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オフィス施⼯事例
武蔵コーポレーション株式会社 様
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期間中、iPhone7 32GBの新規契約(MNP含む)で
2020年7月1⽇〜2020年9月31日迄キャンペーン期間

安心のソフトバンク回線
毎⽉の料⾦が月々2,480円〜

定額オプション+が0円

おすすめのポイント

iPhone7（32GB）

Bizキャンペーン期間限定

iPhone7 32GBをおススメする３つの理由

低価格
コストを抑えた分、
業務活用できる
ソリューションを

導入することが可能

動画や書類の
ダウンロード時にも

余裕の32GB

iOS13の
高いパフォーマンス、
新機能が利⽤可能

最新OS⼤容量

法人様限定

iPhone7 32GB
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給与計算

給与明細書の印刷

封入・封かん

仕分け

郵送

配布・手渡し

給与計算

給与明細書の印刷

封入・封かん

仕分け

郵送

配布・手渡し

従業員の勤務場所や雇用形態に合わせて明細書のWeb照会、メール配信のいずれかを選択でき、
各⾃所有の端末で利⽤できます。いつでもどこでも明細確認が可能となります。
また、明細書データは過去データ3年まで閲覧可能です。

対応帳票 給与明細書・賞与明細書・源泉徴収票

↓↓価格・資料などのご相談はこちら↓↓
〒163-6032 東京都新宿区⻄新宿6-8-1

住友不動産オークタワー32F
TEL:03(3342)1870 FAX:03(3342)1874

※【比較対象OBCサプライ用品】 1セット300枚入り 定価：18,000円

例）従業員50名の企業の場合（50名×12か月=600枚の給与明細書/年が必要）

給与明細書の電子化で
テレワーク対策もバッチリ！

導⼊後すぐに給与・賞与明細書を電⼦化できます！

➤印刷作業や配賦作業にかかる業務時間・コストも削減します！

➤従業員の働き方に合わせて配信ができるため、明細書を
受け取る従業員皆様の手間が減ります

➤明細書コストだけを比較しても“確実に”お安くなります
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奉⾏8シリーズは発売から9年5ヶ月が経過する
2022年4⽉末をもちましてサポートを終了する運びとなりました。

奉行8シリーズユーザー様向け

①クラウド型基幹システム “奉⾏クラウド”
奉⾏クラウドで在宅勤務・テレワークに対応しませんか？

２つのパターンで検討しませんか。

・プログラムメンテナンス終了⽇：2021年 12月末
制度改正対応をはじめとした、更新プログラムの開発と提供が終了となります。

・サポート終了⽇：2022年 4月末
サポートセンター問合せ対応を含む、すべてのサポートが終了となります。

②奉⾏11へバージョンアップ

操作性をそのままに、最新版でWindows10対応！！
【奉⾏11シリーズの特徴】
・業務を⼤幅改善「奉⾏Edge連携」が可能に！
・新機能「⾃動アップデート」搭載！
・新機能「⾃動化・アラート機能」搭載！

オンプレ最新

【本プランのポイント】
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監視カメラ録画システム

アロバビュークラウドダイレクト

在宅勤務を取り⼊れた勤務形態での
社員の出社状況を把握したい

テレワークのお悩み 監視カメラで解決します！！

出社人数が少ない状況下で
重要書類の持ち出しを監視したい

社員不在時の防犯のため
エントランスを監視したい

アロバビュークラウドダイレクト概要

クラウドのメリット アロバビュークラウドの特徴

サービスの初期利⽤費は発⽣せず、1カメラあたりの月額費用
のみ発生となります。また、レコーダーの設置費用、運用対
策等の費用が大幅に圧縮可能です。

通常、録画した映像はHDDに保管されますが、HDDはいずれ
壊れます。その度にコストがかかり、交換処理が必要です。
クラウドならその心配は必要なく、運用負荷の削減が可能で
す。

