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オフィス施⼯事例
笑軍様
施工 フロンティアコンサルティング

■イチ押し！

働き方改革を実践したオフィス導入事例
フルオーダー可能！ステラグループの動画作成サービス

■商品情報

コンパクトで高い生産性を実現 ＯＲＰＨＩＳＦＷ５２３０Ⅱ/５２３１Ⅱ
ビジュアルコミュニケーションシステム ＬｉｖｅＯｎ
ロジテック特定用途向けＷｉｎｄｏｗｓ７端末

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/複合機編
第32回「ｉｍａｇｅＲＵＮＮＥＲＡＤＶＡＮＣＥＧｅｎ３新機能紹介」



働き方改革に対する
お客様からのご要望 実現のための提案 働き方の変化

ワークスタイルの変革を行いたい。
ミーティングスペースとワークス
ペースが一体となったレイアウト
にしたい。

間仕切りやカラーの提案を含め、イ
メージCGを作成。上⻑席を中⼼とし
たミーティングスペースとワークス
ペース一体型の造作家具を提案。

フロアのコミュニケーションが活発に
なり、打ち合わせや連絡事項に費やす
時間が短縮できるように。また、サー
ビスマンのワーキングデスクについて
既製品や固定観念にしばられることな
く、他社と決定的に差別化をはかれた。

働き方改革を実践したオフィス
導入事例

少⼦⾼齢化が進⾏し、労働⼒⼈⼝の減少、⻑時間労働の是正の観点から、企業は⼈材の確保と⽣産性
の向上のため、働き方改革への様々な取組が開始されています。

① 労働人口の減少
② ワークライフバランスの低下
（⻑時間労働等、労働環境の悪化）

③ 生産性の低下、活力の衰退
④ 社員の健康問題

4つの問題点を解消する為には
”働き方”を変える必要がある。

”ワークプレイスを変える”
ことで「働き方改革」に繋がる。

＝

従来の働き方が通用しなくなった問題点

時短

人材
確保

「 働き方改革 」に繋がる
”３つのポイント”

事例１

事例２

ワークスタイル刷新によるオフィ
スのリニューアル。200坪から300
坪へ同ビルのフロア移動をし、地
域特性・事業特性を踏まえたオ
フィスづくりに挑戦したい。

オープンなミーティングスペースを設け
ることで社員のアクティビティを支援。
また可動式のソファを用いたことで人数
の増減対応したフレキシブルなオフィス
空間を生み出した。

地域の特性と耐震対策への対応という
二点の要望に対し、メインエントラン
スの柱の装飾やデスク下のセーフ
ティーバー設置等で要望解決及び今後
の運用御提案を行う。

働き方の”質”
を高める

1 2 3
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２拠点を１拠点に集約移転。フ
リーレントを活かし移転費用を抑
えながら、お客様に見せるオフィ
ス「ライブオフィス」とSEKIモデ
ルを考慮した、「働き方変革」を
実施したい。

8回の定例会で理想のオフィスを具
体化。鳥瞰や平面パースで全体の
ゾーニングを提案。

製品情報を発信できる場、及びお客様
に働き方の情報発信ができる場として
活用できるようなオフィスに仕上がっ
た。

合併に伴い、千葉県の倉庫に
あった本社オフィスを、ふさわ
しいビルを探し移転。また、オ
フィスの働き方を見直したい。

お客様のロゴにもある３つの羽、そこを
エントランス部分に取り入れる。働き方
を変える目的でフリーアドレスを採用し、
レイアウトにうまく落とし込めることが
できた。

事例４

事例５

事例３

５年前に台東区から恵比寿に移転
したが、業種的に立地が合わず効
率が悪くなったため、再度台東区
に移転を行う。また、移転に伴い
家具も一新したい。

「仕掛け＝コミュニケーション活性化
のスイッチ」をオフィスにちりばめて、
よりクリエイティブな空間に。オフィ
ス=単なる仕事の場というイメージを
払しょくし、空間によって知的生産性
の向上やコミュニケーションの活性化
を促すオフィスとなった。

