
2020

5
#112

■イチ押し！

テレワークサポーター
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■商品情報

在宅ワークの問題解決商品
D r o p b o x×B u s i n e s s

オフィス施⼯事例
イーゲート株式会社 様
施工 フロンティアコンサルティング
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奉行クラウドでできること

インターネットに接続さえできれば、自宅

のパソコンからアクセスできる！在宅で

も通常業務を行うことができます。

いつでも・どこからでもクラウド上で申

請や承認ができるようになる！押印リ

レーや上長の帰社待ちがなくなります。

領収書や請求書なども、スマートフォン

などで読み取ってデータを

添付！原本を必要とせずに会計処理が

行えます。

できること その１ できること その２ できること その３

実は、 “したくてもできない”と思われがちなバックオフィス業務でも、クラウドサービスを

利用すれば、簡単かつスピーディーに在宅勤務やテレワークを実施できるようになるんです！

テレワークに伴う勤怠管理もOBCにお任せください！

テレワークしたいけど、
オフィスにいないと
できない業務が多すぎる‥

<総務・経理担当必読‼>
テレワーク×奉⾏クラウド

こんなお悩みありませんか？？
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業務プロセス（８つの業務プロセスに分類）

顧客対応
販売支援

決済・債権債務
資金回収管理

調達・供給
在庫・物流

人材配置

業種固有ﾌﾟﾛｾｽ
（実行系）

業種固有ﾌﾟﾛｾｽ
（支援系）

会計・財務
資産・経営

総務・人事
給与・労務

自動化・分析
（RPA・BI等）

効率化パッケージ

汎用

汎用パッケージ

★赤枠内から2つ以上

★赤枠内から１つ以上

<号外‼>
IT導⼊補助⾦2020情報

IT導⼊補助⾦（サービス等⽣産性向上IT導入支援事業）

補助対象経費区
分 ソフトウェア費、導入関連費

補助率 １／２以内

類型及び補助下
限額・上限額

A類型：３０万円〜１５０万円未満
B類型：４５０万円〜１５０万円未満

交付申請期間 2020年6月1日（⾦）予定
※スケジュールについてはずれる可能性が御座います。

A類型申請条件 ・赤枠から最低1つ以上の業務プロセスを選択
・⿊枠と合わせて合計2つ以上のプロセスを選択

B類型申請条件 ・赤枠から最低3つ以上の業務プロセスを選択
・⿊枠と合わせて合計5つ以上のプロセスを選択

■奉行クラウド

■奉行クラウドEdge

■奉行11シリーズ

補助⾦対象の奉⾏シリーズ

など

など

など

2019年12月13日にIT導⼊補助⾦を含む補正案が閣議決定されました‼

※1）昨年度と同様に、ITツールは、事前に事務局の承認された付随したソフトウェア製品、クラウドサービスなどで付随したオプションや
役務も補助⾦対象となる予定です。

※2）2020年度は新たに下記の賃上げ要件が加わる予定です。
①事業計画期間において、給与⽀給総額を「年率1.5%以上増加」 ②事業計画期間において、事業場内最低賃⾦を「地域別最低賃⾦+30円」

※3）在宅勤務制度（テレワークツール）の導⼊に取り組むことで加点されます。１次公募においては※2の賃上げ要件は追加されていません。

ITツール（ソフトウェア・クラウドサービス）
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働き方改革にぜひご活用ください

その問題...

