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■イチ押し！

ＡｌａｄｄｉｎＥＣ ＢｔｏＢ ＥＣ・Ｗｅｂ受発注システム
Ｌｉｖｅ Ｏｎオプションキャンペーン！！
オルフィス×商奉行１０ メーリングシステム

■商品情報

ＢＵＦＦＡＬＯ ＡＣ充電器、ＳＳＤ
法人向けファイル転送サービス ＤｉｒｅｃｔＣｌｏｕｄ－ＢＯＸ

■お役立ち情報

お役立ち情報(システム編）
第４３回 「ＢｉｔＬｏｃｋｅｒ」

オフィス施⼯事例
株式会社Globee様
施工 フロンティアコンサルティング





※資料請求・お問い合わせは、ステラグループまでお気軽にお問い合わせください
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新発売

新発売

新発売

新発売

新発売

人事総務
人事労務データの自動更新

業務プロセスの自動化

人事情報のリアルタイム把握
マネジメントのスピードアップ

経営者・マネージャー
社会保険労務士

顧問先のリアルタイム把握
アドバイスのスピードアップ

生産性向上＝従業員と繋がること
Excelや紙の情報を入力するのに時間がかかるなら

従業員と繋がればいい

奉行クラウド
続々登場
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コスパNo.1の 法人向け 「ファイル転送サービス」

ファイル転送を安全・安心に！

取引先とのファイル転送を
安全かつ快適に実現
メールに添付できない大きなファイルも
簡単に送受信できます。
IPA(独⽴⾏政法⼈ 情報処理推進機構)に
採用された高いセキュリティと信頼性を備えます。

圧倒的コストパフォーマンス

年額120,000円〜(税別)の 定額制
ユーザー数は 無制限
100ユーザーなら１人あたり 1,200円/年と、
月100円感覚で利⽤できるコスパの良さ。
ユーザー数無制限で管理も楽々です。

DirectCloud-BOX

このような課題を抱えているお客様に最適です。
メール添付を禁止したい USBメモリやCD-Rでの

やり取りを廃止したい
無料サービスの
濫⽤を防ぎたい

取引先とのファイル交換を
安全におこないたい

プラン 品目CD 標準価格
（年額）

ストレージ
容量

送受信
最大サイズ * 特⻑

ベーシックプラン 3600V74401 120,000円（税別） 100GB 2GB 安価に始めたい
お客様に

スタンダードプラン 3600V74501 360,000円（税別） 300GB 5GB ** 大きなファイルを
扱うお客様に

年額120,000円 (税別)初期費⽤無料
※ベーシックプラン（容量 100GB）の場合

DirectCloud-BOXで スッキリ解決！

* ⼀度にアップロードするファイルの合計サイズでの上限です。 ** ブラウザの種類によって最⼤サイズが異なります。



PCAクラウド

PCAクラウドのメリット③：利⽤するPCAソフトの種類が増えるほどお得!!

PCAクラウドのメリット②：インストール台数に制限なし!! コストを抑えたクラウド運用

2台同時利⽤のみ

PCA会計クラウド PCA給与

PCA商魂

ライセンス費用＝同時稼働台数のため最低同時稼働台数分のライセンス費用だけでOK!!
またインストールするクライアントPC台数に制限がないため閲覧のみユーザーにもPCAクラウド利⽤が可能。

クラウドでよく普及している会計・給与だけでなく販売管理・固定資産管理(減価償却)・人事管理などの
さまざまなソフト種類を取り揃えております。また『Web API』により他システムクラウドとシームレスな連携が可能。

同時稼働台数に変更がない限りは2種類⽬以降の追加ソフト利⽤費⽤はオンプレミスソフトの
年間保守費⽤とほぼ同額でPCAソフトを利⽤することができます。

『13,000法人』が利⽤している基幹業務クラウド

PCAクラウドのメリット①：会計・給与だけじゃないバリエーション豊富なソフトラインナップ!!

