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サテライトオフィスパック
変わりゆく働く広場
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名入れサービス

オフィス施⼯事例
株式会社スタッフロール 様
施工 フロンティアコンサルティング



変わりゆく働く場
働き方の可能性を探る！

働き方改革、コロナ禍におけるオフィス環境

ステラグループオフィス環境委員会

『ABW』はVELDHOEN＋COMPANY社の研究によって作られた考え方です。
©2018 Veldhoen＋Company All Right Reserved.

特
集

前回の特集では作業の形態から働き方やワークスペースを考えるABW（アクティ
ビティ・ベースド・ワーキング）をご紹介いたしました。ABWではシーンや作業内容

によるスペースのづくり方の考え方となりますが、オフィスづくりを
考えるときもう一方で大切な考え方は安全衛生です。労働安全衛
生法では作業環境、作業方法、疲労回復支援施設などを挙げてい
ますが、現在のコロナ禍においてより注目されるのはこの「衛生」
というキーワードです。コロナ禍前の安全衛生はどちらかとばスト
レスチェックに代表されるような働き方や従業員のストレス緩和と
いうイメージでしたが、これに加え感染防止という物理的な「衛生」
面が必要不可欠となりました。この価値観は現在のコロナ禍が終
息したとしてもオフィスづくりの重要な要素として定着すると想像
されます。体温チェックや消毒からはじまったオフィスにおける物
理的衛生がここ一年で空間自体の除菌や滅菌など飛躍的に発
展しています。今後も物理的な分散など含めてオフィスの衛生が
どう進化していくか注目されます。世界的なパンデミックという衝撃的かつ難儀な状況から始まった取り組みですが、
そういう意味では2020年はオフィスの物理衛生元年だったのではないでしょうか。

オフィスの安全衛生

「新時代の座席予約」
コロナ対策やオフィススペース見直しの一環としてフリーアドレス席や

サテライトオフィスの導入が進むなか、ホテリング運用も注目を集めるようになりました。ホテリングとは、レイアウト図
面から社員自らが事前に座席や個室を予約
して利用するシステムのことです。各デスク
へRFIDタグやQRコードを貼り付けスマート
フォンのアプリを利用してチェックインとチェ
ックアウトが可能です。ホテリングの言葉自
体はあまり聞き慣れない言葉ですが、実は
1990年代のアメリカで既に提唱されてい
たそうです。元々は、オフィス縮小による経
費削減の観点から限られたスペース、座席
の有効利用を目的としたホテリングですが
このコロナ禍においては以下のような運用

効果も生まれています社員の健康を守る方法のひとつとしてホテリング運用も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

・利用可能な座席を制限することで、状況に合わせた出社率の管理ができる
・座席利用者の履歴を追うことで、万が一の際に濃厚接触者管理ができる
・席毎の利用率の把握ができ、最適な配置が可能

期待される運用効果

オフィス空間に風水でちょい足し運気UP⇑
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本社機能を分散

●家賃高の都心の割合を減らし床面積は維持

1）オフィスの分散と集約

2）完全フリーデスク化
3）ペーパーレスの推進
4）より高いセキュリティの確立

ステラグループ 移転事例

弊社ステラグループは2020 年8月に本社移転を行いました。
ここではステラグループが移転に際し取り上げたテーマそれぞれを事
例をふまえご紹介してまいります。

▼パーソナル昇降デスクの導入

・日々違う席での作業となり、多くの人とのコミュニケーションを生み出す。
・個人が好きな高さに調節可能な為、座り/立ち 2パターンでの作業が可能。
・机を合わせることも可能な為、スペースを広げての作業や少人数での打合せにも対応。

▼パーソナルロッカ－の導入

・袖机からパーソナルロッカーへ集約することにより、フリーアドレス化と個人スペースの削減を実現。
・個人宛郵便物もパーソナルロッカーに投函可能な為、セキュリティを保ちつつ、紛失防止を実現。

