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#98
■イチ押し！

労働基準法改正の対策 お悩みを解決！
ちょっとしたスペースを有効活用！おすすめテーブル付きチェア
ＬＥＴＳプレミアムパック期間限定キャンペーン！
■商品情報

メール誤送信対策「ｍ－ＦＩＬＴＥＲ ＭａｉｌＡｄｖｉｓｅｒ」
全業種対応！工事原価管理システム
■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/複合機編
第31回「ｉｍａｇｅＲＵＮＮＥＲ ＡＤＶＡＮＣＥ Ｇｅｎ３新機能紹介」

オフィス施⼯事例
EGGS ‘N THINGS JAPAN株式会社様
施工 フロンティアコンサルティング

2019年4⽉施⾏！！

労働基準法改正の

対策は進んでいますか？
勤怠管理システムを利⽤した⻑時間労働対策

💡

労働時間の適正把握

POINT

申請情報

打刻情報

勤務情報

勤務情報を⾃動！集計

未打刻をハイライト！

💡

POINT

パソコン

勤務申請、出退勤打刻、
勤務状況を⼀覧で確認できます！

客観的な記録
タイム
レコーダ

スマホ
タブレット

ロケーションに合わせて、WEB打刻、タイムレコーダ打刻、
スマホ打刻を組み合わせてご利⽤いただくことも可能です。
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💡

休暇・休⽇管理

POINT

様々な休⽇・休暇の管理

様々な勤務体系の管理

勤続
年休
振
休

公休

付与

社員

振休

有休

アルバイト

付
与

更
新 更新

特別
休暇
代
休

様々な付与⽅法の管理

パート

介護
休暇

労働
日数

期限

勤続

勤続
年数
年数

就業規則や企業の独自ルールに則った運用ができます。
休⽇休暇の集計・更新・消化まで⾃動管理可能に！

〜労基法改正〜よくあるお悩み事

システム

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

何をやっても残業が減らない
残業を抑制したいが、どうすればいいのかわからない
従業員が自身の残業時間を把握できていない
残業の申請は事後申請が当たり前だ
従業員が働きすぎていても気づくことができない
改正労働基準法への準備がまったく進められていない
労働時間を適正に把握できているかと聞かれると不安がある
有休管理ができておらず、有休の取得義務化には対応できそうもない
従業員の健康管理が⼗分であるとは⾔えない

その他

▢ PCのOSがWindows 7である
▢ サーバーは購入してから5年以上経過している
▢ 4⽉からの新⼊社員⼊社に向けて事務所のレイアウト変更を検討している

×
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打合せスペースがいつも埋まっている…

少人数の打ち合わせなのに…

省スペース

人数可変

アクティブ

 ちょっとした空きスペースに設置するだけで
打合せコーナーになりスペース効率がアップ！
 人数にあわせて自由にセッティングできるので
空間の使い勝⼿がアップ！
 アクティブな雰囲気のチェアーで活発な議論が
しやすくなり、創造性もアップ！
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チェアー

A3資料が広げられる⼤型テーブル付き！

K02-B812W-BKLK1
W600xD785xH800
SH455
¥92,400

動画もご覧いただけます

パーティション

座とメモ台は回転し、ス
ムーズな⽴ち座りをサポー
ト。メモ台位置は個人の体
格に合わせ調整が可能です。

軽くて簡単に動かせる！簡単に連結できる！

PMN-S0914M-6AGZEH1
W900xD320xH1400
¥70,900

ホワイトボード

タブレットスタンドとカッ
プホルダーを備えた可動式
メモ台。A3用紙を横向きに
置ける天板サイズです。

シンプルな動作で誰でも簡
単に付け外しができるマグ
ネット連結。高さ違い、タ
イプ違いの連結も可能です。

スクリーンの幅に収まる回
転脚。レイアウトごとに最
小限の脚だけ出すことで、
⾜元の空間をすっきりと⾒
せられます。

座っても⽴っても書きやすい！

BB-MBS0818WE6
W835xD570xH1800
¥113,400

BB-MBS1418WSAW
W1435xD570xH1800
¥134,400

ボードを上下に動かすことで、着席時
にも使いやすくなっています。

プラン例
チェアー
K02-B812W-BKLK1
¥92,400×4
パーティション
PMN-S0914M-6AGZEH1
¥70,900×２
ホワイトボード
BB-MBS0818WE6
¥113,400

