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STELLARGROUP
News!

モバイルワークの活用

弊社ではコロナ渦の状況もあり働き方改革を踏まえてモバイル
ワークを推奨しています。
オシャレなカフェで仕事をしていると出来るビジネスパーソン
になった気分でちょっとご満悦です。
そんなモバイルワークを支えてくれているのが幾つかの製品た
ち、利便性を保ちつつセキュリティを確保してくれます。
おかげで場所に囚われず少し空いた時間にも作業が出来てとて
も便利になりました。
「モバイルワークを導入しようか」、「導入しているけど上手
くいっていない」、そのような時には是非ともお声掛けくださ
い。

P.3 ステラグループ社内導⼊事例

社内でのツインモニタの活用
外出先ではノートパソコン単体で使
用していますが、社内ではモニタを
接続をしてツインモニタとして使用
しています。
片方のモニタでホームページやPDF
データなどを閲覧しながらもう一方
のモニタでエクセルに⼊⼒、そのよ
うな作業もスムーズに出来ます。

利⽤している社員にはみな⼤きくて
⾒易いと好評です。
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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の構築により、
どこにいても社内と同じ環境を手にすることができる！

社内情報を持ち出させないことこそが、セキュリティ。
新型コロナ感染症拡大に伴い、早急なテレワーク環境の構築を求められ、

・情報を持ち出すことなく、
・セキュリティが高く、
・かつ社内と変わらない使い勝手、
・とにかく低価格であること、
・そしてすぐに導入できること、

これらを実現するために、複数のソリューションを
組合せ、モバイルワーク環境を構築しました。

・PCは会社以外ではログオンできない
サーバー、社内システムもアクセス不可
・外出先でメールは閲覧できるが、スマホで送った
メールはPCでは確認できない

・可能な限り既存のシステムを利用する

・「PassageDrive（データレスPC）」の導入に
より、データはクラウド（OneDrive）に保管

・Microsoft365契約によるクラウドストレージ、
最新Office、Teamsが利用可能に

・既存のFortigateでSSLVPN（FortiClient）

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

システム管理者（SDN）

・急な在宅勤務でも対応ができる体制を整備することができた！
・従来PCを持出せない事でセキュリティを確保していたが、持ち出せる！
・仕様変更、PCの買い替えも最小限で回すことができた！
・テザリング利用のスマホのパケット契約見直しを行いコスト削減もできた！
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Canon imagePRESS C165/170
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Microsoftから2021年8月31日に「Windows11の提供を10月5日に開始する」と発表があり
ました。

動作条件（システム要件）を満たすWindows10搭載PCであれば、2022年まで無償でバージョン
アップが可能とされておりますが、その対象やバージョンアップ方法、通知⽅法などはいまだ不明と
なっております。

2015年のWindows10リリース時には意図せずアップデートが⾏われてしまいさまざまなトラブル
が散⾒されました。

10月5⽇のリリース以降PC起動時などアップデートの表示等が表示されることが予測されますが、
むやみにアップデート作業等を⾏わず貴社内システム管理者様等にご相談されることをお勧めいた
します。
バージョンアップに関して通知方法など情報が判明次第、順次情報をお届けいたします。

2015年にあったWindows10バージョンアップ時の現象より予測される懸念事項として以下のよう
なことが考えられます。

▶現在使用している会計ソフト、基幹システム等のアプリケーションやプリンタやスキャナ等の
デバイスが使用できなくなる

▶Windows10に戻そうとした場合、初期化が必要となりデータや設定が消えてしまう

▶Internet Explorerが無効となる為、オンラインバンキングや基幹システム等が使用できなくなる

▶リリース間もないWindowsは不具合が多く、修正アップデートが提供されるまでさまざまな作業
に支障がでる

※Windows11の最小メモリ要件は4GBとなっておりますが、各アプリケーションを快適にご使用
するためにはメモリの増設が必要になります

お問い合わせは弊社担当までお願いします。

動作条件（システム要件）を満たすWindows10搭載PCかつ以下の要件を満たすPCは2022年まで
無償でバージョンアップが可能となっています。

▶インテル製CPUは第8世代Coreプロセッサー以降 

▶AMD製CPUは第2世代Ryzenの「Ryzen 2000」シリーズ以降 
いずれも2018年に登場した新しい世代のCPUからしか対応していない為、それ以前のPCでは
Windows11を使用することはできません。

▶TPMVer2.0以降

Windows 11提供開始⽇決定！

『Windows10』から『Windows11』への
バージョンアップに伴うご注意事項

Windows 11バージョンアップにより予想される懸念事項

アップデート対象

本情報はWindows10リリース時の状態から予測した推測事項です。
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新型コロナウイルス
対策グッズ

検温器/サーマルセンサー

迷ったらこちら

簡単操作をお求めならこちら

TMT-03S

 PCで複数端末一括管理
 低/高気温でも誤差が少ない
 高精度な日本製センサー
 アルコール噴霧器設置可能※

※オプション

▪スタンド付属

TMT-0５S

 タッチパネルで即座に簡単操作
 メール通知対応
 スタンドの高さ調節可能

▪スタンド付属

非接触測定

導入実績多数

AI顔診断

入退室管理

安心サポート

異常検知
と

音声アラート

買いかえ/リピート購入多数！
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TC01SN

 異常時はスマホにお知らせ
 ３wayで置き場所を選ばない
 機能追加、精度向上アップデート

▪スタンド別途

安価なサーモカメラをお求めならこちら

シンプルさをお求めならこちら

Thermal Judge L2b

 異常時はライトと音声でアラート
 バッテリー内蔵で簡単設置
 裏面の内臓磁石で金属面に吸着
 スタンドにも対応 ※別途

▪スタンド別途

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/

飛沫拡散防止対話セット

MTS-01

 アクリル板越しで声が聞こえにくい！
を解決

 企業/官公庁受付/小売店レジetc

 マイク、スピーカー、アンプのセット

▪アクリル板別途
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このようなお悩みをステラグループの
光コラボレーション が解決！