バクテクターO3は今後流行するウイルスだけでなく、菌・臭い・花粉等をオゾンの力で強力に

分解する商品です。空気清浄機では効果が薄い付着菌も不活化し感染対策に役立ちます。全国

の救急車にも採用されており、電源以外の準備が不要でメンテナンスの手間が少ないことも特徴です。

救急車に同型機が搭載されています

デルフィーノはオフィスの手に触れる箇所すべてを「丸ごと抗菌」する

事で、菌・ウィルスなどの感染リスクを最大限に減らし、任意による漏

れも考慮した感染症対策が可能になります。

▼全席無線化

●従業員・来訪者の検温
●従業員・来訪者消毒
●換気
●空間除菌
●離席時に消毒を実施
●出社率制限
（在宅・モバイル・シフト）

・全席無線化を行い、自由な座席移動の際のLANケーブル配線の問題を解決
・Wifi6対応アクセスポイント導入により高速通信を実現

赤外線(NDIR)方式の二酸化炭素センサーを搭載し、CO2濃度が1,000ppmを超えると自動で

作動するサーキュレーター。また、通常は緑色に点灯しているLEDが、1,000ppmを超えると

赤色になる。1,000ppmは厚生労働省が飲食店や商業施設向けに定めているCO2濃度の基準。

飲食店など密の発生する場所でCO2濃度を一目で確認でき、サーキュレーターが自動で作動

することで、効率的に換気可能です。
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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8月に
かけて実施させて頂きます。お手元にアンケートハガキが届きましたら、ぜひともお客様
の声をお聞かせください。

アンケートにご回答いただきますと、お客様に代わってキヤノンマーケティングジャパン
株式会社が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。

●ご用命は

アンケートへのご協力をなにとぞよろしくお願い申し上げます。

ご回答期間：5月18日～8月31日
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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
7
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社名所属

Security Trend NEWS 6月
2021年

日本サイバー犯罪対策センターが注意喚起

日本最大の通信事業者をかたるフィッシング

包括的な対策が求められる時代
に!

新型コロナウイルスの
ワクチン予約を装い
悪意あるアプリをインストールさせたり
個人情報をだまし取るメッセージが
携帯電話向けに送信されている。

図：新型コロナウイルスのワクチン予約を装うSMS
出典：⽇本サイバー犯罪対策センター事務局

【メールの件名】
【重要】商品発送のご連絡
※ 上記以外の件名も使われている可能性があります。

【サイトのURL】
http://●●●●.duckdns.org/
http://●●●●.ddns.net/
http://ndocomo●●●●.com/
※ 上記以外のドメイン名、URL も使われている可能性もあります。
※ URL にパスやパラメータが付いていることがあります。
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社名所属

リスクと隣り合わせであることを忘れずに！

【 特集 】
リモートワーク時に心がけたい10のセキュリティ対策

利便性が⾼く、新型コロナウイルスの感染対策としても有効なリモートワーク

□ ①リモートワーク時のルール策定と周知
□ ②従業員に向けた研修・啓蒙
□ ③セキュリティソフトの導入

□ ⑥OSやアプリを常に最新版へアップデート
□ ⑦家庭内ネットワーク環境の⾒直し
□ ⑧VPNの利⽤
□ ⑨クラウドサービスの利⽤

□ ⑤多要素認証の導入
□ ④パスワード管理の徹底

□ ⑩ハードディスクの暗号化
出典：サイバーセキュリティ情報局

復 旧
セキュリティインシデ

ントから
復旧する

対 応
セキュリティインシ
デントに対処する

検 知
セキュリティイベント

を
検知する

防 御
セキュリティイベント

を
防御する

識 別
セキュリティリスクを

理解する

侵入前 侵入後
これからは起きることを前提に対策を考えましょう
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コロナ禍の緊急テレワークで増えるサイバー攻撃

テレワークを実施する企業が増え、
セキュリティリスクが増⼤！

ホンダのサイバー攻撃は「テレワークが標的」
専門家が指摘 2020年6月
外部からのサイバー攻撃によって6月8日、社内
のネットワークに障害が起き国内や海外の工場で
一時、出荷や生産に影響し、多くの社員が在宅勤
務をする中、PCが利⽤できなくなった。

テレワークに係るインシデント事例

ランサムウェアによるサイバー攻撃

NTTコム 不正アクセス 2020年5月
自社設備が攻撃者からの不正アクセスを受けたこと
を5月7⽇に検知し、⼀部の情報が外部に流出した可
能性があることを確認した。
社内ファイルサーバーや、法人向けクラウドサービ
スの管理サーバー等への不正アクセスが確認された。

ADサーバを踏み台とした不正アクセス

Zoomを対象にサイバー攻撃が増加
2020/4/18 日経新聞
アダルト画像を送りつけるといった「トロー
ル」（荒らし⾏為）をはじめ、数千⼈を超え
る個⼈情報の漏洩がされたと報道されている。

新型コロナに乗じたフィッシングメール詐欺
2020年7月
新型コロナウイルスの注意喚起装う不審な
メール、差出⼈は実在しない「国⽴感染症予
防センター」注意呼び掛け

