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STELLARGROUP
News!

郵便法改正 郵便の⼟曜配達、来秋中⽌

通常の郵便物は翌⽇配達を中⽌し、配達にかかる
日数の基準も緩和されます。たとえば木曜日に投
函した郵便物は、⼟曜の配達廃⽌も重なって翌週
の月曜日に。配達員の負荷を軽減して人手確保に
つなげる狙いがあるようです。

月末の請求書や各種伝票の到着日も遅れることに
なりますので電⼦化での対応がオススメです！
P12-13 ラクス 明細電子化サービス「楽楽明細」

池上彰「なんのために学ぶのか」

ステラグループでは朝礼時に指
定図書を全社で読み合わせして
おり、現在はこの本です。

昨今はネットでいくらでも調べ
られる時代。調べるだけでなく
学ぶことが本質的に価値ある情
報になると考えております。
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ステラグループ社内導入事例

従来の問題点

課題解決

導入ソリューション

導入効果

モバイルワーク環境によって
メンテナンス活動の維持・向上を図る

ドキュメントサポート部は複合機・プリンタなどのメンテナンスを行う部署です。

新型コロナ感染症拡大に伴い、テレワークや時差出勤
などの実施により、情報の共有方法や現場の状況把握
が課題となりました。
機械の迅速なトラブル解決のため、情報の伝達やチー
ムの連携が必要不可欠となるドキュメントサポートの
メンバーが当社の仕組みを通じて実践し、効果と感じ
たことをご紹介します。

・対面以外のコミュニケーション手段が電話、
メールのみのため意思疎通が図りづらい
・外出先から社内データの閲覧、共有するのが困難。
メール経由だと容量制限がかかってしまう。

・「Teams」によりチャット、データ共有がリア
ルタイムにでき、コミュニケーション向上。
・「データレスPC」の構築によりスマートフォン
からでも社内PCのデータが安全に閲覧可能に。

データレスPC

認証セキュリティ

クラウドストレージ

コミュニケーション

ドキュメントサポート部

PCを使用しなくてもデータの共有が容易になったため、より効率よく情報を
取り入れることが可能になりました。また、直接顔を合わせられなくても社員
同士のコミュニケーションを活発にとることができるようになりました。
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ご相談ください

ご相談ください

ご相談ください

次のような課題はございませんか？
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電子サイン（電子契約システム）のご紹介
施⾏された働き⽅改⾰や、昨今の新型コロナの影響もあり、ドキュメントプロセスを
デジタル化し、これまでの紙への捺印から電子サインへの導入意向が高まっています。
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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
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PICK UP
TREND

多様化するオフィスの比較・まとめ

１
２
３
４

まず始めに、オフィス毎の初期費用についてまとめております。オフィス移転にかかる初期費用は、
コロナウイルスの影響で手元にキャッシュを残しておきたいと考える企業が増えた今、より重要な要
素となっております。内装や利用人数など条件を揃えた場合、各オフィスに必要な初期費用は異なり
ます。初期費用のコスト削減を重視される方は下記の比較表を参考にしていただければと思います。

オフィスの種類別の初期費用

低
コ
ス
ト

高
コ
ス
ト

居抜きオフィス

内装造作付き
オフィス シェアオフィス

賃貸オフィス

通常の賃貸オフィスは
内装を1から造作する
必要があるため初期費用
が最も必要になります。
しかし、内装をどこまで
作り込むかによって必要
な金額も変わるので、
最初に予算を決めておく
とその他のオフィスとも
比較がしやすいです。

内装造作付きオフィスは
オーナー様が内装を造作
している為、初期費用の
内装費を抑えることがで
きます。しかし、内装費
の分賃料が上乗せされて
いる為、通常の賃貸オフ
ィスや居抜き物件と比べ
ると賃料は少し高いとい
う印象です。

居抜きオフィスの場合、
前入居テナント様の内装
をそのまま引き継ぐこと
で内装費を抑え移ること
が可能です。物件によっ
てはオフィス家具の譲渡
も相談可能で、ご希望の
条件と一致した場合、お
得に移転することができ
ます。

シェアオフィスは共用部
の内装が施されており、
専有部にも家具が設置さ
れているオフィスも多く
内装工事を行うことなく
入居することができます
。
また、敷金などイニシャ
ルコストも低めに設定さ
れていますので、オフィ
ス4種の中では低コストで
す。

多様化するオフィスの特徴をまとめるにあたり、オフィスの種類を通常の「賃貸オフィス」・
「居抜きオフィス」・「内装造作付きオフィス」・「シェアオフィス」に分けて、比較表を
作成いたしました。

PICK UP
TREND

１
２
３
４

働き方が多様化し、急速にテレワークが普及した結果、現オフィスの広さが必要ないという声を良
く聞くようになりました。しかし、賃貸オフィスの場合、定期借家契約で期間が固定化されていた
り、普通借家契約でも6か月前に解約予告を出さないと退去できないというケースがほとんどです
。働き方に合わせて柔軟にオフィスを運用するためにも、流動的に動ける（移転できる）こともオ
フィス選びの重要な要素になってきました。また、入退去のしやすさは原状回復義務の有無によっ
て左右されます。「賃貸オフィス」・「居抜きオフィス」・「内装造作付きオフィス」は基本的に
原状回復義務があり、退去までの手続きにある程度の期間を要するため、契約期間を仮決めしたう
えで借りるのに向いています。一方、「シェアオフィス」は原状回付義務がないため期間を決めず
に流動的に借りるのに向いています。ここでは、その中でも⻑期間借りるのに向いているオフィス
と短期間借りるのに向いているオフィスを比較し、まとめました。

