
2019

8
#103

オフィス施⼯事例
株式会社アドフレックス・コミュニケ-ションズ様
施工 フロンティアコンサルティング

■イチ押し！

マルウェア対策「５つの備え」これからの情報セキュリティ対策
世界初！外部に出たファイルも後から消せる「ＦＩＮＡＬＣＯＤＥ」

■商品情報

年末調整に係る時間を削減！奉行年末調整申告書クラウド
クラウドで簡単にＷｉｎ１０管理！ｉｓｍＣｌｏｕｄＯｎｅ

■お役立ち情報

隔月お役立ち情報/ＰＣ編 第４０回
「Ｏｆｆｉｃｅ２０１０について」



マルウェア対策 5つの備え

これからの情報セキュリティの考え方

マルウェアは日々進化を続けており、対策ツールの導入というこれまでの対応だけでは、十分な
効果を得ることはできません。
守るべき情報資産の特定やセキュリティイベントの検知、インシデント発生時の対処、現状復旧
への対応など、事前と事後の対策を実施することにより、被害の拡大を抑えることが必要です。

事前と事後の対策により被害拡大を抑えることが必要です！

～ これからのセキュリティ対策は、『起きることを前提』に考える ～

『サイバーセキュリティフレームワーク』

NIST※が定義する、サイバーセキュリティのリスク管理に伴う一般的な分類法および手法
※National Institute of Standards and Technology（米国国立標準技術研究所）の略称。

防 御
マルウェア感染を防ぐ

検 知
マルウェアを検知する

対 応
マルウェア感染に対処する

□感染したマルウェアが外部企業に脅威をばらまく事を防ぐ対策はされてますか？
□脅威に感染したPCが社内ネットワーク上の他のPCに影響を及ぼすなどの感染防止策は
取られてますか？

□ウィルス対策ソフトは管理され、定義ファイルの更新状況を把握してますか？
□ウィルス対策ソフトだけではなく、マルウェアを多層的に検知する対策はされてますか？

□現在お使いのルータ（ファイアウォール）にUTM機能はついていますか？
□危険なインターネットサイトへのアクセスを制限していますか？

復 旧
マルウェア感染から復旧する

□マルウェアに感染した場合の復旧方法はわかりますか？
□バックアップデータのマルウェア等からの破壊行為に対する対策はされてますか？

識 別
リスクを識別する

□情報機器端末の特定やアプリケーションなど、資産の管理をしていますか？
□社内のLANに接続された情報端末は管理された端末のみに限定していますか？

簡易チェックシート

あなたの会社の
セキュリティ大丈夫？？
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FortiGate

防 御
マルウェア感染を防ぐ

◆サイバー攻撃など、外部からの不正アクセスを防御！
◆フィッシングサイトへの誘導を抑制！
◆ネットワーク通信のウイルス対策！

UTMでマルウェアの感染を防御することが必要です

お問い合わせは…

ステラグループ株式会社 御社担当までご連絡ください

！

キヤノンの統合脅威管理（UTM） 『HOME』

バランスの取れたUTM 『FortiGate』

①1台で6つのセキュリティ機能

②月次セキュリティレポート対応

③ご契約者様専用サポート窓口

④リモート保守ですぐに対応

①高速スループット

②コストパフォーマンス

③多彩で高性能な統合脅威管理

④柔軟なリモートアクセス環境

【主な特徴】

【主な特徴】

◆デモにてお試し頂けます！
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外部に出たファイルも“あとから”消せる

世界ではじめてのソリューション

退職者や従業員の
不正持ち出し

委託先や取引先からの
間接・二次漏洩

PC/USBなどの
紛失･盗難

メール誤送信

気をつけていても起こりうる情報漏洩……

大切な情報守ります

「FinalCode」をご利用いただくと、情報漏洩に悩む必要はありません!!

