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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

SDカードバックアップ機能搭載
カメラにSDカードを挿⼊することで、ネットワーク切断時に
は自動的に録画データをSDカードへ保存、ネットワークが復
旧すると、クラウド上へ自動的にアップロードされます。
ネットワーク切断による録画⽋損のリスクを軽減可能です。

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。

利⽤料無料
キャンペーン
実施中！！
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アロバビュークラウド

アロバビュー
ソフトウェアパッケージ

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

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（税別）
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

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

＜STELLAR LINK限定キャンペーン＞
3月中のお申込みで

3か⽉間サービス利⽤料無料！！
※キャンペーン適用の場合、1年間の継続利⽤をお願い致します。
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https://www.liveon.ne.jp/ジャパンメディアシステム株式会社

リプレイス背景

●品質が不安定で、役員会議など重要度の⾼い会議で使⽤できない

●多拠点を接続すると⾳声が途切れたり、画像が固まったりする

●1：1での利⽤に限定され、他の⽤途への拡張性がない

で解決！

品質差をご実感いただくため
デデモンストレーション時に多拠点接続を実施

品質だけではなく機能面も充実
最大150画面表示できるのはLiveOnだけ

役員会などの重要度の⾼い会議でも
安心して使用できる品質の高さ

研修・朝礼・テレワーク・遠隔商談など
会議以外の用途でも幅広く使用できる⼤規模利⽤にも対応できる品質と拡張性！

Web会議でこんなお困りごとはありませんか？

リプレイス背景

●導入費用・保守費用が高く、主要拠点にしか導入することができない
●年数が経つと機器の劣化で故障が多発し、修理に時間が掛かる

●専⽤機が置いてある会議室が埋まっているとテレビ会議を⾏うことができない

で解決！

Web型のLiveOnは故障も劣化もなし
定期バージョンアップで常に最新版を利⽤可能

専⽤機不要で費⽤が⾮常に安価
使用場所を選ばず、スマホタブレットからもOK！

Web型のLiveOnならではの
柔軟性が決め⼿に！

リプレイスPoint
Web会議はテレビ会議と比べて
費用が安価、自社だけでなく、
グループ会社などにも導入が可能

専⽤機が不要なので故障の⼼配もなく
いつでもどこからでも簡単に使用できる

●SONY・ポリコムなど、サポートが終了…次のシステムはどうしよう？

テレビ会議システムをご利⽤のお客様の場合

Web会議をご利⽤のお客様の場合

リプレイスPoint
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導入実績7,500社以上！ が選ばれる理由とは？

Point2：簡単

ログイン後、2クリックで会議スタート

直感的なユーザーインターフェースで、
各種機能が簡単に利⽤可能

簡単スタート

簡単操作
資料共有

ホワイトボード

会議室選択画面で入室したい会議室を選択し、
「入室」ボタンをクリックするだけで、すぐに会議を始められます。

Point1：安定した通信品質
LiveOnは独⾃の圧縮技術により、⾮常に少ないデータ量で通信することが可能です。
他社システムと比べるとTeamsの1/10、Zoomの1/3以下です。
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ネットワーク…

【データ通信量⽐較】

圧倒な
通信量の差！

●通信データ量が少ないため、映像・⾳声が⽌まりづらく、スムーズな会話が可能
●多拠点つないでもOK！(最大150画面表示が可能)
●社内ネットワークを圧迫することなく、通信が可能

Point3：充実したサポート 〜完全⾃社開発・純国産〜
●万一のトラブルの際には電話・メール・Web会議・⽴ち合いサポート可能
●国産製品ならではの専用窓口でスピーディーな対応
●絶対に失敗できない役員会議や、取引先との打ち合わせも安⼼！

Point1：安定した通信品質
LiveOnは独⾃の圧縮技術により、⾮常に少ないデータ量で通信することが可能です。
他社システムと比べるとTeamsの1/10、Zoomの1/3以下です。
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【データ通信量⽐較】

圧倒な
通信量の差！

●通信データ量が少ないため、映像・⾳声が⽌まりづらく、スムーズな会話が可能
●多拠点つないでもOK！(最大150画面表示が可能)
●社内ネットワークを圧迫することなく、通信が可能

問い合わせ先 ステラグループ様orJMS 東京都○○
TEL：○○ Mail○○ 5

natsumi.ugajin
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yuji.hyodo

弊社も全ての拠点に導入いたしました！



9



10



11



12



13



MarianEX
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完全クラウド型

テレワークでも、
社内同様安全に。

運用工数をかけずに
既知の脆弱性・未知のウィルス
対策が可能！

エンドポイントセキュリティ

サーバ不要・メンテナンス不要、すぐ使える！
インターネットさえ繋がれば全ての端末を管理

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。

初期費用 ¥30,000 月額 年額
WindowsOS MacOS基本ライセンス ¥600 ¥7,200
iOS・Android基本ライセンス ¥300 ¥3,600
操作ログ ¥425 ¥5,100
外部デバイス制御 ¥200 ¥2,400
URLフィルタリング ¥100 ¥1,200
ふるまい検知 ¥585 ¥7,020