働き方をデザインとレイアウトに落と
し込み、香りといった空間演出なども
プラスαでご提案。図面・イメージ
CGを作成。

ロゴとリンクしたエントランスで企業
イメージを向上させた。また、フリー
アドレスを採用したことで画一的なオ
フィスを脱し、働き方の見直しへとつ
なげることが出来た。
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オフィス内装工事サポート
面倒な手配、打合せが全て窓口一つに！オフィスの内装・間仕切り工事を全て
お手伝いします。
お客様を気持ち良くお迎えするエントランスエリアや快適に過ごせる執務スペース等、
ご移転時・現オフィスでのレイアウト変更で、現状の問題点の改善をお約束します。

Hearing
ヒアリング

Research
現状調査

Design
内装・ﾃﾞｻﾞｲﾝ

Presentation
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

Decision
プラン決定

Plan
実施設計

Construction
施工・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

企業の
イメージ

UP

社員の
モチベー
ションUP

リクルー
ティング

効果

【エントランスリニューアルによる効果】お客様が最初に訪れるエントランスエリアは、
企業イメージを明確に伝える重要な空間です。
最近では優秀な人材の確保という観点からリ
クルーティング効果を狙って、これまで以上
にエントランスのデザインに力を入れる企業
が増えています。

ーPlanning Flow Chartー

企画からリニューアル工事完了まで最短１ヶ月！※規模や内容にも異なります。

◆エントランスリニューアルのご提案

トータル設備工事による、設備工事のコスト削減も可能です！

◆電話・LAN・電気工事もお任せください！

電話工事 電気設備工事

ＬＡＮ工事

●電話移設工事（事務所引越）
●電話増設工事（電話機台数追加）
●電話移設工事（レイアウト変更）
●電話新設工事

●移転やレイアウト変更時のコンセント工事
●間仕切工事伴う照明切替、移設増設工事
●煙感知器や非常照明等の防災工事
●エアコン等の空調設備工事

●ＬＡＮの構築とご提案
●電話とＬＡＮの統合配線システム
●ＬＡＮレイアウト変更工事
●試験機によるテストデータのご提供

◆その他ステラグループで請負可能なサービス

○クロス張り替え ○セキュリティ ○間仕切り

監視・防犯カメラ サーバーブースリフォーム
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IT系企業さま 案件：リクルーティング対策
受注内容：什器、間仕切り、内装、設備

Before After

情報通信企業さま 案件：企業ブランド一新の為のオフィスのリニューアル工事
受注内容：PM業務・電気工事・什器移設作業

Before After

ＩＴ企業さま 案件：ワークスタイル刷新によるオフィスリニューアル工事
受注内容：什器、間仕切り、内装、移転

Before After

オフィスのプランニングから、調査・設計・工事・運用・メンテナンスまでの計画を立て、
プロジェクトを管理し、オフィス環境の構築をワンストップでマネジメントいたします。

中古自動車販売企業さま 案件：好況による増員に伴うビル内増床リニューアル
受注内容：新規什器、間仕切、内装、電源、セキュリティ、レイアウト変更作業

Before After

◆施工事例 ビフォーアフター
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jun.tanaka

★オルフィスの新製品が発売されました★

jun.tanaka


jun.tanaka

詳しい内容は担当営業・担当サービスまで
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コストやプランなどわかりにくい回線をステラが解決！
回線相談は信用のある弊社で！