安全・簡単に効果的なテレワークを実現します！

で解決します！
・ ・ ・

国内シェアNo.1のリモートアクセスサービス
ワークスタイルを変⾰！いつでも、どこへでもオフィスを持ち歩く
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[MagicConnect]は、NTTテクノクロス株式会社の登録商標です。その他の社名、製品名、ブランド名などは、各社の商標または登録商標です。

NTTテクノクロス株式会社
ビジネスソリューション事業部
http://www.magicconnect.net/

手元の端末からオフィスにあるパソコンのデスクトップ画面を呼び出して操作するリモートアクセスサービスです。
インターネットにつながったパソコンやタブレット、スマートフォンを利⽤してどこにいてもオフィスにいるの
と同じように業務を⾏えます。

とは？

選ばれる理由 テレワークで普段と同じ業務が可能に！

詳細は下記までお問い合わせください！

在宅勤務で普段と同じ業務

画⾯転送⽅式なので、⾃宅にいてもオフィスにあ
るパソコンのプログラムやデータをすべて利⽤で
きます。事前の準備や社内データを持ち出すこと
なく、普段と同じPC環境で仕事ができます

モバイルワークで時間を有効活用

外出先でのすきま時間を業務に活用できます。
ちょっとした仕事のために帰社する必要がなくな
り、ワークワイフバランス向上の効果を発揮しま
す。

<開発・販売><連絡先>
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Dropbox Business Standard Dropbox Business Advanced Dropbox Enterprise

Dropbox Business は、法⼈利⽤で必要な機能が揃っています

徹底した管理機能

Dropbox はファイルを安全に保存し、同期や共有が簡単にできるサービスです
いつでも、どこでも、アクセスできファイルをなくす心配はありません

クラウドストレージ サービス

メンバーの追加や削除、
チームフォルダの
作成ができます。
アクティビティレポートを
生成できるので、
いつ誰が何を共有したかを
管理者が確認できます。

遠隔削除で情報漏洩対策
デバイスが盗難・紛失した場合でも
遠隔からデータを削除可能。
紛失したデバイスからの情報漏洩を
防ぎます。

120日間の
バージョン履歴

ファイルバージョン履歴は
120日間の保存
削除してしまったファイルや
昔のバージョンのファイルに
いつでも復元可能。

スマートシンク
クラウド上のファイルも可視化
ローカルPC上ではストレージは
消費しません。
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セキュリティー強化

通信盗聴不可
SSL/TLSで常に暗号化（AES256bit）

している為盗聴できません。

ID/PASSWord漏洩時の
不正アクセス防⽌

ID/PASSWord漏洩による不正アクセスは
二段階認証で防ぐことが可能です。
ログイン後、ワンタイムパスワードが

スマートフォンに送信され、
不正にアクセスされても把握できます。

接続デバイス数の制限
パソコンやモバイルデバイスなど
各メンバーがDropboxに接続する
デバイス台数の制限ができます。

使⽤端末や⾃宅からの
アクセス防止

サードパーティ製SSO（シングルサインオン）
製品を導入するこにより、

アクセス元ネットワークやアクセス端末の
制限を実施できます。

内部漏洩対策
内部者が情報漏洩できないよう

内部監査プロセスを厳粛化しています。
※SOC2/SOC3/ISO27001/ISO27018
ISO27017/ISO22301/HIPAA/HITECH

データ漏えい対策
データは複数の場所に分割し

さらに暗号化して保存しています。
その為、データセンターから直接データが
流出しても復元することはできません。

Dropbox Business プラン比較

お問い合わせ：ステラグループ株式会社

Standard Advanced Enterprise
料⾦（1ユーザー/年額） 15,000円 24,000円 30,000円
ストレージ容量 2TB（チームあたり） 必要なだけ 必要なだけ
最少契約数 3 100
ライセンス期間 利⽤開始⽇より365日
ライセンス追加 随時可能、価格は本契約満了⽇までの⽇数計算
ライセンス減数 契約更新⽇のみ可

主な機能比較
スマートシンク ○ ○ ○
チームフォルダ ○ ○ ○
Paper ○ ○ -
アクティブディレクトリ連携 ○ ○ ○
シングルサインオン連携 - ○ ○
個人版のトラフィック制御 - - ○
EMM管理連携 - - ○

