
2019

2
#97

オフィス施⼯事例
株式会社ネオキャリア 様 新宿サテライトオフィス
施工 フロンティアコンサルティング

■イチ押し！

紙文書のやりとり・整理をクラウドに ｕｎｉＦＬＯＷＯｎｌｉｎｅ
お得なプライスとうれしい特典 エプソン「お得祭り２０１９」
キヤノン幕張事業所 オフィスツアーのご案内

■商品情報

ブランコのように座面と背面がスウィング！イナバのチェア「Ｓｗｉｎ」
回線までステラにおまかせ「スターライトひかり」

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/ＰＣ編 第38回「ＣＰＵについて」



□社内サーバーは、社外からアクセスできない

□送信可能なメール容量に制限を設けている

□外出が多い

□紙で申請・運用している書類がある

◆それはどんな書類ですか？(あてはまる書類すべて選択してください)
□物品購入申請 □稟議書 □休暇申請 □出張申請 □領収書 □その他( )

□上司への申請・報告書類は、不在時に机に書類を置いておくことがある

□過去、書類を紛失したり⾒失ったりしたことがある

紙⽂書のやりとり・整理に
クラウドに直接保存・管理を

始めませんか？

クラウドストレージサービスをご利⽤またはご検討のお客様

ひとつでも当てはまったなら、裏⾯へ

当てはまるものにチェック！

社内にある紙⽂書、効率よくクラウドストレージサービスへ
スキャン・保存する⽅法、お教えします！

PC端末などにスキャンデータが放置されたままになってしまい、クラウド
サービスでの運⽤・管理が徹底できない、なんてもったいないですよね。

せっかくクラウドストレージサービスを導入しても・・・

紙⽂書の運⽤・管理は、意外にできていない？！
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紙⽂書をスキャン！
uniFLOW Onlineでクラウドに直接保存

imageRUNNER ADVANCE＋uniFLOW Online

製品に関する情報はこちら

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

■uniFOW Online 概要ページ

https://cweb.canon.jp/software/document/lineup/uniflow-online/index.html

2018年9月現在

■お求めは信用のある当社で

クラウドストレージへ直接スキャン

①スキャンアイコンを選択
②保存先のクラウドサービス

アイコンを選択

uniFLOW Onlineを使用すると、複合機から直接クラウドサービスへのスキャン送信ができます。
複合機の画面上では、プレビュー画像の確認だけではなく、ページの削除/回転、スキャン画像の解
像度などの変更が可能です。また、クラウドストレージの送信先フォルダの選択ができるので、PC
でフォルダ間の移動や整理をする⼿間がありません。

多彩なファイル形式に対応 認証システムとの連携
※ご利⽤には各クラウドサービスとの契約が別途必要です。

スキャン時に、TIFFやPDFだけではなくWordや
ExcelなどのOffice文書に変換できます。例えば
資料作成の負荷を低減し、お客様の業務効率UP
に貢献します。
また、高圧縮PDFにも対応。データ容量を縮⼩
できるので、ストレージ容量を軽減します。

③プレビュー画面で確認
④保存先のフォルダ

を選択

社内・社外で
閲覧・共有が可能

※uniFLOW Online以外の認証システムをご使用の場合、認証システム上の「ユーザー名」
とuniFLOW Onlineの「ユーザー名」を一致させる必要があります。
※認証システム連携可能な機能はスキャン機能のみとなります。uniFLOW Onlineの印刷機
能/集計レポート機能はご利⽤いただけません。

お客様の使い慣れたログイン方法で、
そのまま操作できます。

高圧縮PDFにも対応！

ICカード認証
（MEAP）

シンプルログイン
（iR-ADV標準機能）

または

■操作手順

【対応ストレージサービス一覧】

iR-ADVを導入済
のお客様

・Google Drive
・OneDrive
・Evernote

・Dropbox
・SharePoint
・Concur
※2018年4Q（10⽉〜12月）
より対応予定

商品名 標準価格 備考
uniFLOW Online スターティングパック 5,000円 初回契約時

uniFLOW Online Basic Scanning 10users Pack 10-90 1,050円／月額※1 90ユーザーまで同一価格

uniFLOW Online Basic Scanning 10users Pack 100-240 820円／月額※1 240ユーザーまで同一価格

uniFLOW Online Advanced Scanning 10users Pack 10-90 1,950円／月額※1 90ユーザーまで同一価格

uniFLOW Online Advanced Scanning 10users Pack 100-240 1,520円／月額※1 240ユーザーまで同一価格

ステラグループ株式会社

ご相談は営業担当へご連絡
ください。
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ワークスタイルチェア