HDDやカメラを管理するサーバー等を置く必要がありません。
余計なスペースを占拠しないで済みます。HDDやサーバーが
物理的に存在しないので、故障対応や盗まれるリスクもあり
ません。

１カメラ単位、月/年単位契約

メンテナンス不要

置場不要・盗難不可能

国内実績 No.1のソフトウェアが基盤
10年以上の開発・販売実績と10,000社以上の導入ノウハウか
ら得た安定性と柔軟な対応と抜群の使い勝手により、業種業
態を問わず様々なお客様にご利⽤いただいております。

業種や利⽤シーンに応じて解像度・保存期間を選択いただく
事が可能です。1カメラ単位、月単位での契約が可能なため、
イニシャルコストを抑えて、利⽤を開始することが可能です。

お客様用途に応じたメニュー

カメラの死活監視の実施
お客様のカメラの死活監視を1日1回実施しております。カメ
ラ又はネットワーク要因により、接続エラーを検出した場合、
接続が⾏えないカメラの情報をご指定のメールアドレスに⾃
動通知いたします。12



アロバビュークラウド
安心のセキュリティと拡張性を有した録
画システムです。1カメラからご利⽤頂
け、他店舗での統合管理に適しています。

アロバビュー
ソフトウェアパッケージ
基本となるソフトウェアです。
サーバーにインストールし、最大12,800
台の統合管理が可能です。

Axis Communications以外のカメラの場合はこちら

アロバビューレコーダー
小規模システムに適したアロバビューが
プリインストールされている録画機です。

監視カメラ録画システムのアロバビューは、
20メーカー、500種以上のネットワークカメラに対応。
様々なメーカーが混在する環境でも統合管理が可能です。

店舗やコンビニをはじめ、国の重要施設や鉄道、食品工場など
⼩規模〜⼤規模施設まで抜群の使い勝⼿と
開発から10年の信頼と実績からアロバビューは選ばれています。

製品ラインナップ

クライアント画面イメージ

※スマートフォン・タブレット用アプリケーションもございます（iOS･Android対応）

カテゴリー 保存日数 ⽉額料⾦
256Kpsプラン 7日 1,800円

15日 1,850円
30日 2,150円
60日 2,400円

512Kbpsプラン
★多数お選びいただい
ているプランです

7日 1,950円
15日★ 2,100円
30日 2,600円
60日 3,100円

768Kbpsプラン 7日 2,150円
15日 2,400円
30日 3,050円
60日 3,750円

プラン一覧（月額・税別）

下記機種は代表的な機種の⼀例でございます。
対応機種についてはお問い合わせください。

対応カメラ（⼀例）

プラン・対応カメラ

固定カメラ
M1065-L

バレットカメラ
M2025-LE

ドームカメラ
M3064-V
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現場中継・作業支援向けソリューション
「いつでも・どこからでも」

ウェアラブル端末×

録画データの保存

本社・本部
■大型モニタで現場からの情報を集約

LiveOnサーバー

ファイルサーバー

現場へ作業指示・支援

社内ネットワーク

現場(国内・海外)

経験や技術の不⾜を
本部からの指示で補う

■現場の作業映像を中継して送信

モバイルWi-Fi

タブレットのデザリング

熟練者を配置

若⼿を配置

ウェアラブル
カメラ

ウェアラブル
カメラ

若⼿を配置
映像・音声の通信

インターネットを通じて場所を選ばずどこからでも
簡単に接続できるコミュニケーションツールです。

様々なシーンでご活⽤いただけます！

インターネット

■ 低帯域でも途切れづらい
■ 自動再接続機能を標準搭載
■ 複数拠点に⾳声・映像・資料の同期配信が可能

★録音録画機能も標準装備
→研修⽤途での利⽤も！
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品質の高さが評価され、導入実績 7,400社 以上
事例① 某⾃動⾞メーカー様