15



16



17



なら解決できます！

「Web会議はどれも同じ」
と思っていませんか？

品質の高さが評価され、導入実績 5,000社 以上

独自技術による安定した通信1

CDレベルのクリアな音質2

マニュアル不要の簡単操作3

1ライセンス月額3,000円の定額制4

⾼品質なのに低価格！⽉額 ¥3,000/IDの定額制

⾳が途切れる・遅延する
音質が悪い 操作が難しい

■5ライセンスご契約時の年間お⽀払い例
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会議だけじゃない！ LiveOnのご利⽤シーン
研修・セミナー配信1 各種イベント2 遠隔相談・医療3

・経費、時間の削減
・研修業務の効率化

商談現場との接続4 現場との連絡ツール5 BCP対策6

・コミュニケーションの活性化
・社外へのアピール

・専門スタッフによる対応
・効率的な⼈員配置

・商談のスピードアップ
・成約率のアップ

・迅速な情報共有
・的確な指示伝達

・緊急時の事業継続
・事業の早期復旧

様々なシーンに対応！便利な機能を多数搭載

資料共有 ホワイトボード 録音録画

招待機能動画配信 ⾃動整列モード など多数

追加費⽤なし！外出先や現場からも接続が可能
スマートフォン・タブレット対応
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PICK UP TREND 【オリンピック・パララリンピックが与えるオフィスへの影響】

r

ついに今年、東京オリンピックが開催されます。
2013年、世界的な⼀⼤イベントであるオリンピックが東京で開かれることが決定してから、
⽇本全体で⼤きな盛り上がりを⾒せています。
このスポーツの祭典を楽しみにしている方も多くいらっしゃることでしょう。
しかし⼀⽅では、マラソンコースの急な変更など様々な問題や課題が浮き彫りになっています。
そんな問題の中で我々東京で働くオフィスワーカーが不安に感じているのが
大会開催期間中の働き方の問題です。
ある調査ではオリンピック期間中の通勤に関して、
回答者の7割以上の⼈が不安に感じていると回答しています。

オリンピックによる変化はプラスなのか

リモートワークやモバイルワークなどソフト面で対策をとる様
推奨されていますが、職種や管理の⾯などから実際に導⼊するのが

難しいと考える企業が多くあるのが現状です。

東京オリンピック会期中は競技終了後の混雑競技終了時刻が
深夜におよぶことが予想されることから競技会場の最寄り駅などで

早朝・日中・夕夜間・深夜時間帯の増発を実施予定です。
また全線で終電の繰り下げも予定しておりもっとも遅いもので

26時30分頃まで運⾏予定です。

PICK UP TREND 【オリンピック・パララリンピックが与えるオフィスへの影響】

オリンピック・パラリンピック
委員会などが入居しているため、
⼤会終了後空室予定のオフィスを
ご紹介いたします。

Daiwa神宮前ビル 晴海アイランドトリトンスクエア

0
1

0
2

住所:渋谷区神宮前2-4-11
基準階面積:約150坪

住所:中央区晴海1-8-16
基準階面積:約550坪

VACANCY 
OFFICE
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Before r

③港区（新橋〜⾚坂周辺）

④渋谷区

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。

PICK UP TREND 【オリンピック・パララリンピックが与えるオフィスへの影響】

オリンピック・パラリンピックに加盟する団体が入居していオフィスを
ご紹介いたします。オリンピック終了後空室になるかも？

文京区後楽1-7-27
後楽⿅島ビル

日本バスケットボール協会
日本バレーボール協会 ⽇本⾃転⾞競技連盟

日本ソフトテニス連盟

品川区大井1-16-2
ブリリア大井町
ラヴィアンタワー

千代田区九段南2-3-14
靖国九段南ビル

全日本剣道連盟

PICK UP TREND

渋谷区千駄ヶ谷1-30-8
ダヴィンチ千駄ヶ谷内

品川区上大崎3–3-1
⾃転⾞総合ビル

全日本柔道連盟

文京区春日1-16-30
講道館本館（講道館ビル）

01 02

03 04

05 06

PICK UP TREND

Before r

【オリンピック・パララリンピックが与えるオフィスへの影響】

「ジャパン・スポーツ・オリンピック・スクエア」

日本スポーツ協会と日本オリンピック委員会の新拠点となる「ジャパン・スポーツ・オ
リンピック・スクエア」。地上14階建てで、事務所スペースは現在の岸記念体育会館の約
1.5倍に拡大する。国内競技団体などスポーツ関係の61団体が入居しています。