[スウィン]

イ ナ バ 新 製 品
2019 Inaba New Chair

専用カタログをご用意しております。

デザイン監修：奥山清行氏

動かしやすい構造(かたち)
動かしたくなる機構(しくみ)

Swinのスウィングは
ワイガヤにリズムを与えます。

思考のスイッチON/OFFを社内検証

執務エリアや会議室など、
あらゆるシーンに溶け込みます。

業界初！5本脚ネスティング

-Design- -Swing- -Comfort & Health-

-Creation- -Work Place Design- -Flexibility-

アームレストの
頂点を軸に、

座と背が
ぶら下がっています。

デスクワークの際にキーボードなどが使い易い“前傾
姿勢”と、リラックスできる“後傾姿勢”に注目し、作業
中の身体の動きに追従してチェアの座と背のポジショ
ンが自由に変化するスウィング機能を施しました。
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■製品ラインナップ
タスクタイプ

ミーティングタイプ

メッキレザータイプ

ホワイトフレーム
/ブラックフレーム

定価 ¥78,600-

ホワイトフレーム
/ブラックフレーム

定価 ¥67,000-

■タスクタイプ

定価 ¥147,500-
■ミーティングタイプ

定価 ¥148,000-

カラーバリエーション 3月1日
より

発売！
ご予約受付中！

ご相談は弊社営業担当までご連絡ください︕
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お得なプライスとうれしい特典が続々。

今だけお得な「お得祭り2019」をご案内します！

他にも機種を準備しております。お問合せ下さい！

■受付期間：2019年3月28日（木）まで
※2018年12月13日（木）～2019年3月29日（金）納品分まで

※受付期間内にご注文いただいても3月29日（金）までに納品できない可能性があります。

※本キャンペーンの商品は、ご注文状況などにより、予告なく販売を終了させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

ビジネスインクジェットLモデル

型番：PX-M886FL
A4カラー複合機：無線LAN・ファクス対応・ADF機能付き

オープンプライス

販売価格：109,980円（税別）

特典

保証期間
3年に延長

エコタンク搭載モデル

型番：EW-M670FTW
A4カラー複合機：無線LAN・ファクス対応・ADF機能付き

オープンプライス

販売価格：54,980円（税別）

特典

保証期間
3年に延長

ビジネスインクジェットLモデル

型番：PX-S381L
A4モノクロプリンター：無線LAN対応

オープンプライス

販売価格：79,980円（税別）

特典

保証期間
3年に延長

【保証延長キャンペーン】
■キャンペーン対象購入期間：2018年12月6日（木）～2019年3月28日（木）
■応募期間：2019年4月15日（月）当日消印有効
■本キャンペーンに関するお問合せ

エプソン「お得祭り2019保証延長キャンペーン」事務局
ＴＥＬ：0120-633-265 ※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

ホームページ：ｅｐｓｏｎ.ｊｐ/ｏｔｏｋｕ/
お問合せ期間：2018年12月6日（木）～2019年4月26日（金）
お問合せ対応時間：9:00～18:00 土・日・祝日、エプソン指定休日除く

個人情報の取り扱いについて

お客様の個人情報は、キャンペーンのお申し込み受付、確認、および専用延長
保証書の発送、製品向上等を目的に使用させていただきます。また、これらの業
務を委託するため、エプソンから業務委託先にお客様の個人情報を委託させてい
ただきます。あらかじめご了承ください。

エプソンの個人情報の取り扱いについては、エプソンのホームページをご確認くだ
さい。epson.jp/privacy/

エコタンク搭載モデル

型番：PX-S160T
A4モノクロプリンター：無線LAN対応

オープンプライス

販売価格：19,980円（税別）

特典

保証期間
3年に延長

エプソン「お得祭り２０１９」のご案内
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「お得祭り２０１９」の詳細については、エプソン ホームページ（epson.jp/otoku）ご覧ください