社外ユーザーは無償（ライセンス課金対象は、社内で暗号化・編集ユーザーのみ）

10ライセンスご購入の場合、12万円/年 で100ユーザーまで利用可能。

（10ライセンス：暗号化・編集ユーザー 90ライセンス：閲覧のみユーザー）

※1 出典：「ITR Market View：情報漏洩対策市場2015～2017」「SaaS型
IRM市場：ベンダー別売上金額シェア(2013～2016年度)

SaaS型（クラウド版）
IRM市場で

導入実績No.1※

業界・業種・国内外問わずの導入実績

金融情報通信 製造 教育 コンサル自動車

BOXや文書管理システムとの連携実績もあり

万が一、重要ファイルが流出しても・・・大丈夫！！
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製品に関するお問い合わせ

デジタルアーツ株式会社 www.daj.jp

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアウエストタワー14F

Tel 03-5220-1110 Fax 03-5220-1130

Tel 03-5220-3090 【受付時間】平日 9:00～18:00（土、日、祝日、弊社指定休業日を除く）

E-Mail sales-info@daj.co.jp      URL www.daj.jp/bs/

FinalCodeの仕組み

システム管理者のメリット

1. 取引先や委託先などの社外ユーザーは無償

2. ファイルへの全操作ログが取得可能なため監査性の強化

3. APIによる既存アプリケーションとの容易な連携

4. 選べる認証方法と、AD連携によるシームレスな導入

5. クラウド版の場合、インフラコスト(構築・運用)が不要

エンドユーザーのメリット

1. パスワード漏れやパスワード管理を気にせずファイル共有

2. 画面透かしで、モニター画面の撮影による情報漏洩も防止

3. ファイルの操作履歴が、暗号化したユーザー自身で確認可

4. あとから権限変更しても、ファイルを再送付する必要なし

5. PC/USBの紛失・盗難や、メール誤送信の情報漏洩も防止

無料試用版を用意しております、ぜひお試しください

http://www.finalcode.com/jp/

FinalCodeの導入メリット

クラウドですぐにご利用可能、
サーバー不要

ファイル自体は預からないため、安心

専用ソフトをインストールするだけ

クライアントの導入が不要で、
ブラウザ－上から

暗号化ファイルの閲覧が可能

「印刷」「コピー&ペースト」「画面透かし」の
制御・設定が可能です。

■本資料は、2019年5月現在の情報を元に作成されています。最新の情報は弊社Webサイトをご参照ください。■デジタルアーツ、

DIGITAL ARTS、i-FILTER、m-FILTER、D-SPA、FinalCode、DigitalArts@Cloud、Chat@Cloud、Dアラート、Dコンテンツはデジタルアーツ株式

会社の商標または登録商標です。■本資料に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。■仕様は予告なく変

更することがあります。

ブラウザービュー機能
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yuta.muto

お問い合わせは…担当までご連絡ください

yuta.muto


yuta.muto

ステラグループ株式会社
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yuta.muto

ステラグループ株式会社

yuta.muto

　<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　

yuta.muto




もうすぐ年末調整業務の時期が
またやってきます！

年末の固定業務の改善を
ご提案致します

年末調整の申告業務は時間がかかる。

申告書の配付・回収 内容確認・訂正 データ入力

・年調申告書の準備と配付
・年調申告書の提出
・未提出者の管理
・未提出者へ個別に催促

・申告書の記入方法が
特殊で忘れやすい
・保険料控除額の計算ミス

（電卓→記入）

・申告書の提出状況の確認
・間違いの修正指示（差戻）

・申告書の再記入（差戻）

・従業員一人ひとりのデータを
システムへ入力

・入力時の入力ミス・漏れ
・紙の申告書と入力した内容の確認

▢ 年末調整を紙で実施している。
▢ 紙の申告書の内容をシステムに手入力しており、時間がかかる
▢ 年末調整業務中に従業員から年末調整の問い合わせが多い。
▢ 従業員から申告された内容に計算ミスが多い。
▢ 年末調整業務で残業が発生する。
▢ 拠点から書類郵送に時間がかかる

システム

～年末調整業務～よくあるお悩み事

このような業務課題はございませんか？
この課題を解決する方法はございます！

詳細は次のページへ！
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Webで年調申告書の提出を行い、総務と従業員双方の業務時間を大幅削減！

従業員

スマホやPCで
入力・提出

WEBで
内容確認

総務

年調データを
給与システムに

取込み

年末調整申告書クラウド

年間利用料 500円/1名
*ご契約は年間契約となります。
*30名以上から10名単位となります。
*給与奉行ユーザー優待価格有（年間400円/1名）
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企業が抱えるWindows10管理の課題