アプリの脆弱性への攻撃・PWの流出

フィッシングメール詐欺

リモートデスクトップその他のリスク ⾃宅Wifi棟外部ネットワーク 内部不正

でエンドポイント対策を強化！

IT資産管理 自動脆弱性診断

操作ログ取得 外部デバイス制御

ふるまい検知 URLフィルタリング

グローバル対応 HDD暗号化
ダッシュボードで

状況を可視化

14



機能一覧

企業のセキュリティを
自動的に診断
診断項⽬例
･OSセキュリティ更新プログラム
･ソフトウェアバージョン
･ウイルス対策ソフトウェア
･禁止ソフトウェア
･スマートデバイス診断
･インベントリ未収集 etc

約40%の端末で
Windows更新プログラム
が適用されていない

約70%の端末が
Adobe Readerや
Flash Playerに
脆弱性がある

約20％の端末で
禁止ソフトウェア
が発⾒された

⾒るべき項⽬がひと⽬でわかる！

カテゴリ 主な機能

セキュリティ
対策

自動脆弱性診断

PC制御

・ソフトウェア⾃動更新

・禁止ソフトウェア起動制御

ふるまい検知 ★
外部デバイス制御・通信デバイス制御 ★
操作ログ取得 ★

ディスク暗号 ★

URLフィルタリング ★

IT資産管理

各種IT資産情報

・ハードウェア一覧

・ソフトウェア一覧

・ソフトウェアライセンス過不⾜⼀覧

ソフトウェアライセンス管理 ★

ファイル・ソフトウェア配布

リモートコントロール ★※1
ハードウェア契約管理／棚卸し⼀覧

カテゴリ 主な機能

スマート
デバイス管理※2

運用・制御

・各種脆弱性診断レポート

・アプリケーション配布

・VPP （Volume Purchase Program）管理

・アプリケーション起動制御
・Root化・Jailbreak検知

・Bluetooth制御

・SDカードアクセス制御

・Wi-Fi接続先制御

・違反時ポリシー適用

紛失対策

・パスワード変更

・位置情報取得

・リモートロック・ワイプ

★ オプションとなります。

※１ 提供するサービス事業者によってはオプション提供となります。
※２ Android対応OS：Android 5.0〜10.0（一部機能を除く）

本社

東京本部

大阪オフィス

名古屋オフィス

〒649-2333 和歌⼭県和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町中1701-3
TEL：0739-45-1001（代表） FAX：0739-45-1008

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3-4 KDX麹町ビル6F
TEL：03-5275-6121（代表） FAX：03-5275-6130

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-5-7 メットライフ本町スクエア8F
TEL：06-6125-2161 FAX：06-6125-2170

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-16-8 C-8ビル 9F 
TEL：052-684-7158 FAX：052-684-7157

クオリティソフト株式会社

【お問い合わせ先】

Email：sales@qualitysoft.com
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グリーンハウスの名入れサービス
ご相談ください！デジタル製品のノベルティ

＼ グリーンハウスの全製品に名入れが可能です ／

■シンプル＆ローコスト ■キャップをなくす必要なし！ ■サイフにぴったり収まるサイズ！

スタンダードモデル
名⼊れ箇所：表⾯、裏⾯
納期：⼊稿後約4週間〜

キャップレスモデル
名⼊れ箇所：表⾯、裏⾯
納期：⼊稿後約4週間〜

カード型モデル
名⼊れ箇所：表⾯

納期：⼊稿後約5週間〜

■ひと味違うモデルなら！ ■想い出に残すならオリジナル！

バラエティモデル
＊製品によって、

名入れ箇所・最低ロット・
納期などが異なります。

オリジナルモデル
卒業の想い出にオリジナルデザインの

USBメモリーを！
カタチや素材もご相談参ります。

--------------------------------------------------------------

■⼤⼈気！残量表⽰付きバッテリー

スタンダードモデル
名⼊れ箇所：表⾯、裏⾯
納期：⼊稿後約4週間〜

------- ---------------------

手持ちタイプ/首振りタイプ
名⼊れ箇所：全⾯、スタンド部

納期：⼊稿後約4週間〜
*ほかにもラインナップ

ご用意ございます。

■暑い夏に⼤活躍！

「データ入れ」承ります！詳しくは次ページへ
想い出の写真やプレゼン資料などもプレゼントできます！

-------------------------------------------

■デスク周りに潤いを！
たまご型USB加湿器

名⼊れ箇所：全面
納期：⼊稿後約4週間〜
*ほかにもラインナップ

ご用意ございます。

■幅広い製品ラインナップ
光学メディア・キッチン家電・

オーディオ関連機器など
多数ご用意ございます。

カタログやホームページにない製品
についてもご相談ください！
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名入れに関するお問い合わせは 何でもご相談ください！

