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オフィス施⼯事例
株式会社アプリ様
施工 フロンティアコンサルティング

■イチ押し！

身体の動きに追従するオフィスチェア ＫＯＫＵＹＯ Ｗｉｚａｒｄ３
Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｏｎｌｉｎｅでメールを賢く使いましょう！

■商品情報

リアルタイム多言語映像通訳「みえる通訳」
高速インクジェットプリンター ＲＩＳＯ ＯＲＰＨＩＳ

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/PC編
第40回「ストレージについて」
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姿勢を安定させる腰部のサポート性と

身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する

充実の独自機能

 人によって異なる背骨形状に合わせてフィットし、負担を軽減するランバーサポート

背もたれ面の形状を個人差に合わせて調節できるランバーサポート

を標準搭載しています。 レバーを横方向にスライドさせることで、

背骨形状がフラットに近い“I”字形状と、湾曲が大きい“S”字形状

に合わせて、2段階の切り替えが可能です。

G4A8
カーマイン

G4０T
ソフトテラコッタ

G4T6
プルシアンブルー

G4T4
ターコイズ

（布）

G4Q6
ディープグリーン

G4Q4
ライトオリーブ

G4B6
ブラック

G4E3
ソフトグレー

（本体）

E1
ホワイトグレー

F6
ブラック

 バリエーション カラーサンプル

アルミポリッシュタイプ

ミドルマネージメント
肘付き

樹脂タイプ

ハイバック
T型肘

ローバック
肘なし

 腰を安定させ、姿勢が崩れるのを防止するポスチャーサポートシート

座のベース層に骨盤を支えるくぼみを設け、

上にクッション層を重ねることで、

座姿勢が安定し、フィット感が向上しました。

2つの動きを組み合わせたデュアルモーション

メカニズムを搭載。

作業の合間に大きく姿勢を変えてリラックス

する場合など身体の大きな動きは背座角度

連動ロッキングが、集中作業時に生じる

身体の小さな動きはアッパーチルトが

それぞれ受け止めることでサポート感と

フィット感の絶妙なバランスを実現しました。

身体の小さな動きにも、大きな動きにも追従する

デュアルモーションメカニズムが身体を適度にサポートします

アッパーチルト機構

背もたれの上部が柔軟に動く
機構により、身体の小さな動きを
妨げずに背中にフィットします。

背座角度連動ロッキング

背座がバランスよく連動する
ロッキング機構により、身体の
大きな動きをサポートします。

※価格はメーカー希望小売価格（税抜）です。

¥105,600~ ¥71,000~ ¥55,400~

ベース層

（レザー）

VZ64
ミディアムマリン

VZB6
ブラック

VZL1
ペールライム

VZ62
ライトマリン

 NEW 多様化する作業姿勢をサポートする可動肘

ワークツールの進化に対し、それぞれの作業を

ベストポジションでサポートする可動肘。

後傾作業時には、背もたれの傾きと連動したサポート性を向上。

前傾作業時には、ノートＰＣ作業に適すると言われる前腕の10°

の傾きもサポートします。

 NEW 豊富なタイプ・カラーバリエーションをラインナップ
G4M6

ダークグレージュ

G47E
ディープパープル

 NEW JIS S 1043:2016 規格準拠／ 耐荷重：110kg

クッション層

ワークシーンの変化に即し進化を続ける

ロングセラーシリーズ
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手話通訳も
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労働基準法改正の
対策は進んでいますか？

2019年4⽉施⾏！！

労働時間の適正把握

客観的な記録

パソコン 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。

勤務申請、出退勤打刻、
勤務状況を⼀覧で確認できます！

勤怠管理システムを利⽤した⻑時間労働対策

💡POINT

💡POINT

申請情報 打刻情報 勤務情報

未打刻をハイライト！

勤務情報を⾃動！集計
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〜労基法改正〜よくあるお悩み事

システム

その他

×

▢ 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

▢ 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

休暇・休⽇管理💡POINT

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！

振
休

様々な休⽇・休暇の管理 様々な勤務体系の管理 様々な付与⽅法の管理

公休

代
休

有休

振休
特別
休暇

勤続
年休

パートアルバイト

社員

介護
休暇

付
与

更
新

勤続
年数

付与

更新 期限

勤続
年数

労働
日数
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PICK UP TREND① 【最新オフィスの水回り事情】