問い合わせ窓口が煩雑で
どこに電話したらいいのかわからない

料金プランが多くてわかりにくい

回線料金と接続料金の支払いが別で管理が面倒

1

お客様のご利用環境に合った最適な料金プランを
ご提案致します！3

スターライトひかり + スターライトひかりネットご利用なら
契約・サービスのお問い合わせ窓口と請求が一本化され、
支払管理もスッキリわかりやすくなります！

2

おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

NTT東日本・西日本の品質そのままで
ご利用料金がお安くなります！ ※ご契約の内容により異なります。

ぜひご相談ください！
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キヤノンお客様アンケートにご協力いただき
ありがとうございました。

平素は、キヤノン製複合機・コピー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した。

お客様よりいただきました貴重なご意見を、今後のサービ
ス活動に活かしてまいります。

今年度のアンケートは終了いたしましたが、ご意見、ご要
望等ございましたらご遠慮なくお申し付け下さい。

【御礼】

●ご用命
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CHIYODA AREA REPORT
PICK UP OFFICE －1－ 千代田区特集

皇居

新宿通り

桜田通り

日比谷通り

内堀通り

永代通り

東京駅

四ツ谷駅

市ヶ谷駅

飯田橋駅
水道橋駅

御茶ノ⽔駅

秋葉原駅

神田駅

有楽町駅
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千代田区2021年7⽉空室率 約4.5 % 

千代⽥区の空室率は、7月時点で約4.5%と引き続き上昇傾向にあります。
千代田区は主要5区の中では、空室率と、空室率の上昇率が共に一番低い数値で推移
しています。丸の内周辺・飯田橋駅周辺等、そのエリア内での移転が多いことが影
響していると考えられます。また千代田区は、神田から市ヶ谷周辺にかけ、内装付
き物件や居抜き物件が多く出ているエリアです。

CHIYODA AREA MAP
千代田区マップ

（円）
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Rent transition オフィス賃料推移

浜離宮
恩賜庭園

CHUO AREA REPORT
PICK UP OFFICE －2－ 中央区特集
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中央区2021年7⽉空室率 約5.5 % 

中央区の空室率は7月時点で約5.5%と昨年から⼀定の数値で上昇しています。
300坪以上の相場賃料は下がっていますが、⼩〜中規模のオフィスビルではあま
り変化は出ていない状況です。要因としては、⼋重洲や銀座周辺の⼩〜中規模オ
フィスや店舗などは、ブランディングなどを意識した企業から引き続き⼈気のエ
リアの為と考えられます。

CHUO AREA MAP
中央区マップ
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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。
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PICK UP OFFICE －3－ 港区特集
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港区2021年7⽉空室率 約8.5 % 

MINATO AREA REPORT

MINATO AREA MAP
港区マップ

港区の空室率は、7月時点で約8.5%と引き続き高い数値で上昇しています。
港区は主要5区の中で⼀番空室率が⾼い状況です。⼩〜中規模のオフィスビルが
多い新橋や浜松町周辺は他エリアと異なり、空室率が上がっているものの、賃料
に大きな変化は出ていない状況です。
⼀⽅、お台場等海側のエリアは、ハイグレードかつ⼤規模なオフィスの賃料がこ
こ数ヶ月で大幅に下がっている影響もあり、注目が集まっています。

6

7

8

9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月（%）

六本⽊駅
神谷町駅

⻁ノ⾨ヒルズ駅

広尾駅

恵比寿駅

⻘⼭⼀丁⽬駅

外苑前駅

⾚坂⾒附駅

⻘⼭霊園

Vacancy rate オフィス空室率

Rent transition オフィス賃料推移

（円）

新橋駅

浜松町駅

品川駅

田町駅

04
PICK UP OFFICE －4－ 新宿区特集
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新宿区2021年7⽉空室率 約6.0 % 

SHINJUKU AREA MAP
新宿区マップ

新宿区の空室率は、7月時点で約6.0%と⾼い数値ではあるものの、空室率は下
がっている傾向にありあます。これまでは、港区に次ぐ空室率でしたが、ここ数
カ月は大型区画を含め、成約の動きが少しづつ出てきた印象です。
新宿は⼀定以上の需要は引き続きあるエリアの為、そこまで相場賃料に変化は⾒
られない状況です。

SHINJUKU AREA REPORT
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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10月号 2021年9月21日発行

#129 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
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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。

前号より
『STELLARGROUP News!』と題するページを設けております。
社内の様子やら私どもなりの業務改善への取組をご紹介してまいります。
こちらのページもぜひご覧いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。

新型コロナウイルスの感染状況ですが、
ここに来て新規感染者数が徐々に減ってきております。
このまま順調に減っていき、
一日も早く収束の日を迎えられることを祈りますとともに、
感染なさった方々、その家族の方々に
心よりお見舞い申しあげます。