サービス開始11周年

でも同時稼働1台
までなら

PC5台にPCA会計クラウドをインストール

13,500円/月
PCA会計2ユーザーまで：3,500円/月
サーバ利⽤ライセンス1CAL：10,000円/月

1ライセンス分の
費⽤で利⽤可能

にソフト追加

PCA給与２ユーザーまで：3,500円/月
PCA固定資産２ユーザーまで：3,500円/月

追加14,000円/月だけ

4ソフト追加しても
PCA固定資産

PCA商魂

PCA商魂２ユーザーまで：3,500円/月
PCA商管２ユーザーまで：3,500円/月



〒102-8171   千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル TEL:03-5211-2700  

働き方改革に対応した各システムと連携

【各システムの費用対効果】※500名想定

2019年4月の労働基準法改正に深く関係する勤怠管理システム。
2020年4⽉から資本⾦1億円以上の企業が義務化となる社会保険電子申請システム。
業務負担を大きく改善できる経費申請・給与明細Web配信システムとの連携も可能!!

※2020年4月1日より資本金1億円の企業は義務化

デモ訪問可能です。お気軽にご相談ください。

(社会保険電子申請システム) (勤怠管理システム)

(経費精算システム)

(給与明細web配信システム)
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SHIBUYA・EBIS Area Report

今回の特集は「渋谷区」、その中でも渋谷駅周辺と恵比
寿周辺を特集します。

現在の渋谷区は映画や音楽、ファッションなど様々なエ
ンターテイメントが集積され、他の街にない唯一無二の
強みをもった街になりました。

都内有数の乗降客数を誇る渋谷駅を中心として、オフィ
スエリアでは他のエリアと比較してＩＴ企業の集積が進
んでいることが特徴として挙げられます。

渋谷区の現状と今後の展望について見ていきましょう。

Pick Up Office
渋谷駅では100年に一度と言われる再開発が進み、ここ数年で大きな変貌を遂げています。
また現在も渋谷駅周辺では東急グループが中心となり、大規模な再開発事業が進められています。
その中でも今後進められる2つの再開発事業をご紹介します。

BEFORE

AFTER
所在地：東京都渋⾕区桜丘町、道⽞坂⼀丁⽬及び渋⾕三丁⽬各地内

渋⾕駅南⻄部では、渋⾕駅桜丘⼝地
区再開発事業が進⾏中です。
グローバル対応の生活支援施設やベ
ンチャー育成を図る起業支援施設な
ど、ハードとソフトの両面から渋谷
の国際競争⼒を強化します。また街
の防災機能の強化も進められ、災害
時の街の安全・安心を守ります。

【渋谷二丁目１７地区市街地再開発】
所在地：東京都渋⾕区渋⾕⼆丁⽬１７番地

AFTER

渋⾕ヒカリエ裏の渋⾕⼆丁⽬17
番地では渋谷二丁目17地区市街
地開発計画が進んでいます。
渋⾕駅や⻘⼭通りなどをつなげ
る多層な歩⾏者ネットワークや
、坂道による縦移動を改善した
⽴体的な屋内広場を整備するこ
とで、回遊性を高めます。さら
に、敷地面積の約35％を活用し
、植栽などを配した潤いある３
つの屋外広場やオープンスペー
ス（約1,200㎡）を設置する予定
です。

BEFORE

【渋谷駅桜丘口地区市街地再開発】
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Pick Up Office
【 恵比寿ガーデンプレイスタワー 】

住所:渋谷区恵比寿4-20-3
基準階面積:約840坪
入居テナント:コロプラ

恵比寿ガーデンプレイスは2019年10月に開業25周年を迎えました。
25周年の節⽬に恵⽐寿ガーデンプレイス内のグラススクエア地下1階の一部を、“働くこと”と“生

活すること”が融合したライフスタイルを提案する空間「PORTAL POINT -Ebisu-」がオープン
しました。

「PORTAL POINT -Ebisu-」は約460坪のスペースをリニューアルし、「新しいライフスタイル
の創造と地域コミュニティ活性化の促進」を⽬的として、オフィス⼊居者や地域住⺠、近隣のワー
カーも利⽤できる、「働く場所にプラスαの価値」を提供する複合施設です。

本施設は、仮眠室を併設したシェアオフィスを中⼼に地域住⺠や来街者も利⽤できるカフェ、
イベントスペースポップアップストアで構成されます。「生活」と「ビジネス」圏とが近い恵比寿
ならではの魅⼒を活かし、形にとらわれない新しいワークスタイルを提供するとともに、恵⽐寿エ
リアの更なる地域活性化と新たなコミュニティ創出を実現します。

