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ワークブース d r a p e
これからのW e b対策

■商品情報
奉行 給与明細電子化クラウド

23.6型液晶ディスプレイ(マルチタッチ)

オフィス施⼯事例
株式会社ネクサスイノベーション 様
施工 フロンティアコンサルティング
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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】

5



6



7



WEBカメラ内蔵 10点マルチタッチ
23.6型液晶ディスプレイ

型番：GH-LCT24B-BK
JAN：4511677121418

●画⾯にタッチして直接操作！
静電容量式タッチパネルにより最⼤で10点で画面をタッチ操作が可能。

●Windows 10のマルチタッチに対応。
10ポイントのマルチタッチ機能に対応、回転やズームなどの
操作を指を使って直接可能です。

●ＴＶ会議などに最適、Webカメラをベゼルに内蔵
液晶ベゼル上部にWebカメラを内蔵
余分な周辺機器を取り付ける必要が無く
スッキリとした⾒た⽬のまま使⽤でき、TV会議などでの使用に最適です。

●USBハブ２ポート内蔵
液晶背面にUSBポートを２ポート内蔵しており
パソコン本体に手を伸ばす必要なく、USBポートを使用できます。

●液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット
ブルーライトカット機能を使用すれば液晶ディスプレイから発する
眼に悪影響を与えると⾔われているブルーライト（波⻑380〜495nm）
をカットし、専用の眼鏡などを掛けなくとも ブルーライトカット効果を
受けることができます。
OSDメニューからの操作で簡単に機能のオン/オフが可能です。
※ブルーライトカット機能を使⽤すると⻘⾊の発⾊を抑えるため
画⾯が⻩⾊がかって⾒えます。

COVID-19対策テレワークに最適!!

●上下左右178°の広視野角
●コントラスト3,000：1の高画質
●縦横比16:9パネル採用、高画質AV機器の画像をピッタリ表⽰！
●フルHD(1920×1080)対応！ワイド画⾯で快適操作。
●HDCP対応のDisplayPort端子、HDMI端子搭載
●3台のパソコンを切り替えて使⽤することが可能
●ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル
●ステレオスピーカー(1.5W+0.5W)を内蔵
●最大55W、省電⼒モード時0.5W以下の低消費電⼒
●環境に優しい、ECOモード搭載
●OSDメニューロック機能＆電源ロック機能付き
●盗難防止用ホールを装備
●壁掛けやアームの取付けが可能なVESA規格準拠
●「グリーン購入法適合製品」
●J-Moss(グリーンマーク)適合、RoHS指令準拠
●安心の3年間保証対象製品

DisplayPort x1 HDMI x1 VGA x1 3系統入力

10点
マルチタッチ

対応

TV会議にWEBカメラが便利！
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21.5型ワイド液晶ディスプレイ
GH-LCW22H-BK （ブラック）
GH-LCW22H-WH（ホワイト）

23.6型ワイド液晶ディスプレイ
GH-LCW22H-BK （ブラック）
GH-LCW22H-WH（ホワイト）

2７型ワイド液晶ディスプレイ
GH-LCW27A-BK （ブラック）

31.5型ワイド液晶ディスプレイ
GH-LCW32A-BK （ブラック）

・21.5型ﾜｲﾄﾞ
・接続端⼦：VGA、DVI、HDMI
・解像度：1920×1080 (ﾌﾙHD）
・最⼤輝度：250cd/m²
・最⼤表⽰⾊：1677万色相当
・ｽﾃﾚｵｽﾋﾟｰｶｰ(2W+2W)
・3年間保証
・付属品：VGAｹｰﾌﾞﾙ,DVIｹｰﾌﾞﾙ,HDMIｹｰﾌﾞﾙ

・23.6型ﾜｲﾄﾞ
・接続端⼦：VGA、DVI、HDMI
・解像度：1920×1080 (ﾌﾙHD）
・最⼤輝度：250cd/m²
・最⼤表⽰⾊：1677万色相当
・ｽﾃﾚｵｽﾋﾟｰｶｰ(2W+2W)
・3年間保証
・付属品：VGAｹｰﾌﾞﾙ,DVIｹｰﾌﾞﾙ,HDMIｹｰﾌﾞﾙ