Before r

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。

■働く⼥性の増加
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。

＜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
■不動産としての価値の向上
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。

給湯スペースの変化
以前はお湯を沸かしてお茶を⼊れたり、ゴミ箱を置いたり等の最⼩限のスペースを確保できていれば良いと、

⾒落とされがちであった給湯スペースも、働き⽅の多様化に付随して変化してきました。

従来よりも広くオープンな設計で、社員が集まりやすい空間に
省スペース化されてきた給湯スペースを室内に広く作る事で、⾃然と社員が集まりやすく、

リフレッシュスペースとして活用できる空間となっています。給湯スペースが室内にある事を避
けるテナントは多くいますがこちらのパントリーは、シックな色調の作りでスタイリッシュな印
象を与えてくれます。IHコンロも設置されているので簡単な調理ならする事ができ、社内イベン
トの際にも活躍してくれそうです。

・ミレーネ神田PREX

・小物収納BOX ・蛇口一体型ハンドドライヤー

・スライド式トイレブース

・スタイリングコーナー

オフィスワーカーがトイレに求めるもの
・リラックスできる
・清潔感がある
・男⼥別
・身だしなみを整えるスペースがある …etc

8



© 2019 FRONTIER CONSULTING Co.,Ltd. All Rights  Reserved.

Before r

PICK UP TREND② 【オフィスビルの貸会議室特集】

近年のオフィスビルには、貸会議室やセミナールームが設備として作られている事が多くなってきました。
共用の貸会議室がオフィスビルにあることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。

1.利⽤頻度の低いスペースの削減
テナントによっては月1回程度の頻度で⾏われる

ミーティングの為に、専有部に広めの会議室を造作
しているケースがあります。
少ない頻度で⾏われる会議であれば共⽤の貸会議

室を利⽤する事で別の⽤途（執務スペースの増⼤、
リフレッシュゾーンの設置）にスペースを使い有効
的なレイアウトにすることや、会議室に利⽤してい
たスペースの削減を⾏い、移転の際に無駄の無い坪
数で物件を探すことが出来ます。

2. 重要な商談にも使えるグレードの高さ
物件によっては貸会議室にグレードの高い家具

が設置されている事があります。自社で買おうとす
ると高額になってしまう家具ですが、共用の会議室
を利⽤する事でコストの削減に繋がり、来客からの
印象も良くなります。

貸会議室のメリット

貸会議室のあるオフィスビル

第3東洋海事ビル
港区⻄新橋2-23-1

MOMENTO SHIODOME
港区東新橋2-3-17

人数 1時間当たりの料⾦
会議室A 18名 5,400円
会議室B 24名 5,400円
会議室C 24名 5,400円
会議室D 4名 3,240円

HSB鉄砲洲
中央区湊1-1-12

人数 1時間
会議室A 27名 7,560円
会議室B 9名 3,348円
会議室C 9名 3,348円
会議室D 9名 3,348円

人数 1時間
会議室A 36名
会議室B 48名

5,000円

八重洲ダイビル
中央区京橋1-1-1

芝エクセレントビル
港区浜松町2-1-13

人数 午前 午後 全日
会議室 50名 13,000円 28,000円 35,000円

人数 午前 午後 全日
第1会議室 36名 18,000円 28,000円 44,000円
第2会議室 40名 21,000円 32,000円 50,000円

9



10



ストレージとは
ストレージとは簡単に言えばパソコンの容量の事で、データを保管する場所のことを指します。
本来ストレージとはデジタル情報を記憶・保管しておく記憶装置の総称です。身近な例を挙げれば、CDやDVD、
USBメモリなどもストレージだと言えます。ですが、本記事ではパソコン本体の容量について解説しますので、
以降ではパソコンのデータを保管する場所という意味合いでストレージという言葉を用います。