サポートからご請求までステラが一括でお手伝いします！

※最⼤通信速度はベストエフォード⽅式に基づく技術規格上の最⼤値であり、実効速度として保証するものではありません

⽉額料⾦が安くてお得！
■ファミリータイプの場合 回線4,300/⽉〜
■マンションタイプの場合 回線2,700/⽉〜

超高速インターネットサービス
最大 1Gbps※

複数繋いでもスターライトひかりなら速い！

ステラで全て⼀括します！
NTT東⽇本・⻄⽇本の品質そのまま！
高品質なサポートでご案内から開通まで

⼀括だから安⼼！

ステラグループ株式会社
本 社 東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯⽥橋ビル

TEL:03-5804-8787 FAX:03-5804-8790
⽴ 川 東京都⽴川市柴崎町2-3-6 第一生命ビル

TEL:042-525-2146 FAX:042-525-2164
三 鷹 東京都武蔵野市中町1-9-5 第一中央ビル

TEL:0422-52-8351 FAX:0422-52-8461
神奈川 神奈川県横浜市中区尾上町6-86 関内マークビル

TEL:045-651-7421 FAX:045-651-7424

今なら
回線転用手数料無料！

安心
安い
速い

2019年4月1⽇〜
2019年7月31日まで
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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・⻄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・⻄⽇本の品質
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⻄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

スターライトひかり
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（7月31⽇まで無料キャンペーン実施中）

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

NTT東⽇本・⻄⽇本
(フレッツ光)

NTT東⽇本・⻄⽇本
(フレッツ光)
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は

まだ手に入ります！
あなたのお悩み解決します！

将来の保守用に
PCを在庫したい！

Win 7でしか動かないシステムがあり
Win 7搭載PCが欲しい・・・

ロジテックでは
Windows® 7 Professional for Embedded System
を搭載した特定用途向け端末を

2022年3月31日まで
継続供給致します。※

ご注意：本端末は汎⽤的な使⽤はライセンス上、許可されておりません。
詳細は裏⾯をご参照ください。

※供給期間はモデルによって異なります。詳しくはWebでご確認ください。
また、諸処の事情により変更になる場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようよろしくお願いいたします14



お問い合わせ先

エレコム株式会社
http://www.elecom.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。

ロジテック株式会社
http://www.logitec.co.jp

■Windows® 7 Professional for Embedded Systemをご検討されている方へ

Windows® 7とまったく同じOSとなります。マイクロソフト社の情報に下記記載があります。
●Windows Embedded Enterprise の製品紹介ページ
「delivering full Windows application compatibility」 ⇒ 「完全なWindowsアプリケーションの互換性を提供」
●Windows Embedded Enterprise製品紹介ブリーフ
「Windows Embedded Enterprise brings the full functionality of the popular Windows」
⇒ 「Windows Embedded Enterpriseは一般的なWindowsのすべての機能をもたらします」

※ OSはWindows® 7 Professional for Embedded Systems です。本OSは特定用途向け専用OSの為、汎用的な使用はライセンス上許可されていません。
※ 特定用途とは、KIOSK端末、医療用端末、サイネージ端末、企業内における業務用端末（帳票、在庫管理、FAX、プリンタServerなど）などを指します。
※ Microsoft Officeをインストールした汎用的な使用は許可されておりません。ただし、搭載したアプリケーションをサポートする目的に、例えば表計算orグラフ化が必要
であれば、Excelを使用することができます。

スリムデスクトップ端末
電子機器制御／インターネットカフェ／映像編集

製造ライン制御／画像処理装置

LC-6DS52シリーズ
2022年3月31日まで生産予定

▶サーバー用で定評の
SuperMicro製マザー採用

▶幅96mmスタイリッシュな
デスクトップ

筐体
外形寸法 96(幅)X401(奥⾏)X330(高)mm （突起部含まず）
拡張ベイ 5.25型ベイX1 3.5型ベイX1
AC100V、AC240V

電源電圧 300W(MAX)
電源ユニット出⼒ PSE規格適合 ACコード

ACコード 約6kg（システム構成による）
質量 SuperMicro ｢X11SSQ｣（M-ATX仕様）

マザーボード

CHIPSET Intel(R) Q170 Express chipset

メモリ PC4-17000(DDR4-2133) SDRAM 288Pin DIMM 4スロット
Dual Channelサポート(MAX 32GB)
拡張スロット PCI-Express 3.0 x16 1スロット、