・2７型ﾜｲﾄﾞ
・接続端⼦：VGA、DisplayPort、HDMI
・解像度：1920×1080 (ﾌﾙHD）
・最⼤輝度：250cd/m²
・最⼤表⽰⾊：1677万色相当
・ｽﾃﾚｵｽﾋﾟｰｶｰ(2W+2W)
・5年間保証
・付属品：専用電源ケーブル、アナログ接続ケーブル、

オーディオケーブル

・31.5型ﾜｲﾄﾞ
・接続端⼦：VGA、DisplayPort、HDMI
・解像度：1920×1080 (ﾌﾙHD）
・最⼤輝度：350cd/m²
・最⼤表⽰⾊：1677万色相当
・ｽﾃﾚｵｽﾋﾟｰｶｰ(2W+2W)
・5年間保証
・付属品：専用電源ケーブル、HDMIケーブル、

DisplayPortケーブル

グリーンハウスの安心サポート体制
①徹底品質管理
⽣産⼯場、そして⽇本国内でも徹底した品質管理を⾏い低不良率を実現。

②先出しセンドバックサービス（製品納品日から一ヵ月以内)
徹底した品質管理のもとでも、万が⼀の初期不調が発⽣した場合、⼀定の条件で製品の先出し交換を
⾏います。

③修理期間中の代替機無料貸出サービス(製品納品⽇から２ヶ⽉⽬以降）
万が⼀の故障時でも、修理期間中の業務に⽀障が起きないよう、代替機を無料でお貸出いたします。

株式会社グリーンハウス
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F
TEL：03-5421-2255  FAX：03-5421-2266

N
E
W
！
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セキュアで安定したテレワーク環境にお勧めの
LTE通信用 USBドングル

【メリット その①】
外出先でも重くて充電が必要なモバイルルーターを使わずとも
パソコンのUSBポートに挿すだけですぐに利⽤できます。

【メリット その②】
WiFiなど無線LANからのアクセスを介さないため通信経路の
安全性を担保できると共に、VPN(Virtual Private Network)
を併用すればセキュリティを強固にできます。

新型コロナウイルス対策に留まらず、⽣産年齢⼈⼝の減少、育児や介護との両⽴や働く⽅のニーズ多様化に
対応するため企業で導入が進むテレワーク。導入にあたっては、労務管理⽅法、情報通信システム・機器、
テレワーカーの執務環境の３つの側⾯から必要事項を検討することが⼤切です。

中でも在宅勤務において個⼈契約の通信インフラを前提で設計する企業が多い中で、セキュリティの対策が
不⼗分な結果、情報漏えいなど思わぬ問題が⽣じる可能性があります。
安全にテレワーク業務を実施できるよう、セキュリティリスクを正しく認識して必要な機器の導⼊をお勧めします。

インターネットインターネット

なりすまし等の方法で
通信内容をハッキング

従来 本製品

強固なセキュリティの
LTE通信を使用するため
ハッキングが難しい

LT
E回

線

W
ifi

出張中 展示会/会議場 客先訪問

移動中 在宅勤務

利⽤シーン（例）

サテライトオフィス勤務

【メリット その③】
NTT docomo/ KDDI(au)のLTE周波数に対応しているため
対応するmicroSIMカードを挿⼊するだけですぐに利⽤可能。
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パソコンをどこでもインターネットに接続、
docomo / auのmicroSIMに対応したLTE USBドングル

●docomo/auのmicroSIMに対応したLTE USBドングル
docomo、auのmicroSIMカードに対応し、パソコンのUSBポートに接続してLTE回線に接続するUSB
ドングルです。
※SIMカードは付属しておりません。