【建物コンセプト】
■『動きを与えた』外観デザイン、『特徴ある技術を導入した』環境オフィスビルです。
建物の外観には、スポーツ＝「動きを与える」をキーワードに、緩やかな曲⾯を⽤いた⽴
体的な造形デザインを施されています。外苑地区および隣接するスポーツ施設群のデザイ
ンとも重なり合って、スポーツ団体の集積する施設として、ふさわしい外観です。その⽴
体造形を実現する日本初となるガラスカーテンウォールのコールドベント工法に加え、日
射遮蔽と昼光利⽤を同時に実現する環境負荷低減装置としてのスリット付ルーバーの設置
など、特徴ある先進的な技術を、スポーツ界を率先する⽴場からの社会貢献として採⽤さ
れています。

中央区晴海5丁⽬に建築中の選⼿村の跡地は、都⼼や銀座に近い⽴地、海に開かれた特
性を⽣かして、⼦育てファミリーや⾼齢者、外国⼈などさまざまな⼈々が交流でき⽣活
できるまちづくりを進めるとしています。
⺠間事業者を事業協⼒者として募り、三井不動産レジデンシャル株式会社を代表会社

に大手11社の不動産会社などでグループされた建築者が施⼯を予定しています。住宅棟
は22棟、⾼層タワーの住宅棟が2棟、商業施設が1棟を予定しており、総⼾数は約6,000
⼾を⾒込んでいます。住宅棟のうち⼀部は賃貸になる予定ですが、分譲マンションが多
数供給されることで周辺のマンションは価格の影響を受けることが想定されます。

「選手村宿泊棟」

オリンピック関連施設のその後
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5/11～9月中旬
アンケートへのご協力のほど
よろしくお願い申し上げます

お客様の“声”を
お聞かせください
～キヤノン複合機/コピー機をお使いのお客様へ～

平素はキヤノン製複合機をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
より一層のサービス向上のために、インターネットによるアンケートを
5月から9月にかけて実施させて頂きます。
このはがきが届きましたら、ぜひお客様のお声をお聞かせください。

また、アンケート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10円を「未来につなぐふるさと基金」を通じて、生物多様性の啓発や保全
に関する活動に寄付いたします。

「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>

●ご用命は
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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
27



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5月号 2020年4月21日発行

#112 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
五反田オフィス 東京都品川区西五反田7-25-3 THビル

TEL: 03-6910-4871
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 テレワークサポータ
P 4 働き方見える化サービス
P 6 テレワーク×奉行クラウド
P 8 在宅ワークの困った解決！
P10 マジックコネクト
P12 RemoteOn
P14 DropboxBusiness
P16 立ち会議時短オススメ
P18 LiveOn
P20 Microsoft Teams
P22 オルフィス×商奉行10 メーリングシステム
P24 PICK UP TREND
P26 CSアンケートご案内
P27 Canonネットアイ

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。

新型コロナウイルスの感染は拡大の一途でございます。
一日も早い終息を願うばかりでございます。
私どもステラグループは、感染防止のため、お客さまおよび社員とその家族の健康や
安全面を第一に考慮し、
緊急事態宣言継続中は、半数の社員が在宅勤務、出社する半数の社員も
時短勤務にさせていただいております。
お客さまには何かとご迷惑とご不便をおかけすることもあるかと存じますが、
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

今号のステラリンクにおきましては、お客さまの在宅勤務、テレワークのお役に立つ
ツールを数多くご紹介させていただいております。
ぜひご参考いただきましょうお願い申しあげます。

お客さま皆様方のご健勝を心より祈念申しあげます。