アップデートしたら「PCが起動しない」「動かないアプリケーションが
ある」「設定が変わってしまう」などの問題が出てしまう。

詳細は裏⾯へ

その課題、クラウドで解決

運用の課題が山積み
困ったな〜・・
という企業様が急増中

アップデートを⽌めたい！

とにかく運⽤が⼤変！
アップデート前の十分な事前検証が半期に1度必要となる。
更に、Win10と互換性がないものやパッチ適用が必要な場合あるため、
現状のインストール状況の把握やインストール作業が必要。

WSUSは設定が難しく使いこなせない。またコスト高で導入は難しい。

WSUSは難しい！
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機能更新プログラムや品質更新プログラムの適⽤延⻑⽇数の設定や、イン
ストール時期を決定するブランチ準備レベルの指定、高速スタートアップ
の設定ON/OFFが出来ます。

Point
１ Windows10関連の情報取得

アップデート・高速スタートアップを制御Point
2

クラウドだから簡単！
Windows10運用を解決

【取得できる項目】
・Windows 10 バージョン
・Windows 10 更新モデル
・Windows 10 更新プログラム適⽤延⻑⽇数
・高速スタートアップの状態

クラウドだから「いいね」！！

クラウドサービスなのでサーバー構築は不要。
初期コストやメンテンナンス費用を減らせるほか、
申し込み後すぐに運用を開始することができます。

サーバー準備不要

外出・出張中の端末や他拠点・店舗の端末もまとめて
パッチ管理もちろん、ログ取得やセキュリティ管理が
可能です。
外出先のPCをリモートで操作することもできます。

社内ネットワーク外の
端末も管理

社外

店舗･現場

海外拠点
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2019年7月1日より
他事業者光コラボからの乗り換えが可能となる

『事業者変更』がスタートします
現在の契約内容の診断を無料実施中です。ぜひご相談ください！

※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・西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・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

これまで

スターライトひかり

転用とは

NTT東日本・西日本
光回線のご提供

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

スターライト
ひかりネット
（ISP）

¥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2019年4月1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・西日本
(フレッツ光)

NTT東日本・西日本
(フレッツ光)

お客様

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

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

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
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11000572
タイプライターテキスト
ステラグループ株式会社（紹介代理店）

11000572
タイプライターテキスト
本 　社　東京都文京区後楽2-3-1　住友不動産飯田橋ビル　TEL:03-5804-8787立　 川　東京都立川市柴崎町2-3-6　第一生命ビル　　　　　 TEL:042-525-2146三　 鷹　東京都武蔵野市中町1-9-5　第一中央ビル　　　　　 TEL:0422-52-8351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 

11000572
タイプライターテキスト

11000572
タイプライターテキスト
2    8    2    7



　 製品特長

両端に「細いペン先(2㎜)」と「太いペン先(4㎜)」を備え、ペ
ン先ごとの線種設定に対応。機能ボタン無しのパッシブペンで
ありながら、各ペン先と指タッチを自動判別するため、スピー
ディに書き込めます。

＊「3年保証」および「4年/5年保守パック」は別途登録が必要です。詳細はWebサイトをご覧ください。　https://www.sharp-sbs.co.jp/display/warranty.html

＊

※入力モードが「APPLICATION」の場合

※ネットワーク環境が必要です。※Windows®、AndroidTMに対応。

保護ガラスの表面すれすれを赤外線が走査する設計で、快適な
タッチ操作を実現。ベゼルの高さを低く抑えられるため、スタ
イリッシュな外観デザインも両立しています。

コントローラー内蔵で使いやすさ進化。
４K液晶パネル搭載、新スタンダードモデル。

場所を選ばず
会議に参加

書き込みを
全員て共有

新製品ご提案資料新製品ご提案資料

映像や音声、資料やホワイトボードまで、リアルタイムに共有
できるクラウド型Web会議サービス「TeleOffice」とも簡単接
続。パソコンだけでなくタブレットやスマートフォンからも参
加してフレキシブルな遠隔会議を開催できます。

内蔵ワイヤレス機能を使えば、持ち寄ったPCやタブレット
端末※の画面を手軽にBIG PADに表示できます。ワイヤレス表示
した画面をキャプチャし、タッチペンで自在に書き込めます。

BIG PADを起動すると自動的に表示される「IWBランチャー」
を新たに搭載。デスクトップに並んだアイコンにタッチする
だけで、使いたい機能へすぐにアクセスできます。

