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■イチ押し！
サテライトオフィスパック
スターライトひかり

■商品情報
A L Cクラウド
S u b G a t e

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



STELLARGROUP
News!

電子サインソフトウエア活用による電子契約の普及

2020年4月に中規模企業に適用された働き方改革関連法に加え、
昨今のコロナウィルス感染拡大にともなう仕事環境の変化によ
り、電子契約のニーズが非常に高まっております。
河野⼤⾂の強⼒な旗振りにより、霞が関の脱ハンコがかなり浸
透したことも後押しになっているようです。
電子契約の適用文書は、企業向けの発注書（47.0％）、契約書
（40.9％）、検収書（34.0％）というデータがあります。
電⼦契約に変更した場合のコスト削減（印紙代・郵便代・作業
⼯数などなど）がどの程度⾒込めるのかがポイントになります。
ご検討の場合は、是非、ご相談ください。

P12ｰ13 電子サインのご紹介とコスト比較

稲盛和夫氏 著「成功への情熱」
先月に続き、弊社朝礼時の読み合わせ
本をご紹介いたします。

読み合わせ本の中では、ベースとなる
本であり、定期的に繰り返して読み合
わせております。

初版は2001年。スタイルは変化しつ
つも、ビジネスの基本は変わらないこ
とを教えていただいております。
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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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シネックスジャパンがお届けする
一押し製品ニュース

マルチモニタ環境 オススメのポイント！

アプリケーションごとに使い分け！
左側をWord、右側にはExcelなど、マルチディスプレイなら異なる
アプリケーションを開きながら作業ができるので、業務効率が
⼤幅にアップ！

データの⾒⽐べが可能に！
「複数のデータを閲覧しながら分析を⾏いたい」など、
シングルディスプレイでは⾒にくく⼤変だったデータの⾒⽐べが
断然効率良く⾏なえる！

ツールパレットは別画⾯へ！
クリエィティブ系のアプリケーションでは、メインウインドウとツール
パレットを表示するディスプレイを分けることで、メインウインドウが
広々と。作業効率が⼤きく向上！

表⽰可能な情報量がアップ！
シングルディスプレイでは、複数のウィンドウを閉じたり開いたり……。
マルチディスプレイならこういった無駄な操作が発生せずに
必要な情報をしっかり表⽰！

MXVデスクデュアルモニターアーム
スタイリッシュで軽量なMXVは、柔軟性と安定性が高く快適な作業
環境を実現します。特許取得済みの「Constant Force技術」により、
軽いタッチでモニターを簡単に調整できます。

24インチまで 荷重範囲 18.1kgまで

型番： 45-496-216（ホワイト）
型番： 45-496-026（アルミニウム）

型番： 45-496-224（マットブラック）
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〒135-8559
東京都江東区東陽6-3-1 東京イースト21 ビジネスセンター 2F
http://www.synnexinfotec.co.jp/

シネックスジャパンがお届けする
一押し製品ニュース

フレキシブルに構成できる
エルゴトロン“LXモニターアーム”

エルゴトロンのLXデスクマウントアームでスムーズな
ワークフローと生産性の向上を実感してください。
特許取得済み「Constant Force技術」により、軽い
タッチでモニターを簡単に調整可能。心地よいマルチモ
ニター環境を提供します。

多 様 な 組 み 合 わ せ で
フ レ キ シ ブ ル に 構 成

多 機 能 で 種 類 豊 富 ! エ ル ゴ ト ロ ン の マ ル チ モ ニ タ ー ア ー ム ! !

デュアルモニター（サイドバイサイド） デュアルモニター（スタッキング）

トリプルモニター クアッドモニター

LXデュアル
サイドバイサイド

LXデュアル
ダイレクトアーム

LXデュアル
スタッキングアーム

モニターサイズと耐荷重については、ergotron.comより、各製品ページをご参照ください。

LXデュアル
スタッキングアーム
⻑⾝ポール

+

LXデュアル
スタッキングアーム⻑⾝ポール LXアーム、

エクステンション

=

LXアーム、
エクステンション

LXデュアル
スタッキングアーム⻑⾝ポール
45-549-026 (アルミニウム)
45-509-216 (ホワイト)