チェアー
K02-W812W-PWLK1
¥92,400×16
パーティション
PMN-S0914M-6AGZEH1
¥70,900×8
PMN-L6614M-6AGZEH1
¥94,100×4
ホワイトボード
BB-MBS1418WSAW
¥134,400×2
※価格はメーカー希望小売価格（税抜）です。

お問い合わせは
弊社ステラグループの担当へご相談ください
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美しいフォントが
3 年間、
好きなだけ使える！
今だけ、
プレミアムなセットを！

※

高品位でバラエティ豊かなフォントが 3 年間 使用できるフォントサービスです。 ※3 年後は更新が必要です
フォントワークス書体の他に、秀英体、多言語フォントなどがすべて使用できます！
さらに商用利用可能で色々なコンテンツで使用することができます！

□ 毎年リリースされる新しい書体も使用できる！
□ 「LETS」フォントは安心の使用許諾で商用にも利用できる！
□ 印刷物はもちろん、放送・映像・ゲームなど、色々なコンテンツで使用できる！
□ スクール限定のオリジナルパックで「LETS」がお得に使える！
対象商品

通常価格

102,000 円

フォントライセンス「LETS」
3 年一括コース

（3 年間使用）

フォントワークスコレクション
明朝体やゴシック体などの定番書体か
ら、見出しに最適なデザイン性の高いフォ
ントまで幅広く揃っています。

528 書体

5,723 書体

FOT-Alido Regular
FOT-Branford Bold
FOT-Venezio Regular
FOT-Comic Shop Regular

多言語フォント
インバウンド需要が高まるなか、中国語
の簡体字や繁体字、
ハングル、
ヘブライ、
タイ語などの多言語も多数収録。

东 슁 ข้
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72,000 円（税抜き）

筑紫明朝 -D

嫌われる元気

筑 紫 ア ン ティー ク L 明 朝 - L

漱石の
「心」

U D 角ゴ ̲ ラージ - U L

U D 丸 ゴ ̲ ス モ ール - D B

秀英初号明朝 -Hv

秀 英 ア ン チック - B

極細がもつ味 もじの病院

欧文フォントコレクション
セリフ・サンセリフなどの活字体だけで
なく、筆記体などのデザイン系を主体とし
た強力なラインナップのフォント

キャンペーン価格

74 書体

伝統ある書体

マンガで見る

ニ ュー ロ ダ ン - D B

マ ティス - E B

ラ グ ラン パ ン チ - U B

マ ティス え れ が ん と - D B

ニ ュー シ ネ マ B - D

くろ か ね - E B

大きな字面が 第壱話 襲来
満身創痍デス オトメごころ
君の瞳に乾杯

パズルで攻撃

コ メット - B

カ ラット - U B

スラン プ - D B

パ ル ラム ネ - B

モ ード 明 朝 A ラ ー ジ - D

パ ール - L

超早い飛行機で カバとハサミ
いちごの大福 ゆる〜くやろう
今日の天気は おしゃれな靴
書体数は2018 年12月現在のものです。

多言語にも対応

ย

安心の使用許諾

用
商用利
OK!

印刷

LETS

出版、広告、
販促物、
製品への使用

○

変形、加工、
分解、
再編成

○

※1）
フォントのタイプフェイス及びプログラムの
独占使用は不可。

ロゴ 商標登録あり

○ ※1

ロゴ 商標登録なし

○

デジタルコンテンツ

電子カタログ、
画像としてのサイネージ

○

Web

画像としての表示

○

Webフォントとして使用

× ※3

放送・映像

映画、放送番組、
PV、
CF

○

DVDなど販売用のコンテンツ

○

ゲーム・アミューズメント

コンテンツ内での画像として文字を表示
文字編集機能や
「ダイナミックフォント」
又は
「フォント組み込み」

○

文字の加工

※3）FONTPLUS for LETS PUTKのお申込みで可能。

△

…LETSで許諾しています ／ △…制限事項あり ／ ×…LETSで許諾していません
判断がつかないケースや詳細な情報は、
フォントワークスまでお問い合わせください