ディスカッションしたい時は、内蔵ホワイトボードの「Direct 
Drawing」を選択。シンプルな操作性で直感的に扱えます。書
き込んだデータは専用フォーマットまたはPDFに変換して保存も
可能です。

新タッチパネルシステムで快適操作 1本で細字と太字を書き分けられる新タッチペン

別売のTeleOfficeをインストールすると
テレビ会議もスムーズに

モバイル画面をワイヤレス表示、
書き込みもOK

起動後すぐに使いたい機能にアクセス※ 自由に書き込みでディスカッション

〈PN-L851H/PN-L751H/PN-L651H〉
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商品・サービスに関するお問い合わせ先

組み合わせて使えるアプリケーション

TeleOffice(別売)TeleOffice(別売)

この資料の内容は、2019年4月現在のものです。 ●写真はイメージです。●画面はすべてハメコミ合成です。●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。

　　　SHARP ペンソフト(同梱)　　　SHARP ペンソフト(同梱)

　　SHARP タッチビューアー(付属)　　SHARP タッチビューアー(付属)　　SHARP ディスプレイコネクト(付属)　　SHARP ディスプレイコネクト(付属)
プレゼン

テーション
ツール

画面共有
ツール

仕様

クラウド型
Web会議
サービス

ホワイト
ボード
ツール

タブレット

スマート
　フォン

PC

BIG PAD

PC

タブレット

スマートフォン

画面共有

双方向
書き込み

BIG PAD

別途PCを用意しなくても、内蔵
コントローラーでTeleOfficeに
接続が可能。さっと遠隔会議を
スタート。

※ネットワーク環境が必要です。

付属のペンや指で書き込んだ内
容を電子データで保存可能。手
書き文字のテキスト変換や画像
挿入、縦向き設置にも対応。
※別途、Windows®パソコンが
　必要となります。

BIG PADとモバイル端末を無線
LANで接続し、画面共有や双方
向からの書き込みが可能。

※別途、Windows®パソコンが
　必要となります。

※別途、Windows®パソコンが
　必要となります。

ファイルの種類を気にせず、多
彩な資料をタッチ操作で比較・
参照できます。縦向き設置にも
対応。

形式 PN-L851H / PN-L751H / PN-L651H

液晶パネル 画面サイズ 85V型ワイド / 75V型ワイド / 65V型ワイド

設置方向 横/縦置き　上向き斜め０O～20O、45O

最大解像度 3,840×2,160ドット

輝度（標準値） 350cd/㎡

タッチパネル 検出方式 InGlass TM　　（ 赤外線遮断検出方式）

タッチ操作 最大20点マルチタッチ

保護ガラス 厚さ：約4.0mm（表面AGフィルム含む）

コンピューター入力信号 アナログRGB、HDMI、DisplayPort

入力端子 アナログミニD-Sub15ピン×1、HDMI×2、φ3.5㎜ミニステレオジャック×1、DisplayPort×1、RS-232C（Dｰsub9ピン×1）

出力端子 　音声 φ3.5㎜ミニステレオジャック×1

　映像 DisplayPort×1

　スピーカー出力 10W＋10W（６Ω）

コントローラー部 CPU ヘキサコアArm® Cortex®-A72（デュアルコア）＋Arm®　Cortex®-A53(クアッドコア）

メモリー／ストレージ ４GB／32GB

microSDカードスロット microSD/microSDHC/microSDXC※　対応×１　※exFAT形式には対応していません。

USB端子 USB 3.0準拠×2、USB 2.0準拠×1

LAN端子　/　無線LAN 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T×1　/　IEEE802.11ac/n/a/g/b準拠　　　

Bluetooth® 4.1準拠　対応プロファイル：A2DP、AVRCP、GATT、GAP、HID、HOGP

スピーカー出力 10W＋10W

設置 4点留め　85V型/75V型：ピッチ600×400㎜、65V型：ピッチ400×400㎜

連続稼動時間　/　消費電力 16時間　/　85V型：310W　　75V型：330W　　65V型：270W

原形寸法（突起部分を除く、ディスプレイ部分のみ）　
単位：㎜

85V型：幅約1,951×奥行約99×高さ約1,150    75V型：幅約1,724×奥行約98×高さ約1,020
65V型：幅約1,501×奥行約98×高さ約894