45-245-026 (アルミニウム)
45-491-216 (ホワイト)
45-245-224（マットブラック）

45-489-026 (アルミニウム)
45-489-216 (ホワイト)
45-489-224 (マットブラック)

45-248-026 (アルミニウム)
45-492-216 (ホワイト)
45-492-224（マットブラック）

45-549-026 (アルミニウム)
45-509-216 (ホワイト)

45-549-026 (アルミニウム)
45-509-216 (ホワイト) 97-940-026（アルミニウム）

98-130-216（ホワイト） 97-940-026（アルミニウム）
98-130-216（ホワイト）

+ =
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DHC_D

Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。 DocuWorks 、および、Working Folderは、富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。
本ドキュメント上に記載・表示された社名または商品名などは、各社の登録商標または商標です。

本書の内容は2020年7月現在のものです。

DHC_D

DHC_D

紙の捺印から電子で捺印

電子サインのご紹介

もう捺印のために出社する必要はありません

３つのラインナップをご用意
お客様の業務に沿った最適な電子サインソリューションをご提供します。

お持ちのSFAなどの基幹システムなどと連携し自社の業務に
合わせたいお客様DocuSign

世界で最高水準の実績と信頼性、ドキュサインの電子署名はグローバルスタンダードです。

電子署名クラウドサービス（DocuSign）は、世界で最も
多くの企業に採用される電子署名ソリューション「DocuSign
eSignature」を使用したサービスです。ドキュサインの電子
署名は、世界180カ国以上、56万社以上で利用されている、
電子署名のグローバルスタンダードです。
DocuSign eSignatureはセキュリティーの高い暗号化、
常時稼働の可用性（99.99x％）、完全な監査証跡を備えた
サービスであり、世界中の顧客がDocuSign eSignatureの
信頼性の高いプラットフォーム上で日々機密性の高い取引を
行っています。

350を超える連携機能43の言語に対応

56万社以上のお客様世界で数億人のユーザー

クラウドサイン シンプルに電子サインをご利用になりたいお客様

弁護士監修で機能開発を行なっている国産の電子サイン
サービスで、8万社以上が導入している電子契約市場No.1※の
サービスです。
電子サインに対応している取引先は、すでにクラウドサイン
導入企業である可能性が高く、安心して導入いただくことがで
きます。
初めて利用する方にも直感的に操作いただけるよう、徹底的に
利用者目線でUIを作り込んでいます。

※ 株式会社矢野経済研究所調べ 2019年7月末現在

弁護士ドットコムが運営する国内トップシェアの電子サインサービスです。

初めて受け取る側も
簡単操作で安心

8万社導入の
国内導入社数
シェアNo.1

富士ゼロックス社製DocuWorksと連携し、社内承認から契約締結に
至るまでの一連のプロセスを効率化したいお客様

Adobe純正のPDFをベースにしているため、将来にわたる閲覧が保証されます。国内に開発組織およびデータ
センターを保有するなど、お客様が求めるセキュリティーやサポートに関する要件に対応する体制を構築して
います。
また、紙のように電子文書を扱える「DocuWorks」の電子印鑑・トレイ機能と「Adobe Sign」を連携させ
る「オフィスあんしんクラウドコネクターfor AdobeSign」や「Working Folder」を活用することにより
社内の契約書の作成・回付・承認から、社外との合意取り交わし、回収、保管をデスクトップ上でワン
ストップに実現します。

