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■イチ押し！

B I G P A D  ペーパーレス化で会議の業務効率化に貢献
オルフィス×法定調書奉行10 メーリングシステム
オフィスの音対策ソリューション

■商品情報

K O K U Y O  O F F I C E  C H A I R
R e m o t e O n クラウドリモートアクセス

■お役立ち情報

お役立ち情報(複合機編）
第３７回 「ｉｍａｇｅＲＵＮＮＥＲ ＡＤＶＡＮＣＥ」

オフィス施⼯事例
株式会社ラクス （第２オフィス）様
施工 フロンティアコンサルティング
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オフィス向け BIG PADご提案
PN-L651H/PN-L751H/PN-L851H

⼤画⾯で資料を表⽰し、参加者全員で内容を共有
迅速な意思決定、ペーパーレス化で会議の業務効率化に貢献

BIG PADの特⻑

ポイントを書き込み、参加者全員で共有。
資料はデータで保存でき、会議運営を効率化。

ワイヤレス接続でペーパーレス化

資料に書き込み、参加者で共有

4K液晶パネル搭載

マルチメディア活用

内蔵のワイヤレス機能でPCやタブレット端末※の
画面を手軽に表示し、ペーパーレス会議へ。

会議、プレゼン、研修、Web会議など
さまざまなシーンに活用可能。

4Kパネル搭載で、細かな数字の資料や
高精細なCAD図面も鮮明に表示。

高精細な4Kパネルで資料を表⽰し、ホワイトボードのように
なめらかに書き込み、データ保存できるタッチディスプレイです

※別途Web会議システムが必要です。

Full HD

4K

※Miracastの送信に対応したWindows、Android端末。
すべての端末との接続を保証するものではありません。

NEWNEW
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活用シーン（様々な書き込み方法）

SHARP ペンソフト(同梱)
会議の内容をホワイトボードに書き
込み、電子データで保存することが
できます。ページ数を増やしたり、
ペンの⾊を変更できます。

Microsoft Office(別売)
インクツールを使用し、Excel、
Word、PowerPointの資料に、ポイ
ント箇所のマーキングや、文字を
書き込み、保存することができます。

安心の機器保証サービス

「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

Direct Drawing(内蔵ホワイトボード)

内蔵コントローラのホワイトボード
機能で、接続用PCを起動しなくても、
すぐに書き込み、保存ができます。

実機デモ可能です。お気軽にご相談ください！
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世界が注⽬！