プロジェクター：ベーシックモデル

型番：EB-W05C0
明るさ：全白・カラー3300lm / リアル解像度：WXGA

オープンプライス

販売価格：64,980円（税別）

特典

ソフトキャリング
ケース付！

大判プリンター

型番：SC-T315NC0
A1Plus対応 / CAD,POP・ポスター向けモデル

オープンプライス

販売価格：138,000円（税別）

カラーレーザープリンター

型番：LP-S7160C0
カラー：約30枚/分※1 モノクロ：約30枚/分※1

※1：印刷スピード[枚（ページ）/分]はA4普通紙、連続印刷時。用紙の種類や

サイズ、連続印刷動作によって印刷スピードが低下することがあります。

オープンプライス

販売価格：44,980円（税別）

プロジェクター：モバイルモデル

型番：EB-1785WC0
明るさ：全白・カラー3200lm / リアル解像度：WXGA

オープンプライス

販売価格：158,000円（税別）

特典

モバイルスクリーン
添付！（80型）

大判プリンター

型番：SC-T3255C0
A1Plus対応 / POP・ポスター向けモデル

オープンプライス

販売価格：199,980円（税別）

特典

専用スタンド＋
24インチマットロール紙

＜薄手＞付き！

ディスク デュプリケーター

型番：PP-50-1C0
CD/DVD対応モデル / 高画質レーベル印刷

オープンプライス

販売価格：166,980円（税別）

高画質のレーベル

印刷とデータ書き込み
が可能なディスクデュ
プリケーター。
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問い合わせ窓口が煩雑で
どこに電話したらいいのかわからない

料金プランが多くてわかりにくい

回線料金と接続料金の支払いが別で管理が面倒

このようなお悩みをステラグループの

光コラボレーション が解決！

1

お客様のご利用環境に合った最適な料金プランを
ご提案致します！3

スターライトひかり + スターライトひかりネットご利用なら
契約・サービスのお問い合わせ窓口と請求が一本化され、
支払管理もスッキリわかりやすくなります！

2

おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

NTT東日本・西日本の品質そのままで
ご利用料金がお安くなります！※ご契約内容にもよります

ステラグループ株式会社

本 社 03-5804-8787 立 川 042-525-2146
三 鷹 0422-52-8351 神奈川 045-651-7421
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フレッツ光をご利用のお客様が契約内容をそのままに、事業者が提供するインターネットに
移行することを「転用」といいます。

NTT東日本・西日本が提供している「フレッツ光」の提供を各事業者が受け、NTT東日本・西日本の品質
そのままで各事業者のサービスをプラスしたものを「光コラボレーションモデル」といいます。

ステラグループが取り扱わないオプションサービスはNTT東日本・NTT西日本との直接のご契約となります。

光コラボレーションについて

お客様
これまで
NTT東⽇本・⻄⽇本
(フレッツ光)

スターライトひかり
NTT東⽇本・⻄⽇本
(フレッツ光)

お客様
ステラグループで
受付・対応/

サービスを追加し
請求・お支払いまで
ワンストップでご提供

転用とは

NTT東⽇本・⻄⽇本 お客様
⼯事は不要・
簡単なお申込で
お安くお使い
いただけます

ステラグループで
受付・対応/

サービスを追加し
請求・お支払いまで
ワンストップでご提供

光回線の提供

料金表

契約料 新規契約⼿数料
転⽤契約⼿数料

¥800
¥1,800

工事費
派遣工事

（配線工事を実施する場合）
スターライトひかりファミリータイプ ¥18,000
スターライトひかりマンションタイプ ¥15,000

派遣工事
（配線工事を実施しない場合）

スターライトひかりファミリータイプ ¥7,600
スターライトひかりマンションタイプ ¥7,600

「スターライトひかり」初期費用

※上記料⾦は標準的な⼯事費です。⼯事内容により別途追加料⾦が発⽣します。 ※ひかり電話も工事費が発生しますが、詳細は営業担当までご相談ください。

月額

スターライト
ひかり

スターライトひかり
ファミリー 最大100Mbps ¥4,300〜

¥4,400〜スターライトひかり
ファミリー・ハイスピード

最大 概ね1Gbps ¥4,500〜スターライトひかり
ファミリー・ギガ

最大100Mbps ¥2,700〜スターライトひかり
マンション

下り：最大200Mbps
上り：最大100Mbps ¥2,700〜スターライトひかり

マンション・ハイスピード

最大 概ね1Gbps ¥2,800〜スターライトひかり
マンション・ギガ

プロバイダ
¥1,200〜（2ヶ⽉無料！）スターライトひかりネット

動的IPアドレス

下り：最大200Mbps
上り：最大100Mbps

※この料⾦は2017年8月25日現在のものです。

別途ご相談くださいスターライトひかりネット
固定IPアドレスプラン
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弊社営業担当までご相談ください︕