Adobe Sign

PDFフォーマットを開発したAdobe社が提供する電子サインサービスです。

DocuWorks Adobe Sign Working Folder

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。

電子サイン（電子契約システム）のご紹介

ステラグループ株式会社

12



＜製品別コスト比較＞

電子契約を月間50件（＝年間600件）とした場合の年額費用を比較します。
※税別参考価格

内容 Docu Sign クラウドサイン Adobe Sign

ケース①
エントリーモデル

232,200円 240,000円 228,000円
※トランザクションライセ

ンスを想定

ケース②
一括送信、承認、
二段階認証機能

含む

364,800円 1,320,000円 396,000円
※トランザクションライセ

ンスを想定

特長 ・グローバル実績No.1
・office文書からアップロー
ド可能

・システム連携、豊富なAPI
・承認、分岐や管理系機能
が充実

・協力会社SEによる教育、
構築メニュー

・国内実績No.1
・ドキュメントの充実
・シンプルな機能のため、
スムーズな立ち上げが
可能

・メーカー提供の構築
パック

・Adobe PDFとの高い
親和性

・office文書から
アップロード可能

・システム連携、豊富な
API

・Docuworks連携
・承認、分岐や管理系
機能が充実

・メーカー提供の構築
パック

課金件数の
考え方

・1エンベロープに対する
課金

・年間利用想定分を一括
発注

・月額固定費用
＋1送信に対する課金

・月払い

・1送信に対する
課金or 1ユーザーに
対する課金

・年間利用想定分を一括
発注 もしくは、
年間利用ユーザー想定
分を一括発注

想定される運用をもとに、使用したい機能や将来的に連携を想定する
システムをふまえ、選択する必要がございます。

対象文書や現状の運用をヒアリングさせていただき、
最適なサービスをご提案します
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社名所属

Security Trend NEWS

フィッシングメールとは？
なりすましメールなどを介して、ターゲットのカード情報やパスワードなどの個人情報を
窃取する犯罪手法です。

差出人に正規のメールアドレス (ドメイン) を使用して、
ビットコインを要求する脅迫メール の報告が多数、寄せられてます。このようなメールは
過去に漏洩した情報を元に送られているケースも確認されています。

出典：フィッシング対策協議会（2021/05 フィッシング報告状況）

フィッシング対策協議会に寄せられる
フィッシング報告件数は依然として
高水準で推移している

⻑らくパスワードを変更していないサービスがある場合は、
パスワード変更を⾏いパスワードを使い回ししないよう

ご注意ください。
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社名所属

不審メールから
ウイルス感染を防⽌するためには？

安易に自分の判断で添付ファイルを開いたり、リンクを参照したり
しないことが重要です。また、年々不審メールは巧妙化し本物と⾒分けが
つきにくくなっています。そこで、万が一、添付ファイルを開いたり、URL

をクリックしてしまった場合の対応も重要となっています。

タイトル 出典

「Emotet」と呼ばれるウイルスへの感染を狙うメールに
ついて IPA

「EMOTET」後のメール脅威状況：
「IcedID」および「BazarCall」が3月に急増 トレンドマイクロ

マルウェア Emotet の感染拡大および
新たな攻撃手法について JPCERT

コーディネーションセンター
マルウェアLODEINFOのさらなる進化

国内で被害をもたらしている不審メールからの
ウイルス感染・手口などの情報

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

15



16







17



 


 



 


 

 

18








 





    

 



 

   





 



  


19



20



21



© 2021 FRONTIER CONSULTING Co.,Ltd. All Rights  Reserved.

PICK UP
TREND

企業を助ける助成金
助成金と一口に言っても、対象や使用方法など多岐にわたります。コロナ禍で注目された「持続化給付金
」以外にも、人件費の補助やテレワーク導入で受給できる助成金などなど様々です。今回、コロナをきっ
かけに初めて補助金・助成金制度を利用したという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
とある調査では、これまで助成金を申請していなかった理由は「自社が使える助成金がわからない」とい
う回答が過半数もあったとのことです。確かに、助成金制度は似たようなものが多いうえに細分化されて
おり、どれを申請すればいいのかを整理するだけでも大変です。

そこで今回、そんな助成金を何点かピックアップしてご紹介いたします。

１
２
３
LAST

これは、都内の中小企業に対し、新型コロナウイルス感染拡大予防のガイドラインに基づき行う感染
対策にかかる費用の一部を助成するものです。
また、通常の1社で申請する「【Ａ】単独申請コース」の他に、3つ以上の中小企業等で構成されるグ
ループでの共同申請をする「【B】グループ申請コース」もあります。
「【B】グループ申請コース」については消耗品の購入費も助成対象となります。