入居と退去の柔軟性

短
期
間

長
期
間

シェアオフィス

内装造作付き
オフィス

居抜きオフィス賃貸オフィス

契約の種類にもよりますが、通常の賃貸オフィスと
居抜きオフィスの場合は⻑期間借りることに向いてい
ます。通常の賃貸オフィスの場合は自社のコーポレー
トカラーを前面に出した内装を作れること点が魅力で
す。また、内装を作り込んだとしても減価償却の期間
を⻑めに設定することも可能です。
一方、居抜きオフィスの場合は内装費を削減できます
ので、初期費用の削減が期待できます。しかし、内装
をそのまま譲受けますので、経年劣化によって傷んで
いる場合もあり、その点を注意をしておくと後々のト
ラブルを回避できます。

内装造作付きオフィスは
前述の通り、オーナー様
資産で内装造作をしてい
るため賃料も割高です。
その分内装のクオリティ
が高い物件が多いですが
、⼊居期間が⻑期化する
と、内装を自社で造作し
たほうが安くなる場合が
多いです。そのため流動
的に移転を繰り返すベン
チャー企業やスタートア
ップ企業に向いています
。

シェアオフィスは3ヶ月か
らの短期契約にも対応して
いるところも多く、短期間
で動く可能性のある企業様
におすすめです。また、原
状回復義務がないため退去
もしやすく、必要に応じて
契約面積を増減できること
も魅力の1つです。

多様化するオフィスの比較・まとめ
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PICK UP
TREND

１
２
３
４

シェアオフィスや内装造作付きオフィスは賃料（ランニングコスト）が高い、という印
象を持つ企業様は多いと思います。しかし、これらは内装費が浮くのはもちろん、シェ
アオフィスに関しては光熱費や清掃費などを含んだトータルのコストで賃料を計算する
と、通常の賃貸オフィスよりトータルコストを抑えられるケースもございます。ここで
は、それぞれに付属するサービス内容の大枠をまとめ、比較いたしました。

ランニングコスト

付
属
サ
ー
ビ
ス
少

付
属
サ
ー
ビ
ス
多

居抜きオフィス

内装造作付き
オフィス

シェアオフィスの場合、
賃料には光熱費や清掃費
が含まれるケースが多い
です。また、共用部には
ドリンクバーを設置して
いたり、専有部以外でも
仕事や打ち合わせができ
るスペースを完備してい
ます。福利厚生の効果も
期待できるのが、シェア
オフィスの魅力です。

内装造作付きオフィスはラ
ンニングコストは高めです
が、その分内装のクオリテ
ィが高いのが特徴です。中
には、ビルごとリニューア
ルして共用部に屋上テラス
を設置する物件もございま
すので、シェアオフィスと
同様にその日の気分によっ
て働く場所を選ぶこともで
きます。

賃貸オフィスシェアオフィス

居抜きオフィスと通常の賃貸オフィスの賃料条件
は基本的には同じ水準です。ランニングコストに
ついては毎月の賃料がメインになりますので、賃
料を抑えることができればランニングコストを抑
えることができます。しかし、シェアオフィスや
セットアップとは異なり必要な設備（コピー機や
ウォーターサーバーなど）やサービス（清掃費な
ど）は自分たちで手配する必要がございます。

多様化するオフィスの比較・まとめ

PICK UP
TREND

１
２
３
４

最後に、意外と見落としがちなのが退去時に必要な原状回復工事の費用があげられま
す。内装をどれだけ作り込んだかにもよりますが、敷金内で原状回復費用を支払えな
いというケースも稀にですがございます。退去時に想定以上に原状回復費用がかかっ
てしまうことがないよう、ここではオフィスの種類ごとの原状回復費用を比較いたし
ました。

退去時にかかる費用

シェアオフィス

内装造作付き
オフィス

居抜きオフィス 賃貸オフィス
内装造作付きオフィスは
内装を作り込んでいる分
原状回復費用は通常の賃
貸オフィスより若干高め
に見積もると安心です。
また、最近では原状回復
はクリーニング代だけで
良いという物件も出てき
ましたので、ご興味ある
方は是非お問い合わせく
ださい。

居抜きオフィスと通常の賃貸オフィスの入居テナ
ントには、原則、原状回復義務が発生します。内
装の作り込み具合にもよりますが、50坪前後の物
件なら坪単価4~5万円が相場になります。
また、最近では居抜きの相談もしやすくなってお
りますので、退去時にかかる費用を浮かせられる
可能性も高まっています。退去時に居抜きでの退
去が相談可能かをオーナー様や管理会社に相談し
てみると良いかもしれません。

シェアオフィスは基本的
に原状回復工事を行う必
要はございません。家具
や設備を壊してしまった
場合は別途負担の可能性
もありますが、退去時に
かかる費用はオフィス4
種の中で最も抑えること
ができます。

多様化するオフィスの比較・まとめ

低
コ
ス
ト

高
コ
ス
ト

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
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★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
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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
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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まして、誠にありがとうございます。

現在キヤノンマーケティングジャパン主催の
「キヤノンお客さま満足度調査アンケート」が実施されております。
昨年はコロナ禍の影響で中止となりましたが、
今年は形式を少し変更し、実施の運びとなりました。
お手元にハガキが届きましたら、ぜひ忌憚のないご意見を
お聞かせ願えれば、幸いに存じます。
いただきましたお声は必ず弊社のサービス・サポート体制の
改善に反映させていただきます。
ご多用のところ、誠に恐縮でございますが、
ご協力賜りますよう何卒よろしくお願い申しあげます。