11

hidekazu.nakahana
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CPUとは

CPUは「Central Processing Unit」の略で、プロセッサーとも呼ばれる部品です。
CPUの役割はコンピュータの制御や演算、情報転送などを司ることで、しばしば
人間の脳に例えられます。それだけ重要な部品という事です。

Core iシリーズのラインナップと世代

■ Core iシリーズの主なラインナップ

PCの処理速度を上げるには？

第38回 －CPUについて－

intel Core iシリーズには主に下記のようなラインナップがあり、それぞれ特徴があります。
パソコンをご購入される際は、自分の用途に合ったCPUを選択するようにしましょう。
また世代によっても性能や値段は違いますので、量販店などでパソコンをご購入される際には注意が必要です。

名前 Core i3 Core i5 Core i7

特⻑
・比較的安価
・基本的な作業には
十分なスペック

・大抵の処理はこ
なす万能型
・標準的なスペック

・高い処理能力
・ハイエンド向け

最適な
用途

・メールチェック
・WordやExcel など
負荷の少ない作業

・ネットで動画視聴
・簡単な画像編集

・動画のエンコード
・Photoshopなどで
画像編集

■ Core iシリーズの世代

間違いではありませんが、一概に正解とも言えません。
CPUだけがハイスペックでも、他の部品のスペックが低いと効果が小さいからです。
高速なパソコンを実現させるためには、全体のバランスが重要なのです。

8

要はハイスペックなCPUを搭載させれば、パソコンは高速にできるということ？
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PICK UP OFFICE 【特集】新宿エリアのオフィス事情

▲バスタ新宿

▲新宿アイランド前

▲新宿警察署裏交差点

新宿駅といえば、日本有数のターミナル駅として有名です。
2016年には駅直結でバスやタクシーの乗降場を集約させた「バ
スタ新宿」も稼働を開始して、さらにアクセス⾯で便利になり
ました。
他に新宿でイメージされるものといえば、⻄新宿の超⾼層ビ

ル群があげられます。ビル群は特定街区に指定され、1970年代
から現在に⾄るまで多くの⾼層ビルが建造され、現在の⻄新宿
のイメージが形成されています。
大型物件だけでなく中小規模の物件もありますので、アクセ

ス⾯を重視した企業や、⼈が集まる⽴地にオフィスを構えたい
サービス業の企業から根強い人気があるエリアです。

宿エリア

JR新宿ミライナタワー
基準階面積 約690坪

新宿三井ビルディング
基準階面積 約500坪

新宿イーストサイドスクエア
基準階面積 約1780坪

新宿センタービル
基準階面積 約620坪

新宿フロントタワー
基準階面積 約500坪

相場坪単価MAP
東新宿・新宿御苑エリア
＠￥26,000〜28,000

新宿エリアの特徴
新宿駅は世界⼀の乗降客数を誇り、企業の本社や東京都庁という⾸都機能が
あることからも利便性の⾼さを伺い知ることができます。
新宿は、オフィス街と商業地域の2つの側面を兼ね備えている点が特徴です。
主要な⼤規模オフィスは⻄新宿エリアに集中しており、駅から便利な地下街
で接続されているので、雨の日でも快適なアクセスが可能です。
また、少し離れると⼤学など教育施設も充実しており、新宿の中⼼部とはま
た違った落ち着いた魅⼒があります。
新宿エリアはオフィスビルの質・数共に充実したエリアといえるでしょう。

※ 上記坪単価はワンフロア100坪以上の参考価格です。

新

⻄新宿エリア
＠￥32,000〜33,000

南新宿エリア
＠￥25,000〜26,000
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JR新宿ミライナタワー 基準階面積 約690坪

◆新宿駅の新たなランドマークビル◆

新宿イーストサイドスクエア 基準階面積 約1780坪

新宿センタービル 基準階面積 約620坪

「東新宿」駅直結

「新宿」駅徒歩5分

「新宿」駅直結

新宿区新宿4-1-6

都新宿区⻄新宿1-25-1

新宿区新宿6-27-30

2016年にバスタ新宿と共に開発されたランドマークビルで、
竣工と同時にLINE㈱が入居した事で話題になった。
商業施設やクリニックなども併設されていたり、新宿駅とバ

スタ新宿に直結している為、オフィスを構える場所としての利
便性は他の⼤型物件と⽐較しても抜きでている。

PICK UP TREND 【ダガヤサンドウ特集】

Kitasando DT Building IN Building

Sendagaya First Kitasando Wing Bldg.

