な用紙や封筒、郵便ハガキなどにも
高品位な出力を実現した柔軟な「用紙対応力」

3つ折りの会社案内など
用途が広がります。

用紙
対応力

65枚
毎分

※オプションです。

最大30インチまで可能な
「長尺自動両面印刷」

⾼耐久、この⼀台で解決！

年内台数限定で特別条件にてご案内中！！
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いつもお世話になっており、誠にありがとうございます。
ステラグループ株式会社代表取締役社長の川井昇でございます。

今月の私からのお奨めページは、4ページ、5ページでございます。
「キヤノン業務センターオフィスツアー」についてご紹介しております。
キヤノンマーケティングジャパン幕張事業所が、
実際に抱えていたファックス受注業務における課題を
どのように改善したかオフィスツアーを通してご見学いただくことができます。

お客さまのオフィス環境を改善につながるヒントの一助となれば幸いに存じます。
ぜひ記事をご一読いただき、ご興味がございましたら、
弊社担当者までお知らせくださいませ。
何卒よろしくお願い申しあげます。

ここに来て、急に冷え込んで参りました。
お客さま皆さま方におかれましては、くれぐれもご自愛の程、祈念申し上げます。

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12月号 2018年11月20日発行

#95 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、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 キレイで気がきくKOKUYOのロッカー「Cfort」
P 4 Canonのオフィスツアーのご紹介
P 6 最近の働き方トレンド情報
P  8 SkypeforBusinessはTeamsへ移行します
P10 NUROBizで低価格で高速な拠点間通信！
P12 ビジュアルコミュニケーションシステム「LiveOn」
P14 全業種対応 アグサスの工事原価管理
P16  多言語映像通訳「みえる通訳」
P18 PCお役立ち情報 第37回「クラウドストレージ」
P19 高耐久・高性能複合機 CanonimagePRESSのご紹介