基本ライセンス

オプション

※1ライセンスから利⽤可能です

外部攻撃対策

脆弱性対策

内部不正対策

外部デバイス
制御

操作ログ
取得

ふるまい検知

URLフィルタ
リング

IT資産管理
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テレワーク時代の課題

最新の働き⽅トレンドを情報配信中！！
「出社組の満⾜度アップ」を実現するには？

■出社しなければ困る状況をなくす

電話・FAX・郵便物への対応－電話やFAXはインターネ

ット＋PC・スマートフォンで対応できるサービスがありま

すし、郵便物も受け取りを代⾏、利⽤者が閲覧・スキャン

・破棄・転送などを指示できるものがあります。

稟議書、契約書などへの押印－電子署名サービスの普及

およびペーパーレスがさらに進むことで、脱ハンコ化への

道筋は⾒えてくるでしょう。

情報セキュリティ－テレワークにおける情報セキュリテ

ィ対策の進め方は、総務省のガイドラインが参考になりま

す。

■進捗の可視化を進め、気軽に話せる場を設ける

業務の進捗を可視化する－誰が今何を担当しているかがわ

かるガントチャートを作成し、日報などで進捗を常に共有す

る体制を整えたい。タスク管理ツールを活⽤するのもおすす

めです。

定期的にコミュニケーションをとる時間を設ける－出社組

と在宅組との間のコミュニケーションは受け⾝になりがちで

、気軽な会話をする機会が減ります。例えばオンラインでの

朝会などがあれば、わざわざ連絡するほどでもない質問や相

談ができ、雑談の中で関係性を深められるでしょう。

■出社組の環境改善は、従業員全体の満⾜度アップへ

現状の出社組の不満を解消することから着⼿し、出社組

のテレワークを可能とする環境づくりに取り組むのも一つ

の手です。在宅組の中には、介護や育児、健康上の問題な

どでやむを得ずテレワークを選択する人もいるでしょう。

出社組の環境改善は、在宅組の不安解消にもつながる施

策とも言えます。お互いの⽴場を思いやって解決策を模索

することが、双⽅の不満や不公平感の解消、ひいては従業

員全体の満⾜度向上を後押しするのではないでしょうか。

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/facility/office-worker-satisfaction/

■「出社したくなるオフィス」を実現する

不公平感の根っこには、「在宅＞オフィス」という序列が

存在します。オフィスは「できれば⾏きたくない場所」とい

う前提があるというのです。そうだとするのであれば、オフ

ィスが「⾃発的に⾏きたい場所」へと変われば、多くの出社

組の中にある不公平感は薄まるはずです。

「オフィスにいなくても仕事はできるけど、オフィスに来

たい」を目指す冒険社プラコレ。｢いつでもどこでも誰とで

も働ける時代にあえて⾏きたくなる｣をコンセプトに持つ東

急不動産。「⾃発的に⾏きたくなる」オフィスの好例です。

テレワーク時代の課題 「出社組の満⾜度アップ」を実現するには？

18



© 2020 FRONTIER CONSULTING Co.,Ltd. All Rights  Reserved.

つながるオフィス 今月のイチオシ居抜き物件

▲社員の憩いの場となるリフレッシュスペース

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。

▲広々としたミーティングスペース

▲カラフルなエントランススペース

物件NO.369
「⽬⿊駅から徒歩2分！

70坪複数個室付きの使い勝⼿の良い居抜きオフィス」

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

渋⾕区の空室率は12月末時点で約5.3%と8ヶ月連続で
上昇しています。都心5区の内、渋⾕区は唯⼀空室率が
5%台まで推移しており、IT系企業を中⼼に在宅勤務の
浸透で移転する企業が多かったためと考えられます。

渋谷区2020年12⽉空室率 約5.3%
3

3.5

4

4.5

5

5.5

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

PICK UPOFFICE 
SHIBUYA AREA

SHIBUYA
HIKARIE
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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2021年3月号 2021年2月16日発行

#122 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

P2 アロバビュークラウド
P4 Live On
P6 オルフィス×給与奉行10
P8 コロナウイルス対策
P14 販売大臣NX＋MariaｎEX
P15 ismCloudOne
P16 スターライトひかり
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。
新型コロナウイルスに対する「緊急事態宣言」は継続されており、
弊社としましても感染拡大防止に十分に配慮した上での業務執行を
心がけているところでございます。
毎号、継続してオゾン除菌・消臭機【バクテクターO3】を
ご紹介いたしております。
また今号では、先月同様
・コンパクトオゾン除菌・消臭機【リオン3.0】
・温度調整付サーキュレーター
・タワー型加湿器
・オゾン水スプレー
をご紹介いたしております。
私どもの願いはお客さまみなさま方がオフィスで安心してお働きになれることでございます。
社員一同新型コロナウイルスの一日も早い感染収束を祈っております。