▲リニューアル後の鳥観図

「渋谷フクラス」が2019年12月5日(木)に開業した
ばかりですが、東京オリンピック開催の2020年に向
けて、今もなお着々と変化を遂げています。全ての再
開発が完了するのは、2027年を予定しています。前
頁でご紹介した開発計画以外にも、渋谷区道玄坂二丁
目開発計画も2022年4月竣工に向けて開発中です。再
開発にあたり、駅構内の動線も⼤きく改良され、現在
の銀座線渋谷駅ホームは格段に広くわかりやすくなる
予定です。

■オフィス物件をお探しの方へ
発展を続ける渋⾕区ですがさらなる新規供給も⾒込まれています。

新築物件においては「竣⼯時の募集賃料」や「竣⼯時の稼働率」など
今後の不動産情勢の予測にも役⽴つ情報に注⽬です。

当社はオフィスのコンサルティングを通じ、企業戦略やブランディングによりお客様の
業務向上を目指しております。
オフィス移転を事務所物件探しからオフィスデザイン、内装工事、オフィス家具手配、
引っ越し、原状回復までワンストップでご提供できることが強みとなっております。
オフィスデザインや事務所移転などオフィス設計で何かお困りの際は、
ぜひフロンティアコンサルティングへお問い合わせください。



ビジュアルコミュニケーションシステム

お好きなオプション1つ無料
キャンペーン！！

1オプション:¥300,000→￥0
★指定のパッケージをお申込み頂くと、下記のオプションを1つ無料とさせて頂きます。

※価格は税抜きです。※月額費用は別途発生します。
※アプリケーション機能・HD画質は別途月額費用が発生します。

※イントラパック版については別途ご相談となります。

アプリケーション共有 HD画質対応 多人数(セミナー)モード

￥300,000→￥0 ￥300,000→￥0￥300,000→￥0

スケジュール機能

￥300,000→￥0

コール機能

￥300,000→￥0

AdminTool(管理者機能)

￥300,000→￥0

対象オプション機能 一覧



ビジュアルコミュニケーションシステム

■映像機器（Logicool Webカメラ or コミュニケーションカメラ）

■音響機器（YAMAHA マイクスピーカー）

①②③を2セット以上ご購入いただくと、
オプション1つ初期費用¥0に！

①LiveOnライセンス
(1ライセンス：78,000円)

②カメラ
③マイクスピーカー

対象機器 一覧

C930eR
三脚取付可
価格：OPEN
(参考価格:15,000円)

CC2900ep
三脚取付、リモコンで
パンチルトズーム操作可能
価格：OPEN
(参考価格:100,000円)

YVC-200
1〜4名程度向け
価格：30,000円

YVC-330
〜6名向け
価格：60,000円

YVC-1000
大人数向け
(5台まで拡張可能)
価格：120,000円

※価格は税抜きです。



今月のオススメ製品のご紹介

新 製 品 情 報
名刺サイズのコンパクトサイズ
USB 3.2(Gen 2)対応 ポータブルSSD SSD-PGMU3シリーズ

1. 故障予測機能「みまもり合図 for ポータブル」搭載
SSDの健康状態を把握し、商品の劣化が進むとLEDでお知らせします。
故障予測通知時にはクライアントソフトウェア「みまもり合図」がイン
ストールされたPCに接続することで、詳細状況の確認が行えます。
データの移行サービス（有償）もご利用いただけます。
みまもり合図 for ポータブルはソフトウェア・インターネット接続を
必要としない機能です。

2．USB 3.2(Gen 2)による高速ファイル転送を実現
USB 3.2(Gen 2)インターフェースが、SSDのパフォーマンスを
引き出します。USB 3.1(Gen 1)搭載の当社従来品に対し、
約1.5倍のスピードアップを実現しました。※1

【測定環境】OS：Windows10 Pro x64、CPU：Intel Core i7-3770K 3.5GHz、メモリー：DDR3 4GB、マザーボード：ASUS P8Z77-V PRO、内蔵SSD：TOSHIBA THNSN9120GESG
【測定方法】ベンチマークソフトウェアでシーケンシャルリードの転送速度を測定。（2019年8月当社調べ）
※グラフの値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。

3．本商品からOSを起動
Windows 10専用バックアップソフト

「スマートツインズブートエディション」のOSブート機能に対応。
PC内蔵のストレージが故障した時でも本商品からOSを起動可能で、
そのまま利用を続けられます。

外出時のモバイルデバイスの充電をサポート
モバイル向けコンセント付きAC充電器 BMPA24TP2 BMPA36TP3シリーズ

1. AUTO POWER SELECT機能
充電方式の異なるiPhone、Androidを専用ICが自動で判別し、
接続された機器に最適な充電（出力）を行う
AUTO POWER SELECT機能を搭載。

どのポートにどの機種を接続しても自動で急速充電できます。

2. 180°回転プラグで狭い所も使用でき、持ち運び時はプラグを収納可能
コンセントに挿し込むプラグ部分が180°回転するので、
狭い場所でも使用可能です。プラグを本体にも収納でき、
出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。

