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ステラグループのモバイルワーク導入事例
「Passage Drive編」

社内PCを持ち出しした際に一番懸念される事象は紛失盗難。
クラウドにデータがあれば安全で便利ですが、「従来の操作と変わる」
「慣れるまで大変」とお考えではありませんか？
そんなお考えの時に役立つセキュリティをご紹介します。

インターフェイスに慣れる
までの時間がかかる

Webブラウザベースだと
動作にもたつきが生じる

同期したデータが
ローカルに残ってしまう

情報システム部門が
必要な機能を有していないセキュリティ面が

心配

ご質問などございましたらお気軽に担当までご連絡ください。

・ユーザーデータをOneDriveで自動保存
・ローカルキャッシュデータを自動削除
・操作感はそのままデータレスPC化
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株式会社 グリーンハウス

GH-LCW32A-BK

31.5型ワイド液晶ディスプレイ
大画面 / DisplayPort HDMI端子搭載

●広視野角パネル採用 上下左右178°
●ワイド画⾯で快適操作！フル HDの⾼解像度に対応
●白色LEDバックライトを搭載、最大45Wの低消費電⼒
●液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット
●コントラスト1,200：1の高画質
●著作権保護技術HDCPに対応したDisplayPort端子や
HDMI端子搭載

●アスペクト比固定拡大機能搭載
●ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵
●ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル
●環境に優しい、ECOモード搭載
●自動画面調整機能搭載
●日本語OSD対応
●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
●アームの取付けが可能なVESA規格
●「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
●学校環境衛生基準対応(VOC)

パネルタイプ 31.5型 ADSパネル（ハーフグレア)
最大表示範囲 698.4×392.9 (mm)
最⼤表⽰解像度 1920 × 1080 (フルHD)
画素ピッチ 0.36375(H)×0.36375(V) (mm)
最大表示色 1677万色(フルカラー)
標準視野⾓度 上下178° 左右178°
コントラスト比 1200：1

（DCR機能オン時：80,000,000：1）
輝度 350cd/㎡
応答速度 8ms（Over Drive機能オン時：GTG4ms）
水平周波数 30kHz 〜 83kHz
垂直周波数 56Hz 〜 75Hz
HDCP対応 YES
映像⼊⼒信号 アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1

DisplayPort端子×1(HDCP対応)
HDMI端子×1(HDCP対応)

パワーマネージメント VESA DPMS互換
プラグ＆プレイ機能 VESA DDC2B
画面コントロール OSD
スピーカー ステレオスピーカー(２W+２W)搭載
消費電⼒ 最大45W(省電⼒モード時:0.5W以下)
電源 AC100〜240V 50/60Hz
重量 スタンドあり： 6.6kg

スタンドなし： 5.8kg
外形寸法 スタンドあり： W728.8 × D167.2 × H526.0(mm)

スタンドなし： W728.8 × D49.6 × H433.1(mm)
動作時温度範囲 5℃〜35℃
動作時湿度範囲 20%〜85%（結露なきこと）
保管時温度範囲 -20℃〜60℃
保管時湿度範囲 5%〜85%（結露なきこと）
チルト角 上: 15° 下: 5°
VESAマウントインター
フェース 100mm（0.7mmピッチ）

保証期間 5年

型番
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Surface Pro 7 Surface Pro
LTE Advanced

Withコロナ・アフターコロナで変化する働き方。
テレワークに最適な人気デバイスが在庫豊富、即納可能！！

SurfaceはWindowsやOfficeを作っている

Microsoftならではのデバイスです

Windows 10 のセキュリティ機能をフルサポート
Windows Hello（生体認証）対応
Windows Updateを使用したファームウェアアップデート

マイクロソフト製品の性能を最大限に活かせるように設計されています！

1
POINT

高セキュリティ

2
POINT

カメラ、AV機能が高性能
５メガピクセルのフロントカメラ
８メガピクセルのリアカメラ
デュアルマイク
Dolby® Audio Premium 搭載ステレオスピーカー