質量 85V型：約77kg　 　75V型：約61kg　 　65V型：約48kg
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ステラグループ株式会社

yuta.muto

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　
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■職場における体臭・口臭問題が開発のきっかけ

職場における身だしなみについて、体臭や口臭を含めたに

おいは「対処してほしい」「指摘しにくい」問題として挙げ

られるだけでなく、「自分のにおいが気になる」と不安を抱

えている人の多さが開発のきっかけになったそう。

大阪工業大学 大松繁教授との邂逅から、携帯可能なデバ

イスによるにおいの可視化・データ化の共同研究・開発を進

め、2017年に「Kunkun body」は生まれました。

においを可視
化

最新の働き⽅トレンドを情報配信中！！
職場における他人の体臭・口臭問題解決に取り組むコニカミノルタ「Kunkun body」を紹介。

■一般的なにおいチェッカーとは一線を画す

加齢臭、ミドル脂臭、汗臭の3大体臭に加え、口のにおいを

測定します。使い⽅は頭や⽿の裏側、口に製品を数秒近づける

だけ。測定データはスマートフォンのアプリケーション上に

10段階で表示され、そのレベルによって対策の有無を客観的

に判断できるほか、具体的な対策を提示してくれます。

■Point① においを嗅ぎ分けられるセンサー

においの種類の嗅ぎ分けが可能。口臭チェック機能では、

「人への迷惑」を指標で嗅ぎ分け、ミントのにおいがした場合

は測定結果の数値が低く迷惑度は低いと表⽰されます。

■Point② 「エチケットツール」として使いやすいデザイン

日常的に＜使える＞デザインを考慮し、ポケットサイズで

清潔感のある⾒た⽬を採⽤。「においケアという⾏為が、一

流のビジネスパーソンに近づく身だしなみの新習慣として根

付いてほしい」と開発チームは願います。

■Point③ においケアのアクションまで考えた設計

においの⾒える化はあくまできっかけ作りにすぎません。

習慣化を促すため、「Kunkun body LIFEページ」を通じ

てにおいを防ぐ対策⽅法の情報発信を⾏っています。

■においケアに敏感な人とそうでない人

「自分のにおいは気にならない」人にこそ、自らを知って

もらい対策を促すことが、オフィスにおけるにおい問題解決

の一番の近道だそう。

また、におい測定は身体状態を知る手段でもあり、疲労度

の高い人は体臭・口臭も強くなる傾向にあるため、福利厚⽣

の一環で導入を検討する企業も増加中です。においの測定が

働く⼈の新たな常識になる⽇が着実に近づきそうです。

記事の詳細はこちらから：https://www.workersresort.com/jp/facility/daison_lightcycle/ ◀

18



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

■五反田・大崎エリアの特徴
五反田エリアは「五反田バレー」が浸透し、既に空

室率の低下が⾒受けられます。賃料はIT・ベンチャー
に⼈気の渋⾕・六本⽊に⽐べればまだ⼿頃ですが少し
づつ賃料上昇の兆しが⾒えてます。

大崎エリアは駅前の再開発により竣工した駅前の大
型物件は周辺物件と比べて単価が高いです。
その分、ビルのグレードやオフィス環境は抜群です。
駅前を離れると少し⼿ごろな物件も出てきますのでお
気軽にご相談ください。

Pick Up Office

所在地：東京都品川区⼤崎1-11-1
基準階⾯積：約850坪
⼊居テナント：㈱サンリオ
施主：三井不動産

【ゲートシティ大崎ウエストタワー】

～ 大崎駅から直結の巨大複合機能都市 ～

CONCEPT

オフィスタワー2棟と低層部の店舗
文化施設と地上20階建の住宅棟を
中心に多彩な都市機能が集積した
複合再開発施設です。JR山手線大
崎駅直結 という利便性と施設内の
恵まれた空間は、ビジネスの拠点
として、憩いの地幅広い層で利⽤
しています。