型番 USBポート数 ／ 色 定価

BMPA24TP2BK USB×2 ／ ブラック ¥2,820

BMPA24TP2WH USB×2 ／ ホワイト ¥2,820

BMPA236TP2BK USB×3 ／ ブラック ¥3,350

BMPA36TP2WH USB×3 ／ ホワイト ¥3,350

※⿊、⽩以外にも⾚、⻘、⾦のカラーラインナップがございます。
詳細は弊社HPをご確認ください。

⿊ 白
1.9TB SSD-PGM1.9U3-B SSD-PGM1.9U3-W ¥38,900

960TB SSD-PGM960U3-B SSD-PGM960U3-W ¥21,200

480GB SSD-PGM480U3-B SSD-PGM480U3-W ¥12,200

240GB SSD-PGM240U3-B SSD-PGM240U3-W ¥8,100

容量
型番

価格

新 製 品 情 報
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BitLockerとは
BitLockerとは、Windowsに標準で搭載されているドライブの暗号化機能です。
特定のフォルダではなくドライブ全体を暗号化するので、盗難や紛失時の情報漏洩防止にも有効な機能です。
暗号化されたデータは、回復キーという48桁の数字を知る人にしか見られなくなります。

BitLockerによる障害内容

BitLockerの自動有効化を防止する方法

近年、主にWindows10のPCにてこのBitLockerが勝手に有効化されてしまい、Windowsにログインしようと
した時に回復キーの入力を求められ起動できなくなるという障害が度々起こっているようです。
回復キーはBitLockerを有効化した時に発行されるのですが、意図せず有効化されているため回復キーも分か
りません。こうなってしまうと復旧が出来ず、PC内のデータを失ってしまいます。
この現象はWindowsのアップデート後やBIOSと呼ばれるパーツの不具合で発生することがあるようです。

BitLockerをすでにお使いなのであれば、もちろん問題はありません。しかしそうでないのであれば、お使い
のPCの設定を確認して事を強くお勧めします。

この障害の発生を防止する方法として、BitLockerの機能を手動で無
効化する方法が挙げられます。
設定方法は以下の通りです。

①管理者権限を持つアカウントでサインインします
②スタートメニューから設定⇒更新とセキュリティ⇒デバイスの暗
号化と進めます

③「デバイスの暗号化が無効になっています」と表示されていれば、
④以降の作業は必要ありません。

④デバイスの暗号化が有効になっていた場合、「オフにする」を押
下することで無効化できます。

⑤コントロールパネル⇒システムとセキュリティ⇒BitLockerドラ
イブ暗号化より無効になった事を確認できます。

※更新とセキュリティの画面で、デバイスの暗号化が表示されない
場合もあります。その場合は下記サイトを参照してください。

参考：http://www.ken-system.co.jp/support/windows10bitlocker/

Cドライブ(上)やコントロールパネルのBitLocker
ドライブ暗号化の画面(下)に！マークが付いている
方は要注意です

第43回 －BitLockerについて－



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 ＡｌａｄｄｉｎＥＣ BtoB EC・Web受発注システム
P 4 15.6型モバイルディスプレイ
P 6 オルフィス×商奉行10
P 8 社会保険雇用保険 電子申請義務化
P10 アグサスシステム開発パッケージあきんど
P11 法人向けファイル転送サービス DirectCloud-BOX
P12 基幹業務クラウド PCAクラウド
P14 オフィス情報 渋谷 恵比寿エリア
P16 Ｌｉｖｅ Ｏｎ キャンペーン
P18 ＢＵＦＦＡＬＯ 今月のオススメ製品
P19 Information Point㊸BitLocker

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。

今号の私からのお奨めは、「あきんど-商人- Ver.2」でございます。
グループ会社アグサス開発の
オリジナル販売管理システムがリニューアルしました。
お客さまのご要望を随所に反映して、
更に使いやすく生まれ変わりました。
導入コストもお手頃でございます。
ぜひ、弊社担当者までご相談くださいませ。
何卒よろしくお願い申しあげます。