株式会社グリーンハウス

〒1500013- 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5階
TEL：03-5421-2266  ／ FAX：03-5421-2266

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

パッケージ、包装、のし掛け、付属品、まるごとおまかせください！
オリジナルパッケージや包装、オリジナル説明書やストラップなどの便利な各種付属品もとりそろえております。

■オプション

既存の説明書を元に、お客様オリジナルの
取扱説明書を製作することができます。

USBメモリーならストラップや延⻑ケーブル、
デジタルフォトフレームやカードリーダなら

SDカードなど、ご要望に応じて
既存品には付いていない付属品を

追加することができます。

---------- ----------------------------

ご予算に応じて、既存箱をオリジナルの
デザインに変更することも、新規のサイズで

1から製作することも可能です。
また、パッケージ⾃体の形を、例えば⾞型や

電⾞型などおもしろパッケージに
変更することもできます。

ご要望に応じて、包装紙の手配から包装まで、
のしの印刷からのし掛けまで承ります。

--- -

--------------------------------------------------------------------

USBメモリーやメモリーカードのメモリー内に
画像や販促資料を｢データ入れ｣することができます！

USBメモリーにWebサイトのURL情報をデータ入れすれば、
USB メモリーを使用した際にWebサイトを
⾃動的に⽴ち上げることも可能です。

また、デジタルフォトフレームには写真をデータ入れすることもできます。

店頭での販促に最適！
デジタルサイネージもあります！

オリジナルカスタマイズ可能
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新宿区の空室率は、3月末時点で約5.3%と3ヶ月連続で
上昇しています。昨年末は既存ビルの⼤型解約が少なく
空室率に⼤きな上昇は⾒られませんでした。しかし、年
明けからは集約や館内縮小など動きが活発になり3月に
は空室率が5.0％を超えてきております。

新宿区2021年3⽉空室率 約5.3%

PICK UPOFFICE 
SHINJUKU AREA

（％）

PICK UP AREA

品川区の空室率は、４⽉末時点で約6.5%と上昇率は落ち着
いたものの、引き続き高い数値で推移しています。
品川区内で一番のオフィスエリアである品川駅周辺は、大型
のビルが多いエリアです。そのため、コロナ禍以降の、⼤型
区画の解約が進んだ影響が出ているように⾒られます。

品川区2021年4⽉空室率 約6.5%

SHINAGAWA 品川区全体の空室率推移をご紹介いたします。

3

4

5

6

7

11月 12月 1月 2月 3月 4月（%）

品川区空室率推移
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つながるオフィス 今月のイチオシ居抜き物件

▲窓面が多く開放感のあるオフィス

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。

▲会議室は複数あり

▲竣工より2年の築浅ビル

物件NO.471「築浅物件！
明るい室内の複数個室のある居抜きオフィス」

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

つながるオフィス 今月のイチオシ居抜き物件3選

▲受付の隣にはガラス張りの6名用個室会議室

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。

▲新品オフィス家具付きオフィス

▲開放感のある執務席

①物件NO.501
「スタートアップ・ベンチャー企業必⾒！
渋⾕エリアで新品オフィス家具付き内装オフィス！」
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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2021年7月号 2021年6月15日発行

#126 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 変わりゆく働く場(ステラグループオフィス環境委員会)
P4  サテライトオフィスパック
P5 Wｈite Goat ｼｭﾚｯﾀﾞｰ
P6 CSアンケート(ステラグループCS委員会)
P7  ネットアイ
P8 バクテクター
P10 ORメーリングフィニッシャーⅡ
P12 Security Trend NEWS
P14 ism CloudOne
P16 スターライトひかり
P18 NURO Biz
P20 名入れサービス
P22 PICK UP OFFICE

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。

数年前から「働き方改革」は経済社会において
大きな波となっていましたが、
この度のコロナ禍を機にその波は更に大きなものとなっています。
私どもステラグループはお客さまの「働き方改革」をお手伝いできる
豊富なノウハウと経験を有しております。

今号におきましても、感染拡大防止関連グッズはもとより
「サテライトオフィスパック」やリモートワークにおけるセキュリティ対策などを
ご紹介させていただいております。

「働き方改革」、そして「テレワーク」「モバイルワーク」のご相談はぜひ弊社に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。