●パソコンのUSB接続すればどこでもインターネットに接続
パソコンのUSBポートに接続すれば、どこでも簡単にインターネットに接続できます。

●バッテリーレス・コンパクト筐体
バッテリレスでUSB端子も収納できるコンパクトな筐体のため、持ち運びが簡単でパソコンと一緒に持
ち運んでも邪魔になりません。

●不正アクセスし難いUSB接続
USBからのアクセスのみで、WiFiなど無線LANからのアクセスができないため、固定で設置しても不正
アクセスを許さず、高いセキュリティを誇ります。

●Webブラウザから簡単設定
アクセス設定などは、Webブラウザ上で⾏うため急なパソコンの変更などでも問題なく使⽤できます。

GH-UDG-MCLTEC-WH
JAN:4511677123238

■製品仕様
対応キャリア：docomo / au(KDDI)
インターフェース：USB2.0
対応周波数：
docomo LTE 2100MHz, 800MHz
au (KDDI) LTE 2100MHz, 800MHz
通信速度：Cat4 下り：最⼤150Mbps / 上り：最⼤50Mbps
対応OS：
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10(各32 ビット版 / 64 ビット版)
Mac OS X 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11
対応ブラウザ：Microsoft Internet Explorer 9,10, Google Chrome, Safari
外形寸法（W×D×H）：90mm × 33mm × 10mm
重量：約29g
電源仕様：
電源電圧：DC5V（USB給電）
通信時最⼤消費電流 約550mA以下
通信時平均消費電流 約300mA以下
待ち受時平均消費電流 約30mA以下
SIMサイズ：micro SIM
動作温度：-10℃〜55℃
動作湿度：5%〜95%（結露なきこと）
保証期間：1年間

■動作確認済みSIM一覧
[Docomo系]
YourNet SIM 
楽天モバイル
Wirelessgate SIM
IIJ mio Dプラン
mineo Dプラン
nuro mobile
BIGLOBE SIM
SORACOM Air for セルラー

[KDDI系]
KDDI IOTコネクトAir
IIJ mio Aプラン
mineo Aプラン
UQ Mobile

株式会社 グリーンハウス
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15ウノサワ東急ビル5F
TEL：03-5421-2255  FAX：03-5421-2266

https://www.green-house.co.jp/

ホワイトモデル

■付属品
USB延⻑ケーブル(15cm)
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ペーパーレス化