ASP版 5IDご利⽤ラインや整備状況の点検作業などを実施！

●⽣産性向上、⼈⼿不⾜への対応
→現場管理の効率化やトラブル時にスピーディな対応が可能になりました。

●⾞両の点検や事故現場での作業対応を録⾳録画
→若⼿向けの研修動画として展開ができました。

ASP版 59IDご利⽤

通信回線は3G・LTEおよび
Wi-Fi両回線を使用。
主に地上ではWi-Fi、地下や
トンネルは3G回線を使用。

現場と本社⾞両部を接続し、トラブル対応

事例② 鉄道関係会社 様

DHC_P

クライアントソフトライセンス ⽉額使⽤料(定額)
¥78,000/ライセンス ¥3,000/ライセンス

ASP版オプション 初期費用/契約会社コード単位
多人数モード ¥300,000

LiveOnWearable ¥300,000
Wearableキッティング作業 OPEN

※価格は税抜表示です。
※記載のオプションは必須ではありませんが、付与していただくことを推奨しています。
※端末はご希望のスペックやご予算に合わせてご提案いたします。

VuzixM300 VuzixM400エプソンBT-300 RealWear
HMT-1

¥100,000¥50,000 ¥199,000 ¥298,000
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■①スケジュールの⾒える化

他の社員がどこで何の作業をしているかわからない問題。

同僚や上司・部下と顔を合わさなくなるテレワーク環境は、

コミュニケーションロスを生みやすくなります。それぞれの

予定をオープンにしておくことで、コミュニケーションをは

かるタイミングを把握できるでしょう。

最新の働き⽅トレンドを情報配信中！！

■②〈使う〉コミュニケーションツールを再確認

社内で複数のコミュニケーションツールが活用されること

も多い中、「どの会話がどこで⾏われているか」というコミ

ュニケーションの複雑化が課題。

プロジェクトやマネージメントにおけるコミュニケーショ

ンはそれぞれどこで⾏われるのか、どのようなツールが利⽤

されるかを再確認することで、情報共有の漏れや連絡不⾜を

防ぐことができます。

■③返事は原則5分以内

スムーズな報連相や確認ができない問題が潜みます。「電

話は、相手が出ない可能性がある」「メールは、返事に時間

がかかる」「チャットツールは、直接の会話ほどのコミュニ

ケーション量やレスポンスの速さが期待できない」とった業

務のスピード減速が、社員のストレス増加や生産性の低下に

繋がります。

テレワークの際は、「原則◯分以内にレスポンスする」と

いうルールを再定義しておくことに留意したいです。

テレワーク 企業・ワーカーに役⽴つ、最低限の6つのルール

■④顧客情報や気密性の高い情報の扱い方を再確認

機密情報の管理は最も憂慮される領域です。普段オフィス

で扱っていた情報をどこまで外部に持ち出し可とするか検討

する必要があります。

情報管理の観点から部分的なテレワークと時差通勤で対応

する企業も多いですが、気密性の高い情報を扱うエリアはオ

フィス内に限定するなど、ワーカーの拡散で⾼まる情報漏洩

リスクを管理し、効果的にテレワークを活用する視点を持っ

ておくといいでしょう。

■⑤オフィスで⾏う優先業務を決めておく

オフィス作業を「内・外」で分けてスケジュールを⽴てる

のは一手です。分類別に働き方を分けると、「内作業」に該

当するものは「コワーク・アイデア出し」などといったとこ

ろ。一方で、「対話・知識共有」は複数人の活動ですが、テ

レワークでの代用が可能でしょう。

なお、「高集中」は、オフィスではない場所の方が適して

いることも多いため、テレワークの得意分野と言えます。

最新の働き⽅トレンドを情報配信中！！

記事の詳細はこちらから：https://www.workersresort.com/jp/culture/telework-6rules/

■⑥週1の1on1ミーティング

テレワークでは、「人事評価の齟齬を防止」「マネージメ

ント観点で業務を把握」「リモートワーカーの孤⽴化防⽌、

企業文化への一体感を維持」を目的とした1対1のミーティ

ングが効果的です。

テレワーク 企業・ワーカーに役⽴つ、最低限の6つのルール
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■〈場の雰囲気〉に影響する「非言語コミュニケーション」