PCI-Express 3.0 x4 2スロット、PCI-Express 3.0 x1 1スロット

（ロープロファイルのみ対応） (接続可能サイズ 168（mm））

インターフェース USB 3.0 Super-Speed 2ポート（背面）、

USB 2.0 High-Speed 8ポート(前面 4ポート､背面4ポート)、
PS/2(キーボード/マウス) 1ポート、
シリアル(COM) 4ポート（内部ヘッダー）
グラフィック出⼒機能 オンボード
Display Port 1ポート、 HDMI 1ポート、DVI-D １ポート

サウンド 7.1+2channel High Definition Audio （Realtek ALC88８S）

LAN 10/100/1000 2ポート ( Intel(R) I219LM 、Intel(R) I210AT )

動作時 温度+10〜35度C 湿度20〜80％
使用環境 非動作時 温度-10〜50度C 湿度10〜90％
保証期間 ご購入後、1年間保証
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2019年10月施行！消費税１０％・軽減税率制度が、
すべての事業者に影響を与えます。

2019年10月 2020年3月末 2021年10月 2023年10月

10％・経過措置 軽減税率
（区分記載請求書保存方式）

消費税申告
適格請求書発行事業
者登録制度の開始

適格請求書保存方式

会計

販売
仕入

取引日付により
消費税率が異なる
― ― ― ― ― ― ― ― ―

原則、2019年10月以降
の取引は10％が適用されま
す。

2019年10月以降
も8％の取引は発生

― ― ― ― ― ― ― ―

経過措置に応じて適切な
税率判定が必要となります。

場合によっては5%で
処理すべきケースも
― ― ― ― ― ― ― ―

経過措置は、前回指定日
(2013年9月1日)を考慮す
べき場合もありえます。

軽減税率対象品目を
扱う取引は8％
― ― ― ― ― ― ― ―

お茶・菓子・新聞代など経費支払の
中には軽減税率対応品目が多く含
まれます。

消費税申告書
様式変更への対応
― ― ― ― ― ― ― ― ―

制度の変更に伴い、確実
に様式が変わることが予
想されます。

登録番号の
管理が必要

― ― ― ― ― ― ― ― ―

課税事業者ごとに適格請
求書発行事業者登録番
号が付与されます。

免税事業者からの
仕入税額控除不可に

― ― ― ― ― ― ― ― ―

免税事業者との取引額・仕
入税額は区分して把握する
必要があります。

適格請求書の発行が
義務化

― ― ― ― ― ― ― ― ―

適格請求書発行事業者は
適格請求書を発行する義務
があります。また、免税事業
者は適格請求書を発行でき
ません。

売上・仕入は
適用税率別に集計
― ― ― ― ― ― ― ― ―

税額計算にあ たって売
上・仕入を区分して集計
する必要があります。

＜消費税１０％改正・軽減税率制度の影響範囲＞

基幹システムに関わる業務の影響範囲は非常に大きい！

品目ごとに
適用税率が異なる

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

取引時に対象品目か否かを判断し、
適切に税率を判定する必要があり
ます。

区分記載請求書
への対応が必要

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

請求書では、対象品目を区別し、
税率ごとの取引金額の記載が必要。

軽減税率対象品目を取扱う企業のみが
対応を求められる業務はこの範囲内だけ

消費税改正にむけて準備をしましょう！！

消費増税改正対応プログラム提供開始3月15日

新元号対応プログラム提供開始

消費税改正＆新元号対応プログラム
（1ディスク提供）提供開始

＜消費税・新元号対応スケジュール＞

4月12日

4月下旬

消費税10%・軽減税率・新元号への対応は、奉行10、奉行8、奉行J、奉行クラウドが対応します。

■プログラム提供は2019年2月末時点でOMSSへご加入
頂いているお客様が対象です。
※消費税10%対応プログラムはOMSS未契約期間なしが前提です。

■奉行8系前期版をご利用のお客様は、奉行10へのVUP
もしくは、SQLServer2008からSQLServer2012への入
替えならびに奉行8系後期版への入替えが必要です。