最新の働き⽅トレンドを情報配信中！！
組織混乱を招かないために重要な「⽬的の整理」

■ デジタルトランスフォーメーション（DX）とは？

2018年に経済産業省が取りまとめた、デジタルトランス

フォーメーション（DX）を推進するためのガイドラインで

は、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データ

とデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、

製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業

務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し

、競争上の優位性を確⽴すること」と定義しています。

なお、DX推進の成熟度を定性指標として6段階で評価を

分けます。

■ペーパーレス推進の背景

以前のペーパーレスの目的は文字通り「紙を減らす」こと

による環境対策やコスト削減でしたが、「情報のデジタル化

」による労働生産性の向上やBCP対策といった今日では当た

り前な視点が、当時は重要視されていませんでした。

しかし、2011年に発⽣した東⽇本⼤震災や現在のコロナ

禍で「組織活動のデジタル化」が企業課題のひとつとなり、

デジタルトランスフォーメーション（DX）推進という名の

下にペーパーレスは企業にとって避けられないものとなった

感があります。

■組織内でペーパーレスを進める上で重要な「目的の設定」

ペーパーレス化は大きな業務変革のため、社内外の混乱を

招くことも考えられます。不要な混乱を避けるためにも、明

確な目的の設定が重要となります。

〈チェック項⽬例〉

 業務効率の改善

：業務フローの改善や業務スピードの向上

 セキュリティ対策

：情報管理や情報漏洩防⽌

 モビリティ対応

：移動・可動性の向上、どこでも仕事ができる環境の整備

 情報共有

：情報や知識の共有による、組織⼒の向上や透明性の確保

 整理整頓

：業務に不要なものの廃棄、必要なものの適切な配置

 経費削減

：備品消耗品費や固定費などの削減

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/style/paperless/

組織課題に合わせた適切な⽬的設定が重要ですが、目的に

沿わない場合は無理にペーパーレスを⾏わないという判断も

⼤切です。また、ペーパーレス化の難しさは業界によっても

異なることも押さえておくべきポイントです。

また、段階的にペーパーレスを進めていくことも重要。数

ヶ月単位ではなく、数年単位の⻑期的な視点を持って取り組

みたいところです。例えば、情報共有を目的にデジタルサイ

ネージを社内に設置、モバイル端末支給、名刺管理システム

や業務アプリ構築クラウドサービス、電子サインの導入等々

。各施策の⽬的はその時々で異なることもありますが、結果

的に手段としてのペーパーレスが継続、段階的に進⾏するで

しょう。

諸々の施策の検討・導入から運用までとても気の遠くなり

ますが、ペーパーレスは一日にしてならず。明日できること

から取り組んでみてはいかがでしょうか。

ペーパーレス化 組織混乱を招かないために重要な「⽬的の整理」
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１.まずはご連絡ください！
弊社サイトのお問い合わせフォームから
居抜きで退去をしたい旨お伝えください。

２.ヒアリング
物件情報・契約状況の確認、退去の条件な
どについてヒアリングいたします。

３.撮影
弊社営業担当者からのヒアリング後、
弊社サイトに掲載用の写真を
撮影にお伺いします。

４.内⾒
サイトへの掲載後、入居したい企業様を弊
社が探索します。その後入居希望のお客様
がいらっしゃったら内⾒にお伺いします。

５.契約の調整
オーナー様・入居希望社様・貴社との調整
をします。
その後申し込みと契約になります。

01
居抜きでの入居・退去はスケジュールや各段取りがポイントとなります。
弊社では居抜きオフィスのマッチングサイトである「つながるオフィス」（以下、弊社サイト）の運営をはじめ、
居抜きオフィスに関する様々なサポートをしております。
以下では弊社にご連絡いただいた際の実際に入居される場合と、退去される場合、それぞれの進め方についてお話します。

居抜きで
入居の場合① 居抜きで

退去の場合②
１.まずはご連絡ください！
弊社サイトでお気に入りの物件を教えて
ください！
もしサイトになくても掲載前の物件もご
ざいますのでお気軽にご連絡ください！

２.ヒアリング
弊社営業担当からご希望の条件等ヒアリ
ングいたします。お客様の物件探しを
サポートいたします！

３.内⾒
⼊居希望の物件へ内⾒のご案内をいたし
ます。

４.申込・契約
オーナー様・入居希望社様・現入居テナ
ント様との調整をし、申し込み、契約と
なります。

PICK UP OFFICE

【居抜きオフィス】

居抜きオフィスの入居・退去の進め方

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

▲インダストリアルなおしゃれな内装

お問い合わせはこちらまでお願い致します！

Tel  0120－734－343      

「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。

①物件NO.307
「恵⽐寿駅⾄近！インダストリアルなデザインの居抜きオフィス」

▲ガラス面が多く開放感のあるMTGスペース

▲シンプルかつおしゃれな執務スペース

https://www.tsunagaru-office.com/
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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10月号 2020年9月15日発行

#117 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 奉行 給与明細電子化クラウド
P 6 ワークブース drape
P 8 23.6型ディスプレイ
P10 USBドングル
P12 これからのWeb対策
P13 オフィスサプライ
P14 オルフィス×給与奉行10
P16 FortiGate活用事例
P17 Honeywell
P18 働き方トレンド

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。
私の今月号のお奨め商品は、先月号に続き、
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。
2～3ページでご紹介いたしております。
新型コロナウイルスだけではなく、また今冬にも流行するであろう
インフルエンザウイルスにも有効です。
・ご来店・ご来場するお客さまのご安心とご安全のため
・社員・職員のみなさまの健康維持と福利厚生のため
・クラスターの発生防止のため
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。

詳しくは弊社担当者までお気軽にご相談くださいますよう
お願い申しあげます。