LETS 申込みの流れ
１

お申し込み
方法

【取り扱い販売会社】

販売会社様へ
ご注文ください

2

認証シリアルが
メールで届きます

３

専用ＨＰで
ユーザー登録

4

フォントを
ダウンロード

販売会社ご担当者へ

ご注文から数日後に認

お名前・住所・メール

専用アプリケーション

｢LETS｣をご注文くだ

証シリアルをメールで

アドレスを入力して、

をダウンロードして、
ご

さい。

お送りします。

ユーザー登録を行って

希望のフォントをダウン

ください。

ロードしてください。

【お問い合わせ先】
東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア17F
https://fontworks.co.jp
担当営業：村田 耕
E-mail:kmurata@fontworks.co.jp
TEL：0120-780241
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クライアント型メール誤送信防止ソリューション

「Windows10」入替時に

クライアント型メール誤送信対策を！！
送信者に”気付き”を与え、添付ファイルも”自動暗号化”
「確認！」「送信！」の、わずか2 ステップで誤送信を防止！!
メール送信者がメール送信ボタンを押した直後にポップアップ画面が起動し、宛先や本文、添付ファイル
内容などに間違いがないかのチェック作業をメール送信者に促します。
メール送信前に「うっかり誤送信」リスクの“気付き”を与えることで、従業員の誤送信防止意識向上にも
役立ちます。

ポップアップ画面が起動
Step 1: チェック内容を確認
Step 2: チェックが完了したら送信

Outlook環境で添付ファイルZIP暗号化も簡単に実現!!

添付ファイルをパスワード付き
ZIPファイルに変換。
送信者自身で拡張子も含めた添
付ファイル名も指定できるため、
添付ファイル暗号化を
柔軟に設定できます。
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「m-FILTER MailAdviser」を使った送信内容の確認手順
メール送信時に起動する確認用ポップアップ画面で「!(要確認)」アイコンが表示された箇所を確認し、
問題がなければボタン(宛先アドレス箇所)をクリック。
「!(要確認)」アイコンが「OK」アイコンに変われば、送信できます。

警告内容によりチェックポイントが
一目瞭然

宛先アドレス自体をクリックして確認
宛先ドメインが社外/社内/携帯かを
把握しやすい

同一ドメインの社内・グループ会社宛て
は部署名まで表示
未確認項目があれば送信不可

PCインストールで利用開始！! サーバー不要で管理も楽に！
導入は従業員のパソコンにインストールするだけ。パソコン単体で動作するため、既存のネットワーク
やシステムの設定・変更は必要ありません。
更に、Outlookを利用していれば、Office 365環境でもご利用頂けます。
※Webメールには対応しておりません。

※本書は2016年9月現在の情報に基づいて作成しております。
※記載内容は予告無く変更される場合があります、ご了承ください。
※本書は、弊社｢m-FILTER」および関連製品の導入・販売検討のためにのみご利用いただき、他の目的のためには使用しないよう、ご注意ください。
※デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、m-FILTER/m-FILTER MailFilter/m-FILTER Archive/m-FILTER Anti-Spam/ m-FILTER File
Scanはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。
※Microsoft、Office 365、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※その他記載されている会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。
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モバイル商材の取り扱いのご案内

お客様のビジネスパートナーとして
貴社のコスト削減をお約束します！

★1〜3⽉は、販売量が増える為、特別料⾦（割引）が可能です★
３月は、携帯電話業界にとって、もっとも販売台数が増加する月だとい
うことをご存じでしょうか。
逆に人気機種の在庫がもっとも枯渇する月でもあります。
要因は・・・・・・・・
(1) 入学・進学などの個人様需要
(2) 昇進・昇格または、新入社員の法人様需要
(3) 決算月の予算消化による法人様の節税対策需要
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御中
法人様限定！特別キャンペーン
Apple スマートフォン専用Bizプラン
キャンペーン期間

2019年1月1日 木 〜

2019年3月30日

期間中、iPhone6sの新規契約(MNP含む)で

iPhone Biz通話定額・

iPhone ６S

毎月1,500円
も
おトク!

3,000

月々の
使用料
※別途上記ユニバーサルサービス料が

データ5GB
発生いたします。

■3D Touch搭載
指の圧力で余分な操作を省
略
■カメラ機能が向上
4K動画撮影が可能
■最新のA9チップ搭載
スピードと反応の良さはPC
に匹敵

通話定額・
データ20GB

月々の
使用料

円/月

4,000

円/月

おすすめのポイント
端末代が68,640円⇒0円
毎月の料金が月々3,000円〜
留守番電話プラスが0円
※一括購入割引適用時の違約金に関しては提供条件書をご参照ください。
※iPhone6s一括購入キャンペーンは3年契約（自動更新）となります。
※対象の端末はiPhone6s（32GB）のみです。ほかの容量は対象外となります。
※別途ユニバーサルサービス料が発生します。