仕訳伝票

同じ勘定科目でも補助科目ごとに軽減
税率を自動判定させる運用も可能！

2019年10月～
区分記載請求書等保存方式

ご不明点等ございましたら
ステラグループ株式会社までお問い合わせください。

16



働き方関連法の主な改正内容

奉行シリーズは、きたる働き方改革関連法に確実に対応します。法改正で必要となる
複雑な業務にも正確かつ効率的に対応できる様々な機能を提供します。

奉行シリーズなら働き方改革関連法への対策も万全！

赤字は特に影響が大きいと考えられる項目

詳しくは働き方改革関連法対応ブック
をご用意しております。
ステラグループ株式会社へ
お申し付けください。

労基法改正のために見直してみましょう！！

順
位

項目

１ 年次有給休暇の取得義務化 有休付与10日以上→5日以上消化義務

２ 残業時間の罰則付き上限規制
残業は年720時間まで、
単月で100時間未満

３ 中小企業の60時間超の残業代引き上げ
月60時間超割増は例外廃止となり、

中小企業も150%割増適用

※ 株式会社オービックビジネスコンサルタント「奉行EXPRESS 2018年 夏号 アンケート」
調査の期間：2018年6月29日～8月3日、対象者：奉行シリーズをご利用のお客様、全回答数：1453

自社に合った働き方改革
×

労基法改正の見直しができていますか？

労働時間の適正把握 客観的な記録

勤怠管理システムを利用した長時間労働対策

💡POINT

休暇・休日管理

始業・終業時間の自己申告 システムを利用した客観的な打刻

💡POINT

💡POINT

パソコン
タイム
レコーダ

スマホ
タブレット

正確な残業時間の把握が必要！

全従業員の有休管理状況の把握が必要！
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■オフィスでの利⽤に⽬をつけた理由は？

「図書館とオフィスは同じ」― 共に集中するための場所

ですが、ON/OFFの切り替えは⼈それぞれ。「自分のタイミ

ングで好みの香りを感じられる」を目指して、

「AROMASTIC™」は顔周辺の空気だけに香り付けする「気

体拡散方式」を採用。

■香りが人間に与える効果

香りは集中⼒の維持・向上をサポートします。香りを感じ

る部分と記憶を司る部分は脳の構造的に隣接しているため、

嗅覚が働くシーンの切り替えスイッチ
に

最新の働き⽅トレンドを情報配信中！！
「AROMASTIC™」開発者・藤田修二氏にインタビュー。

勉強の記憶と香りが結びつき、結果的に計算する際の集中⼒

のスイッチとなるようです。嗅覚は睡眠中でも活発に働いて

いるため、睡眠学習も可能とのこと！

■香りはワーク・ライフの切り替えスイッチとなる

香りは、感情や本能を司る大脳辺縁系に直接信号が送られ

るため、香りを感じるだけで集中やリラックスの効果が得ら

れるのは最⼤の利点。自由な働き方が進み、自ら仕事を組み

⽴てる場⾯が増えたとしても、「意識のリセットボタン」と

しての香りは有効でしょう。

■今後は香りのパーソナライズ化が鍵

個人の好き嫌いが明確な香りを活用するためには、万人受

けするものではなく、個⼈レベルに落としていくことが鍵と

なり、大きなチャレンジ部分です。

■2種類の嗅覚：本能領域と学習領域

本能領域はDNAレベルで識別、学習領域は個⼈の記憶と

結びついた時に起こるものだそう。境界線は曖昧で、特定の

香り/においに対する反応において、どちらの領域によるも

のなのかは不明です。嗜好性の違いもあるため、香り/にお

い

の好みが細分化できればパーソナライズ化も進むでしょう。

■最後に：今後の海外進出に向けて

好きな香りを持ち運び使用できるようになったことはワー

クプレイスにおける、香り/においの概念を変えるものでは

ないでしょうか。同氏は将来的に香りの三原色的なプロセス

構築を目指します。場所や地域を問わず香りを再生し、「ど

こで働いていても気分を持ち運べる」― そんな日が近い将

来くるかもしれません。
記事の詳細はこちらから：https://www.workersresort.com/jp/style/aromastic/
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千代⽥区の空室率の推移
多くのビルで空室率の低下傾向が続いており、⼤規模ビルは1％を下回る水準まで低下が進