間身体性－⼈と⼈が出会った場⾯で無意識のうちに笑顔や

欠伸が伝染するなど、仕草や言動が同調する現象。

我々のコミュニケーションにおいて、⾔語は⼤切な要素で

あるが、対峙した相⼿と円滑にコミュニケーションが取れる

か否か、換言すれば〈場の雰囲気〉を掴むのには、身体が大

最新の働き⽅トレンドを情報配信中！！

きく影響していると言います。

間身体性において、身体が同じ場所にあることは非常に重

要なファクターであり、相⼿の⾝体が⾒えた時に、自分の身

体がどのように反応するか、逆に自分の身体が動いたときに

相手がどのように反応するかの循環が〈場の雰囲気〉を形成

すると続けました。

■コミュニケーション方法の鍵は何を相手と共有するか

「何を共有したいかによって、人と人のつなぎ方を考慮す

るのが賢明だ」と田中氏は示唆します。

つまり、コミュニケーションの目的によって、手段は変わ

ってくるし、それに合わせて⼿段を選択することが⼤切とい

うのです。電話で話すと要領を得ず、メールの方が相手に伝

わりやすい経験を誰しも持っているのは、まさに目的と共有

の合致をよく表しています。

明確な情報を伝えるときはメール、相手の様子を伺いなが

ら進めたいときには電話など、その目的に合わせての使い分

けが肝要ということです。

非言語コミュニケーショ
ン ウェブ会議で得られない、リアル会議の”熱量”の正体とは？

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。

r

つながるオフィス 今月のイチオシ居抜き物件

▲高級感のある執務スペース

お問い合わせはこちらまでお願い致します！

Tel  0120－734－343      URL  https://www.tsunagaru-office.com/

「つながるオフィス」は
居抜きで“貸したい“企業様を募集しています！

「原状回復費を抑えて移転したい」
「こだわって作ったオフィスを壊すのはもったいない」
といったニーズをお持ちの企業様、是非、弊社まで
お問い合わせ下さい。

オフィスからオフィス、その空間を引き継ぐお手伝いを
させて頂きます。

物件NO.292
「⾚坂エリア！ガラス張りで外観までおしゃれな築浅オフィス」

▲おしゃれな室内案内板

▲ガラス張りのミーティングスペース
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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9月号 2020年8月18日発行

#116 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 東京都千代田区九段南3-3-6 麹町ビル1F                    

TEL 03-6261-2050
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
荻窪オフィス 東京都杉並区上荻1丁目18番13号 文化堂ビル

TEL: 03-6279-9626
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 BACTECTORO3
P 4 Honeywell
P 5 Bizキャンペーン
P 6 ミーティングオウル
P 8 奉行 給与明細電子化クラウド
P 9  奉行8シリーズサポート終了ご案内
P10 WORKPOD
P12 監視カメラ録画システム
P14  Live On
P16 働き方トレンド
P18 オルフィス×法定調書奉行10

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禍はまた感染者が急増しており、
予断を許さない状況でございます。
今号では感染拡大防止のために非常に有効な機器をご紹介いたします。
オゾンの力で菌やウイルス、ニオイの原因成分を強力分解する
小型オゾン除菌・消臭機【バクテクターO3】でございます。
今号の2ページ～3ページに掲載いたしております。
フィルターやランプなどの交換が不要で低ランニングコスト、
そして小型軽量でございます。
弊社でも早速グループ12拠点すべてに設置いたしました。
ぜひ、導入をご検討くださいますようお願い申しあげます。

最後になりましたが、お客さま皆様方のご健勝を心より祈念申しあげます。