だから、テレワークにも最適！！

Microsoft Teams会議や
PowerPointの音声字幕変換機能

などを快適に利用できる

相手の声も自分の声も
キレイに聞こえる、伝わる！

相手の声が聞こえづらい・・・
自分の声を伝えづらい・・・

ストレス

減
モチベUP
効率UP

AV性能がイマイチだと・・・Surfaceだと・・・ 今後増えゆくオンライン会議。

ストレス

増
モチベ、効率

DOWN
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※アクセサリ（タイプカバー、ペン、マウスなど）は別売りです。注意
事項

Surface Pro 7

SKU CPU/メモリ/ストレージ/カラー 参考価格
(税抜)

PVP-00013 Core-i3 / 4GB / 128GB / プラチナ ¥93,800

PVQ-00014 Core-i5 / 8GB / 128GB /  プラチナ ¥114,800

PVR-00014 Core-i5 / 8GB / 256GB / プラチナ ¥134,800

コンパクトで軽量、機動性に優れた 2-in-1

第10世代 Intel Core™ プロセッサ搭載

USB Type-C搭載
約７７５gの軽量薄型ボディ
高解像度PixcelSense™ディスプレイ

急速充電対応（１時間で最大80％の充電が可能)

Surface Pro LTE Advanced
第７世代 Intel Core™ プロセッサ搭載

SIMフリー仕様
キャリアアグリゲーション対応
国内の主要キャリアやMVNO事業者が利用する
バンド（1/3/8/19/26など）を幅広くカバー

SKU CPU/メモリ/ストレージ/カラー 参考価格
(税抜)

GWP-00009 Core-i5 / 4GB / 256GB / プラチナ ¥149,800

モバイル
ワークに！

延長サポート終了済みです！

✔ 仕様変更、新機能のリクエスト
✔ セキュリティ更新
✔ 無償、有償サポート

フィッシング詐欺や情報漏洩、コンプライアンス要件の不足が発生！

ご相談はステラグループまで
13
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新型コロナウイルスの感染拡⼤を受けて、働き⽅は⼤きく変化しました。在宅テレワークが急増し、オンラインコミュニ
ケーションが活発化するとともに、オフィスのあるべき姿も変化しています。
コロナとともに生きる時代、そしてその先のアフターコロナには、どのようなオフィスが求められるのでしょうか。
今、必要とされる「3密を避けるオフィスづくり」「テレワークに対応できるオフィスづくり」のポイントをご紹介します。

PICK UP OFFICE

With/Afterコロナの
オフィス

01

まずテレワークの有効性を知る

■テレワークには以下のようなメリットがあげられます

優秀な⼈材を場所を問わずに集めることができる。ワーカーの地⽅分散戦略も可

通勤コスト・オフィス賃借⾯積が削減でき、当該費⽤を利⽤した全社会議など
新たな代替施策によりエンゲージメント向上

多様な雇用形態を整備することで結婚、子育てでの退職などを防ぎ、優秀な人材を継続確保

多様な価値観の社員が集まり、企業がグローバル化していくことで社内競争⼒が強化

採⽤競争⼒の向上

社内イノベーションの促進

コストバランスの最適化

退職リスクの低減

コロナ期間中に、リモートワークの有効性を確認で
きた企業や、リモートであっても、セルフマネジメ
ントが出来ている社員は、
業務のパフォーマンスを維持できることに気付いた
のではないでしょうか。
アフターコロナ時代において、リモート採⽤枠を⾒
込んで採⽤活動を⾏い、⼈材計画を⾏うことで通常
の雇⽤条件では得難い戦⼒・スタッフを獲得するこ
とができます。
採⽤エリアを⾸都圏や主要な都市に留まらず、広範
囲に広げることで
組織⼒を向上させ、新たな事業展開・事業成⻑へつ
なげていくことが重要です。
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PICK UP OFFICE