最新の働き⽅トレンドを情報配信中！！
2020年、⽇本のワークプレイスと働き⽅の変化

■注⽬度を増す「ワーケーション」

「ワーケーション」とは、バケーションを兼ねて「テレ

ワーク」を⾏う労働形態。大手企業の導入で話題を集めて

いますが、既に変化の兆しを⾒せています。旅先で日常と

変わらない業務を⾏うことに違和感が生じる人も出てきた

そう。

地方自治体がこぞって「ワーケーション」の誘致や企画

に取り組みはじめていることもあり、土地ごとに働く生活

における特別な体験を得られる仕組みは徐々に整いつつあ

ります。企業は社員のより良い体験と⾃社への持ち帰りを

期待できる制度として検討していくことが⼤切でしょう。

■脱！通勤、高まる「テレワーク」気運

東京ではオリンピック・パラリンピック期間中の交通混雑

緩和に向けた取り組みは既にスタート。「テレワーク・デイ

ズ」は総務省を筆頭に関係団体が連携し、2017年から⾏っ

ている取り組みです。参加人数は、2017年約950団体・6.3

万人、2018年1682団体・30.2万人、昨年2019年2887団体

・約68万人となっています。オリンピック開催年である今年

は、開催月である7~9月を中心に参加人数は100万人を超え

る可能性があり、場所に縛られない自由な働き方はさらに促

進されると想像されます。

■「5G」により遠隔でも〈リアルな対面会話〉が実現

「テレワーク」「ワーケーション」など⼈が離れて仕事を

⾏うにあたって、欠かすことができない遠隔コミュニケーシ

ョン技術。回線の影響などもあり⾳が途切れたりと不⾃由さ

を感じる人は少なくありませんが、「5G」により問題の多

くが解消されると期待されます。

「5G」の恩恵は遠隔コミュニケーションのみに限らず、

自動運転やロボットの遠隔操作など、これからの働き方を大

きく変えると考えられるだけに、この1年はテクノロジーの

変化から⽬が離せません。

■働き方の変化がもたらすコミュニティとの関係性

事務作業はオフィスからAnywhereへ―オフィスの価値

を⾒直すうえで、企業とコミュニティとの関係は切り離せな

い要素です。特に複数のコミュニティとの関係を特徴に持つ

ミレニアル世代の働き方に目を向けると、様々なコミュニテ

ィとの接点は従業員に幅広い活躍の場を提供し、企業とのエ

ンゲージメントを高める可能性があるでしょう。

なお、企業の成⻑フェーズに沿って、コミュニティの接点

を偶発的もしくは計画的に⾏うかの検討は重要です。
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企業移転の選択肢は2020年以降の新規供給がターゲットとなっています。このような状況下、いまだ
高い需要のもとにある東京オフィス市場の中、移転を希望する企業は、いつ、どのように拠点構築を
進めればいいのか本誌がその戦略の⼀助となれば幸いです。

【東京主要5区竣工予定オフィスビル】

2020年は約24万坪の賃貸オフィスの供給が予定
されています。皆さんは、これほどのビルが竣工
するのはいつ以来だかご存じでしょうか？
なんと「2003年問題」と称された新築ビル竣⼯
ラッシュ以来だといわれています。
エリア別では港区が約12万坪、次いで千代田区
が約5万坪、新宿区が約2万坪が供給予定です。

東京主要5区竣工予定オフィスビル

PICK UP TREND

京主要5区(都心5区/千代田,中央,港,新宿,渋谷)
の昨年12⽉時点の平均空室率は約1.5％となり

12月は成約・解約ともに大きな動きがありませんで
した。そのため東京主要5区全体の空室面積は、こ
の1カ⽉間でほぼ増減がなく、平均空室率は前⽉に
比べほぼ横ばいで推移しました。新築ビルも同様に
平均空室率が横ばいとなりました。
引き続き低い空室率が続くためオフィス市場は、

今年・来年以降の新築ビルに注⽬が集まります。
以降のページでは東京主要5区のエリアごとに新築
オフィスビルをまとめていきます。

東
1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

空室率

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。
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“オフィスの音対策ソリューション”

オフィスには様々な業務をする人がいるため、オープンオフィスにおける「音」は時に
ワーカーの生産性を下げてしまうことになりかねません。

オープンオフィスにおける音の問題

オープンオフィスの音対策

会議や電話の音がうるさくて
作業に集中できない。

会議の内容が外に漏れること
が心配…。

部下との1on1ミーティン
グをしたいが会議室だと密
室性が高すぎる。

顧客に電話をしたいが、周囲
の人が気になって気軽にでき
ない…。

営業

事務作業中のワーカー

上司

会議中のワーカー

イナバインターナショナル株式会社
ヤマハ株式会社

コラボレーション製品

>>

専用カタログもございます。お気軽に
担当営業までお問い合わせください。

音対策ローパーティションのご紹介>>

楽し気な会話が騒音になっていませんか？
テレワークが推進され、ますますビデオ会議システムの

活用が広がっています。オフィスのオープン化が進み、
パーティションに囲まれた会議室が減ってきている今、企
業の「音対策」は必要不可欠となっています。

[ユルト]

CS-700AV
+埋め込みパネル

VSP-2
+取付⾦具

■ヤマハ音環境製品■イナバインターナショナル ローパーティション
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ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート２課

鈴木 淳一

ビジュアルメッセージ表示

RUI ブラウザのEdge 、Chrome 対応

imageRUNNER ADVANCE 便利な機能紹介

＊リモートUIのサポートブラ

ウザーに、 Edge、 Chromeを
追加し、市場シェアの高いブ
ラウザに対応します。

第三十八回へつづく

＊プリント中の待ち時間にビジュアルメッセージを確認することで情報共有の強
化を図ることができます。

例えばプリント画面で印刷操作をした時 このようにビジュアルメッセージを表示できます
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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2020年3月号 2020年2月18日発行

#110 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 KOKUYO OFFICE CHAIR
P 4 Remote On クラウドリモートアクセスサービス
P 6 BIG PAD
P 8 ＮＩ Collabo360
P10 オルフィス×法定調書BIG奉行10 メーリングシステム
P12 最新働き方トレンド
P14 オフィスの音対策ソリューション
P15 複合機のお役立ち情報

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。
お客さまには益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。
いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
私からの今号のお奨めページは、4～5ページの
「クラウドリモートアクセスサービス Remote On」で
ございます。
働き方改革の促進や業務の効率化を図るため、
テレワークを採用される企業様が増えてきております。
「Remote On」であれば、万全なセキュリティを備えており、
快適なリモートアクセスを実現しています。
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。