■オフィス物件をお探しの方へ
再開発などが進み注⽬を集めるエリアですが、既に物件の空室率の低下や賃料の上昇等の現象が起こっています。

最近では山手線沿いの田町・三田エリアもIT・ベンチャー企業が流れてきています。

五反田バレーについて 大崎の再開発について

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、IT系スタートアップ企業の集まる街に変貌を遂げま
した。
2018年7月25日に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、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ました。
元々IT・ベンチャー企業に人気の渋谷や六本木エリア
は、オフィス空室率の低下という市況も相まって賃料の高
騰が顕著になっています。五反田バレーとして注目され
ている五反田駅も人気が上昇しているため、早くも空室の
減少や賃料高騰の予兆が見られてきています。

工場跡地などを再開発し急速に発展してい
るＪＲ「大崎駅」周辺は、平成元年の大崎ニ
ューシティのオープンを始めとして、街の様
子は次第に変わっていきました。
2018年には大崎ガーデンシティが開業し、
木造密集地域が抱える防災上の課題の解
消や、緑地不足などの整備を実施すること
でみどり溢れるエリアになってきています。

大崎の副都心構想によってビジネスエリ
アだけでなく住・商・業が一体となった複合
再開発が進められており今後も注目のエリ
アとなるでしょう。
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詳しい内容は担当営業・担当サービスまで



Office 2010のサポート期限は？
Windows7のサポート期間が2020年に切れるという話は、インターネットや弊社の担当営業によるご案内など
でご存知の方は多いのではないかと思います。しかし、Office 2010も同じように2020年の10月にMicrosoftに
よるサポートが切れるという事はあまり知られていません。

サポートが切れるとどうなるのか

Officeの各バージョン サポート期限

第40回 －Office2010について－

延⻑サポートが切れたOfficeを用い続けることは社内感染の危険性はもちろんですが、社外にも
ファイルのやり取りなどを介して感染させてしまう危険性を伴います。
事実上、使用できなくなってしまうと考えた方が良いでしょう。

Officeに限らずMicrosoftが提供する製品には、メインストリームサポートと延⻑サポートの二種類のサポート
期間が存在します。メインストリームサポートでは、製品発売から最低5年間、新機能の追加やバグの修正、
脆弱性の修正が行われます。延⻑サポートでは、メインストリームサポート終了後から最低5年間、脆弱性の
修正のみが行われます。現在Office 2010やWindows7はこの延⻑サポート期間にあたります。

延⻑サポートが終了しても起動・使用は問題なくできますが、脆弱性の修正が行われなくなるため、ウイルス
感染の危険性が非常に高くなってしまいます。

Microsoft Office 発売年 メインストリームサポート期限 延長サポート期間

Office 2019 2018年 2023年10月10日 2025年10月14日

Office 2016 2015年 2020年10月13日 2025年10月14日

Office 2013 2013年 2018年 4月10日 2023年 4月11日

Office 2010 2010年 2015年10月13日 2020年10月13日

Office 2007 2007年 2012年10月 9日 2017年10月10日

Office 2003 2003年 2009年 4月14日 2014年 4月 8日

今回は2020年にサポート期間が終了するOffice 2010を中心にお話ししましたが、当然ながら他のバージョンに
もメインストリームサポート期間と延⻑サポート期間が設けられています。
以下の表で、各Officeのサポート期間をご紹介します。
※Office 2019のみ延⻑サポート期間が2年に短縮されています。
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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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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
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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。
情報セキュリティにまつわるトラブルが常にマスコミ等で
取り上げられている昨今、私どもステラグループにおきましても、
お客さまから、情報セキュリティに関するご相談をお受けすることが
日々増えております。
お客さまのかけがえのない情報資産をお守りするために、
社員一同、最新のソリューションをご提供できるよう努めております。
今号でも多くのページで関連記事を掲載させていただきました。
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8月号 2019年7月16日発行

#103 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 マルウェア対策５つの備え「防御」
P 4 外部に出たファイルも後から消せる！「FINALCODE」
P 6 受発注業務でのお悩みをアラジンECでもっと楽に！
P 8 年末調整に係る時間を削減！奉行年末調整申告書
P10 Win10管理課題をクラウドで解決！
P12 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」
P14 振込代行サービス「FliCO」
P16 4K液晶パネル搭載SHARP BIGPAD
P18 最近の働き方トレンド情報
P20 高速インクジェットプリンターORPHIS新製品のご紹介
P21 PCお役立ち情報 第40回
P22 キヤノン複合機の遠隔NETEYE保守サービスについて
P23 アンケートにご協力ください