【Ｂ】グループ申請コース

・備品購入費※1点あたりの単価が税抜10万円以上のもの
・内装、設備工事費
（内装・設備⼯事例：換気扇設置⼯事、網⼾設置⼯事、⾃動⽔栓設置⼯事、等）

【Ａ】単独申請コース
＋

・消耗品の購入費
（備品購入例：サーモグラフィー、サーモカメラ、CO2濃度測定器、等）

【Ａ】単独申請コース

中小企業等による感染症対策助成金

PICK UP
TREND

企業を助ける助成金

中小企業・小規模事業者等が今後の制度変更（働き方改革・被用者保険の適用拡大等）に対応する
ため、中小企業・小規模事業者等が取り組む「革新的サービス開発」「試作品開発」「生産プロセ
スの改善」を行い、生産性を向上させるための設備投資等を助成します。「【A】一般型」と「【
B】グローバル展開型」、「【C】ビジネスモデル構築型」の3種類がございます。
詳しい実績例に関してはHPに過去の事例がいくつも掲載されています。

１
２
３
LAST

【A】一般型

中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設
備・システム投資等を支援、100万円〜1,000万円支援します。
ここでいう革新性とは、業界や商圏で一般的ではない取り組みを指します。

事例：「最新フライス盤の導入による鋳物の単品加工・小ロット加工の効率の向上」
「オンライン用プログラミング教材の導入による非対面型授業の提供」

【B】グローバル展開型

中小企業者等が海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サー
ビス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等（①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場
開拓、④海外事業者との共同事業、のいずれかに合致するもの）を1,000万円〜3,000万円まで支援します。なお、
海外事業には海外拠点での活動も含まれます。

【C】ビジネスモデル構築型

「革新性・拡張性・持続性を持つビジネスモデル構築」や「事業計画策定のための支援プログラム」の開発・提
供を、30社以上の中小企業に対して行うことを目的とし、最大1億円まで支援します。実施主体となる法人は、情
報システムの構築や設備の共同使用、ワークショップの開催といった自立可能な支援プログラムを提供します。

事例：「中小企業のバックオフィス業務におけるDX推進の支援事業」
「3Dプリンタやロボットの導入によるビジネスモデル転換の支援事業」

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
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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

PICK UP
TREND

企業を助ける助成金

中小企業・小規模事業者がホームページを作るなど、IT関連のツールを導
入する際に、経費の補助が受けられる補助金制度です。新型コロナ対策で
テレワークの導入なども対象になります。
補助金申請額に合わせて「A型」「B型」の違いがあり、またA・B型で対象
にならなかったハードウェアのレンタル費用にも対象になる「特別枠C型」
も存在します。

A類型 B類型 特別枠C類型

1/２

30〜150万以下
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企業を助ける助成金

オフィス移転・レイアウト変更に関して直接助成金を使えるというものは、
ほとんど見当たらないのが現状です。ですが、今回ご紹介した助成金の内、
「ものづくり補助金」は生産性をアップさせるためのオフィス移転というこ
とであれば利用できる可能性は高いでしょう。
また、「IT導入補助金」などにより、助成金でテレワークを推し進めること
ができます。テレワークの導入は、現状オフィスの空席不足を解消したり、
今よりサイズの小さいオフィスへの戦略的移転も可能にします。そのため、
間接的にオフィスにかかるコストの削減を可能にします

今回紹介した助成金には、いくつか要件があるものや、期日が近いものもあ
ります。また、日々新たな助成金も生まれています。そのため、助成金に関
して逐一確認する必要があります。
皆様も今一度どんな助成金があるのか調べてみるのはいかがでしょうか。

助成金を有効活用しよう
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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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<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
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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。

お客さまみなさま方におかれましては、ますますご健勝のことと
お慶び申しあげます。
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。
首都圏におきましては
新型コロナウイルスの感染が爆発的に拡大しており、
今後が憂慮される事態となっております。
この災禍が一日も早く収束することを願って止みません。
今号の22・23ページでは、助成金・補助金を紹介させていただいております。
掲載しておりますのはほんの一部でございまして、
感染症対策や省力化等の設備投資に対する助成金・補助金は数多くございます。
これらの有効活用をご検討くださいますようお願い申しあげます。

残暑厳しき折柄、
お客さまみなさま方におかれましては
くれぐれもご自愛くださいますよう祈念申しあげます。