記載の金額は税別となります。

■注意事項
対象回線について以下のいずれかに該当した場合、該当事象が発生した日が属する請求月をもって、本割引の特典の適用を終了させていただきます。
（特典の適用終了後は、通常料金にて請求させていただきます。）
①回線のご契約を解約された場合
②「Ｂｉｚパッケージプラン（iPhone Biz）」が適用外となった場合
③ご契約いただいた端末を機種変更された場合
④ご契約を第三者へ譲渡された場合

ご用命は ステラグループ株式会社 まで
1

□本社
03-5804-8787
□立川オフィス 042-525-2146

三鷹オフィス 0422-52-8351
神奈川オフィス 045-651-7421

⑤ご請求の一部又は全部のお支払いが当社の定める支払期限までに確認できない場合
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最新の働き⽅トレンドを情報配信中！！
ワークプレイスと働き方の変化を司る2019年のトレンド

■Alignment（アライメント）

働き⽅やワークプレイスに⽣まれた多様性とは？

■働き方のパーソナライズ化

「WORKTECH」登壇者が、“均衡・バランス”の意で何度

“ダイバーシティ＆インクルージョン＝多様性・包摂”に注

も復唱した⾔葉。より企業が企業らしさを⾒失わないために

目が集まる中、個人が抱える環境や将来描くビジョンによっ

、より人が人として働くために、本能的にその均衡を保とう

て、働き方や環境のパーソナライズ化が進むでしょう。

と意識しているといえます。
例えば、「バイオフィリックデザイン」への取り組み。自
然との関わりやアナログ的なイメージを意識した環境作りが

物理的な例であれば、ハーマンミラー社の上下昇降デスク
T2は、好みの高さを設定しておくことで、利⽤時に⾃動調
整してくれます。

⾒られます。また、デジタルコミュニケーションが進んだ反

ABW （ Activity-Based Working ） や MBW （ Mood-based

動として、均衡を保つためにリアルコミュニケーションの重

Working）のもと能動的に働き方を選択しパーソナライズ化

要性に再び注目が集まります。

した社会になっていくでしょう。

■ワークプレイス構築におけるエイミング

■ワークプレイスの最適化

近年、イベント会場や貸し会議室、コワーキングスペース

最適化されていないオフィスでは、本来のパフォーマンス

といった対外的に⼆次利⽤するなどワークプレイス構築は多

を発揮できません。急速な成⻑フェーズにあわせた環境再構

様化。このような取り組みを「狙いをつける」という意で「

築は、GAFAを筆頭に成⻑を遂げたスタートアップが多い⽶

エイミング」と呼んでいます。

国⻄海岸では当たり前となっており、日本でもその考え方は

例えば、CRAZYのオフィスは、スタッフの手によるもの

広まっています。

ですが、ワークプレイスに付加価値を付与するブランディン

また、昨年より急速に露出が増えているのが、オフィス家

グ活動の一環です。大きな費用がかかるワークプレイスの構

具や備品などのサブスクリプション型サービスで、2019年

築機会を生産性に繋げられるかは、各社各様の取り組みによ

オフィス市場の中で押さえておきたいトレンドです。

るでしょう。
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PICK UP OFFICE

【特集】九段下・神保町エリアの
オフィス事情

九段下は日本武道館や靖国神社

など閑静なイメージで、神保町は
古本屋街、スポーツショップや楽
器店などが集まる文化的一面も伺
えるエリアです。

最近では大型物件の竣工に伴い、
IT系や通信関連企業も増えてきて
います

(株式会社テリロジー、ヌリテレコム株式会社)

2019年7⽉頃には東急不動産の

「神保町北東急ビル」が竣⼯予定
で⽶の製造・販売を⾏う「全農パ
ールライス株式会社」の本社が移
転予定です。
今後もオフィス街として益々注目
のエリアになることが期待される
でしょう。

PICK UP TREND

【最新オフィスの水回り事情】

近年、オフィス物件で水回りが重視されるようになり、最新の設備を搭載したビルや、古くてもリノベーションをする事
で
付加価値をつける物件が増えてきました。今回はオフィスの水回り事情について調査しました。