皆さんは最近話題になっている「ダガヤサンドウ」というニューワードを聞いたことが
ありますか？「北参道」×「千駄ヶ谷」を組み合わせた造語で、2014年にPR会社サニー
サイドアップが千駄ヶ⾕特集をしたことから注⽬を集め始め、今ではお洒落なショップ
や飲食店がずらりと並んでいます。
そんなダガヤサンドウですが、実はオフィスを構える拠点としても人気急上昇中です。
代々木駅から近いこともあり、映像制作やデザイン事務所、Web関係等クリエイティブ
な業種の会社が多いようです。⼈気な理由としては…

＃1 アクセス抜群
新宿・代々木・原宿・渋谷に10分以内でアクセス可能。
＃2 静かな環境
東京のど真ん中にありながらゴミゴミした雰囲気は皆無。閑静な住宅街と
中小規模のオフィスビルが共存しているエリアです。ちょっとした休憩では鳩の森神社
で緑に囲まれてリフレッシュすることもできます。
＃2 賃料が安い
上記の利点を兼ね備えた最近⼈気のエリアですが、渋⾕・新宿と⽐較すると約30%も賃
料を抑えられます。まさに⽳場スポットといえるでしょう。

今のところ既存のオフィスビルでは10〜50坪のコンパクトなものが多いですが、新宿・
代々⽊の再開発の流れで100坪〜の新築ビルが建築される可能性も⼗分あります。更なる
発展が期待される、⽬の離せないエリアです。

◆基準階面積 約50坪
◆竣⼯年⽉⽇ 2008年2月
◆住所 渋谷区千駄ヶ谷4-16-7

ガラスのファサ
ードが印象的な
お洒落なビル。
エントランスは
コンクリート打
ちっぱなしでス
タイリッシュな
仕様になってい
ます。

◆基準階面積 約50坪
◆竣⼯年⽉⽇ 1988年1月
◆住所 渋谷区千駄ヶ谷1-2-2

鏡面石造り仕上
げで高級感のあ
るビルです。テ
ナントはアパレ
ルのショールー
ム等。静かな環
境で仕事に集中
できそうです。

◆基準階面積 約30坪
◆竣⼯年⽉⽇ 2018年9月
◆住所 渋谷区千駄ヶ谷1-21-6

コンパクトかつ
デザイン性の高
い新築ビル。ガ
ラス張りで室内
も開放感があり
ます。ヴィンテ
ージオフィスが
多い千駄ヶ谷で
新築は貴重です
。

◆基準階面積 約50坪
◆竣⼯年⽉⽇ 1997年3月
◆住所 渋谷区千駄ヶ谷3-32-2

タイル張りのシ
ックな外観。角
地にあるため視
認性良好です。2
面採光のため室
内が明るく雰囲
気が良いのもこ
のビルの魅⼒で
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。

寒さ厳しき折柄、お客さまには益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。
いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。

働き方改革への取り組みがますます活発になり、
その一つとして、仕事をする場所についても多様化してまいりました。
モバイル端末や各種クラウドサービスのご導入など
環境整備に取り組まれているお客さまも多いと存じます。

今回、私のお奨めは1～2ページの「uniFlow online」でございます。
キヤノン複合機と組み合わせることにより、社内にある紙文書を
効率よくクラウドサービスに保存することができます。
社内、社外を問わず文書の閲覧、共有が可能になりますので
お客さまみなさま方の働き方改革の一端にお役に立てると存じます。
ぜひ弊社担当者にご相談くださいませ。

今後ともお引き立てのほど何卒よろしくお願い申しあげます。

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
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★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
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<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 電子化文書を直接クラウドに保存「uniFLOW online」
P 4 座面と背面がスウィングイナバのチェア「Swin」
P 6 エプソン「お得祭り2019」のご案内
P  8 スターライトひかりのご案内
P10 アグサスシステム開発パッケージ「あきんどVer.2」
P12 キヤノン幕張事業所 業務センターオフィスツアーのご案内
P14 PCお役立ち情報 第38回
P15  ペーパーレス化で効率化・経費削減
P16 最近の働き方トレンドのご紹介
P18  ホームページフルリニューアルサービスでこれからのWEB対策
P19  ホームページSSL対策ご紹介ページ