み、引き締まった需給バランスを背景に賃料も多くのビルで上昇が続いています。
今後の新規供給は引き続き「大手町･丸の内･有楽町」に集中してきます。

2020年には「ＯＨ－１計画」（三井不動産）や「（仮）丸の内１－３計画タワー棟」（三菱
地所）、2021年には「（仮）東京駅前常盤橋プロジェクトＡ棟」（三菱地所）の竣工を予定
しています。
大型物件の竣工に伴い期待される二次空室も、館内テナントの増床ニーズによって外部募集

がかかる前に空室が埋まってしまうことも予想され、貸手市場はもうしばらく続きそうです。

東京都主要5区空室率
・平均空室率、平均賃料(2019年2月時点)

竣工予定ビル（千代田区）
名称 延床面積(㎡) 竣工予定時期

(仮称)OH-1計画 A棟、B棟 358,483 2020年2月
(仮称)神田錦町二丁目計画 85,352 2020年2月

住友不動産麹町ガーデンタワー 48,000 2020年4月

2019年2月時点での主要5区の平均空室率は1.76%、平均賃料は21,110円/坪でした。
2月は新築ビル5棟が満室や高稼働で竣工した一方、既存ビルでは一部で大型解約の動きも出ていたこと
から、東京ビジネス地区全体の空室⾯積は⼩幅な減少に⽌まりました。賃料は空室率の推移に反⽐例す
る形で推移していきますので、こちらは62ヶ月連続での増加となりました。
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アグサスにて自社開発いたしました「かんたんシリーズ」ソフトを

2本ご紹介させていただきます。

ちょっとした便利なツールとなっておりますので、ぜひ！一度お試しくださいませ。

全業種対応

「かんたんスタンプ」とは･･･

PDF 形式のファイルに、1 回の簡単な操作で

電子印鑑が押印された PDF 形式のファイルが

生成できるソフトです。

アグサス「かんたんシリーズ」ソフトアグサス「かんたんシリーズ」ソフトアグサス「かんたんシリーズ」ソフト

① 「かんたんスタンプ」① 「かんたんスタンプ」① 「かんたんスタンプ」

※純正ではない PDF では、

正しく押印できない場合がございます。

ご購入前にデモ等にてご確認くださいませ。

・電子印鑑を押印した資料をメール添付して

送る業務が多い時。

たとえば見積書等、作成 → 印刷 →

印刷押印 → スキャンして PDF 生成 の

作業が簡単になります。

・社内でのメール添付書類の決裁印等の

押印にも便利です。

■ 一度の操作で 2 ヶ所に押印できます。

■ 最大 3 通り、6 ヶ所の押印設定が可能です。

■ 元ファイルはそのままで、別ファイルとして PDF が作成されます。

■ 機 能 説 明 ■ ■ こんな時に便利 ■

ドラック

＆

ドロップ

自動作成

お伺いしてデモができます！お気軽に弊社担当者までお申しつけくださいませ！

押印したいファイルをショートカットへドラック＆ドロップするだけ！押印したいファイルをショートカットへドラック＆ドロップするだけ！

あらかじめ設定しておいた位置に押印されます！あらかじめ設定しておいた位置に押印されます！

押印したいファイルをショートカットへドラック＆ドロップするだけ！

あらかじめ設定しておいた位置に押印されます！
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お問い合わせは･･･ ＜開発元＞