＜水回りが重要視されるようになった要因＞
テナント視点

オーナー視点

■働く女性の増加

■不動産としての価値の向上

総務省が2018年に発表した就業構造基本調査
によると、25〜39歳の女性のうち働く人の割合
が75.7%と過去最高の数字を記録しました。
今後益々女性の活躍が見込まれる現代において
女性が快適に働ける環境づくりも大切になって
きているので女性目線のオフィス選びをする企
業が増加傾向にあります。

空室率の高い物件や、築年数の経過により
賃料を上げる事の出来ない物件に対して、水
回りのリノベーションを行う事で不動産とし
ての価値の向上が見込めます。物件によって
はリノベーション直後に満室になった物件や
、成約坪単価が50%程度上がった事例もある
ようです。

© 2019 FRONTIER CONSULTING Co.,Ltd. All Rights Reserved.
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全業種対応

システムを
リリースいたしました！

■主な機能■
工事管理（見積･売上） ●工事管理 ●見積管理 ●売上管理
工事管理（原価）

●仕入管理 ●経費管理 ●外注費管理 ●労務費管理

請求･入金管理

●請求管理 ●入金管理

支払管理

●支払管理

ンス
ライセ
です！
フリー

サーバーレスで
稼働可能です！

ならこんなことができます！
～工事管理～

＜工事一覧＞

＜工事入力＞
「工事入力」では、
予算金額や
実行金額など、
工事に関する詳細な
情報が管理できます。
工事単位で、
労務費などの確認も
この画面でできるため
大変便利です。
工事台帳もここから
印刷できます。

「工事一覧」では、完了工事も含めて
稼働中の工事が一目で確認できます。

～従業員別勤務表～

～見積書（表紙付）～
一ページ目に合計を印字した表紙、
ニページ目に明細の内訳を印字した
見積書の印刷が可能です。
表紙なしの見積書も印刷が可能です。

従業員別の勤務表も印刷が可能です。
日々の勤務実績を、従業員別に入力できる
画面がありますので入力も簡単です。
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imageRUNNER ADVANCE Gen3新機能紹介
Ｇen3（第3世代）の幅広いラインアップに共通搭載され
ている機能をご紹介します。

重送検知
色縮退

ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート１課
鈴木 淳一

imageRUNNER ADVANCE 第3世代機（カラー機）では、カラー
プリントやコピーに際し、Y/M/C 各色の現像器やドラムに起因
するエラー（E020）やY/M/C 色のトナー切れが発生した場合、
白黒でプリントやコピーが継続できるようになりました。大量
印刷などで、ともかく出力時間を優先したい場合など、作業を
中断することなく生産性を維持することが可能です。
● 重送検知
ADF に給紙重送検知センサーを搭載し、原稿束から搬送された
複数の紙と紙の間の空気層を検知し、重送による原稿の読み飛
ばしを防止します。
重送検知機能はOFF にすることもできます。
重送検知のON/OFF の切り替えは、ユーザーモードの設定画面
（デフォルトON）、｢その他の機能｣内での設定やジャムリカバ
リー後の原稿再読み込み画面でも可能です。
※重送検知をOFF にした後、次のジョブは自動でON に戻ります。

■ 例えばイエローのトナーボトルモーターエラーが発生しても

■ ユーザーモードでの重送検知の設定画面

■このようにカラーコピー・プリント機能を停止して白黒コピー・
プリントは使用できるようにします。
■［ その他の機能］内の重送検知切り替え画面

第三十二回へつづく
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STELLAR

LINK
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ライブオフィス見学開催中！

労働基準法改正対策に勤怠管理システム
KOKUYO テーブル付きチェアー
LETSプレミアムパック期間限定特別価格キャンペーン
クライアント型メール誤送信対策 M-FILTER MailAdviswer
モバイル商材取り扱いのご案内
ワークプレイスと働き方の変化を司る2019年のトレンド
全業種対応！工事原価管理システム
複合機お役立ち情報 第31回

ステラグループのライブオフィスは、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。
※実施オフィス：本社、立川、神奈川

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。
今年の4月より、改正労働基準法が施行されます。
いろいろと対応をしなくてはならないことがございます。
試しに今号3ページのチェック・リストをご参照してみて
いただければ幸いに存じます。
当てはまる項目がございましたら、ぜひ弊社担当者に
お知らせくださいませ。
対応策をご一緒に考えさせていただきます。
お声がけを心よりお待ち申しあげております。

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
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
立川オフィス
三鷹オフィス
神奈川オフィス

twitter

代表取締役社長 川井 昇

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。
https://www.stargp.jp/stellar-link
ステラリンク2019年3月号
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