コロナ禍のオフィスに必要な要素

ブース状に組むことで、セミクローズな集中
スペースにウェブミーティングスペースとし
ても⾃宅に設置して、書斎化することも
できます。

飛沫防止パーティション

⼀⼈⽤のクローズブースは在宅メンバーや取
引先と集中したウェブミーティングに活用で
きます。

会議室や執務室利⽤する際、情報漏洩防⽌策とし
てドアにセキュリティを取付る必要があります。
リモートワークメンバーが出社する際や鍵の受け
渡しが困難な場合、物理的な鍵の受け渡し無しで
ドアの施錠・開錠が可能なセキュリティシステム
へ移⾏する必要があります。
客先派遣事業者様などで、常駐先から自社オフィ
スへ社員を戻す必要が出た際クライアントの情報
を持ち込むため、一定基準のセキュリティへ強化
も必要です。

ウェブミーティング機材

Withコロナ期間中は、オフィスには最低限の人数で出社し飛沫を防ぎ、ソーシャルディスタンス(2M)を保って仕事を
します。シフトを作り、出社日を交代しながらリモートワークを併用するためにも以下のツールが必要とされます。

飛沫防止パネル

３面コの字型タイプから正面置き型、高さ調整可能
なもの、スタイリッシュなものまでございます。

ソロブース

オフィスセキュリティ

USB式のカメラのほか、マイク・スピーカーを整備
することで、ウェブミーティングやウェブセミナー
をクリアな音声でストレスなく実施できます。

リモートワークを今後推進する際、交通費など
浮いた費用の分をリモートワーク手当の支給や
備品提供等を検討することで、社員の業務環境
を整え、業務効率の向上とエンゲージメント
向上を図る必要が出てきます。

ホームオフィス

With/Afterコロナの
オフィス
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03
PICK UP OFFICE

コロナ終息後のオフィスに必要な要素

80坪

55坪

従来のセットアップオフィス。面積の１/3
程度を来客エリアとして設えている
レイアウト。

1 スタンディングMTGスペース
ハイテーブル / 昇降テーブル

コラボレーションスペース

１人用ブース席/モニター常備の個室

テーブル席/ファミリシート席

2 テレビ会議ルーム

3

5

ソロワークスペース
窓際カウンター席

オフィスエリア
６フィートオフィスも対応可能なシンプルな配置

⽤途に合わせて利⽤可能なフレキシブルなスペース。 １人で集中して作業をしたり、気分転換可能なスペース。

1 2
3

5

4

コロナを乗り越えた先オフィスの在り⽅を、参考例にてご紹介します！

従来のオフィスよりもノンセキュリティの
エリアを拡充し、社内外問わず使用できる
コワーキングのようなスペースを設ける。

4

With/Afterコロナの
オフィス

つながるオフィス 今月のイチオシ居抜き物件

▲開放的な屋上テラス付き

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。

物件NO.331
「オシャレな屋上テラスあり！

築地エリアのモダンなデザインの内装付きオフィス」

▲ガラス面が多く開放感のあるMTGスペース

▲淡いカラーの執務スペース

https://www.tsunagaru-office.com/
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
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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12月号 2020年11月17日発行

#119 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 ThinkSmart View
P 6 PassageDrive導入事例
P 7 31.5型ワイド液晶ディスプレイ
P 8 オルフィス
P10 ThermalJudge
P12 Surface
P14 With/Afterコロナのオフィス

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状況が
気温・湿度の低下とともに再拡大の様相を呈しております。
そんな中ですので、私からのお奨め商品は
今号も2～3ページに掲載させていただいております
小型オゾン除菌・消臭機【バクテクターO3】とさせていただいております。
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いたします。
新型コロナウイルスだけではなく、
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あることが、
お客さまのお心に響きましたのか、
大変多数のご注文をいただいております。
メーカーさんの生産状況を鑑みますと、
お早めのご注文をお勧め申しあげます。

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。