② 「かんたんファイル暗号化」② 「かんたんファイル暗号化」

■ パスワードはあらかじめ設定しておきます。

固定パスワードまたはランダムパスワード（パスワードの自動発行）の設定ができます。

「かんたんファイル暗号化」とは･･･

ファイルやフォルダを、1 回の簡単な操作で

パスワード付き ZIP ファイルまたは

パスワード付き EXE ファイルを生成できる

ソフトです。

・添付ファイル付き電子メールの誤送信対策

として、添付ファイルを暗号化して送信

することができます。

・機密性の高いファイルの漏洩対策としても

活用できます。

■ 機 能 説 明 ■ ■ こんな時に便利 ■

暗号化したいファイルまたはフォルダをショートカットへドラック＆ドロップするだけ！

パスワード付きZIPまたはEXEファイルが生成されます！

暗号化したいファイルまたはフォルダをショートカットへドラック＆ドロップするだけ！

パスワード付きZIPまたはEXEファイルが生成されます！

〒791-8021　愛媛県松山市六軒家町 2 番 30 号
TEL 089-923-6666　https://www.agusas.co.jp

ドラック

＆

ドロップ

自動作成

〒112-0004　東京都文京区後楽 2-3-21
TEL 03-5804-8780　http://www.stargp.jp/

① 「かんたんスタンプ」① 「かんたんスタンプ」 ② 「かんたんファイル暗号化」

■ 販 売 価 格 ■

※ライセンスの合算は可能です。

例えば、かんたんスタンプと

かんたんファイル暗号化を

それぞれ 1 本ずつ

ご購入の場合は、

1 本あたり＠4,000- と

させていただきます。
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法⼈様のスマホ需要、増えてます！

業務効率化やBCP対策、お任せください★
導⼊事例多々あります！

何なりとお申し付けくださいませ。

・スマホを安く使いたい！
・スマホにしたいけどリスクも心配。
・流⾏のビジネスチャットも興味ある！
・外出先で仕事を進めたい！

5台を13,135円（税抜）
で利⽤できます！

※カケホーダイ・ベーシックシェアパック5GB利⽤。
※SH-01Lを購入・docomo with適用。
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第三十三回へつづく

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PCFAX送信時の
ジョブ終了通知

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。

※予め本体にメールサーバー等の設定が必要です。

従来機では、コピーの階調や濃度、色味が原稿と異なるよう
な場合、自動階調補正を使用していましたが、
imageRUNNER ADVANCE C5500シリーズでは自動階調補正
に加えて、自動色調補正機能が搭載されています。

自動階調補正が単色の補正に対し、自動色調補正では混
色の補正が可能で、より精度の高い色安定性を実現できま
す。

自動色調補正

FAXドライバーのプロパティ＞印刷設定画面にて右下の詳細設定の中
で設定できます。

「ジョブ終了通知」にチェックを入れ、メールアドレスを入力します。
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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。

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
どちらの企業さまも避けて通れない喫緊の課題である「働き方改革」。
私どもステラグループには、オフィスのレイアウト変更というアプローチで
「働き方改革」につなげるさまざまな事例がございます。
今号冒頭の2・3ページでその事例を5つご紹介させていただきました。
何かヒントにしていただけるかもしれません。
ぜひ、お目通しくださいますようお願い申しあげます。

また、現在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聞かせ
願えれば、幸いに存じます。

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

ステラリンク2019年5月号 2019年4月16日発行

#100 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、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 働き方改革を実践したオフィス導入事例
P 4 オフィス内装工事サポート
P 6 フルオーダー可能！動画作成サービス
P 8 オルフィス新製品 コンパクト×高生産性 FW5230Ⅱ
P 10 Web会議ｼｽﾃﾑ「LiveOn」
P 12 ステラグループの光コラボレーション「スターライトひかり」
P 14 Windows7はまだ手に入ります！ロジテック特定用途向け端末
P 16 消費税改正に向けての準備、労基法改正の対応
P 18   最新の働き方トレンド情報
P 20 アグサス「かんたんシリーズ」ソフト
P 22 今、法人様スマホ需要増えてます！
P 23   複合機お役立ち情報 第３２回