新しいストレージ「SSD」

ストレージは適材適所

第40回 －ストレージについて－

構造のイメージとして、HDDはCDやDVD、SSDはUSBメモリやSDカードを思い浮かべると分かり
やすいかと思います。

回転するディスクにデータを記録させるHDDと、半導体メモリのチップに記録させるSSDだね。

パソコンのストレージにはHDD(Hard Disc Drive)と呼ばれる装置
が使われています。ですが近年、新しくSSD(Solid State Drive)と
呼ばれるストレージが登場し、着実にシェア率を上げています。

HDDはプラッタと呼ばれるディスクとモーターで構成されており
磁気を用いて情報を記録します。それに対しSSDはフラッシュメモ
リの半導体で構成されており、情報を電気的に記録します。物理的
に稼働する部分が無いのでHDDと比べて圧倒的にアクセスが早く
比較的衝撃に強いといった特徴があります。

SSDは非常に高速で使い勝手の良いものですが、難点もあります。それはHDDに比べ容量あたりの値段が高い
ことです。現在の相場では、同じ値段でSSDと比べ約8倍の容量を持つHDDが買えます。

そのため、用途によってSSDを搭載させるかHDDを搭載させるか、運用方法などを選択すると良いでしょう。
普段使うPCはSSDモデルを選択しPCやソフトの起動を素早くさせ、外付けのメディアを用いたバックアップや
データ保管など多くのデータを記録させるものにはHDDの大容量モデルを用いるなど、SSDとHDDそれぞれの
利点を活かした運用を行うことで、快適なPC環境を低価格で得ることが出来ます。
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GD9630 FW5230

この機会に、オルフィスの「速さ」「手軽さ」を、是非実際にご体験ください。

160枚/分の高速フルカラープリントを、
毎日の仕事に使える低コストで実現！

高速カラープリンタ 「 ORPHIS GD9630」

「世界最速」を体験しませんか
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を強化しています

キヤノン複合機を快適にご利用いただくため
遠隔(ネットアイ) サービス提供をご紹介します

①カウンター自動検針
お客さま指定の検針日に自動的に検針

②複合機の不調を⾃動検知
紙詰まり、エラーを検知した際にご連絡
いち早く確認することで復旧時間も大幅短縮

⑤操作パネルからの修理依頼
修理受付センターへ修理依頼を送信、当社サ
ポートセンターから即時サービスマンへ連絡

④複合機ファームウェア自動更新
⾃動更新は、ビジネスに⽀障をきたさない
時間を設定

③トナーの消耗度を⾃動検知
トナー残量が少なくなると、⾃動的にお客様へト
ナーを⾃動配送致します。在庫管理の⼿間が
省けます

⑥稼働報告レポート
複合機の使用状況を詳細な稼働レポートとして
ご提供することが可能

* サービス提供は無償ですが、別途お申し込みが必要となります
14



実施期間4月～9月

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。

「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

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！

●お問い合わせ先●

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

EOS KissＭ レンズキット
※ミラーレスカメラレンズキット

ＰＩＸＵＳ ＸＫ８０
インクジェットプリンター

1,000名様2名様

CC-56-WH
クロック電卓

3名様
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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。

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
お客さまみなさま方におかれましては、
益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

今年も4月1日より、キヤノンマーケティングジャパン主催の
「キヤノンお客さま満足度調査アンケート」が開始されます。
おかげさまで私どもステラグループは昨年も
お客さま満足度全国No.1のご評価をいただくことができました。
これで5年間連続でNo.1となります。
お客さまからいただいた最高最栄誉の勲章として誇りにさせていただいておりますが、
まだまだ、もっともっとお客さまにご満足いただけるよう、
ステラグループに任せてよかったと思っていただけるよう、
社員一同今まで以上に努めてまいります。
今号15ページに掲載しましたようなハガキが届きましたら、
是非お客さまの忌憚のないご意見をお聞かせくださいますよう、
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

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、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

<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 身体の動きに追従し、姿勢をサポート オフィスチェア Wizard3
P 4 リアルタイム多言語映像通訳システム「みえる通訳」
P 6 労働基準法改正対策に勤怠管理システム
P 8 最新オフィスの水回り事情
P10 「Exchange Online」でメールを賢く使いましょう！
P11 PCお役立ち情報 第40回
P12 高速インクジェットプリンター RISO ORPHIS
P14 NETEYE保守サービスについて
P15 サービス向上アンケートにご協力をお願いします


