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STELLARGROUP
News!

電子帳簿保存法が2022年1月に改正されます！
電子帳簿保存法（以下、電帳法）が注目されているのは、新型
コロナウィルスの蔓延により、在宅ワークが⼀般的になってき
たことが大いに関係しています。
在宅ワークを可能にするために紙ベース書類の電⼦化が、急務
となったのです。 その電帳法が、2022年1月改正されます。
中でも「電子取引」については、電子データでの保存が義務化
されます。旧法ではPDFなどの電⼦データを出⼒した書⾯での
保存が認められていましたが、改正後はこれが認められなくな
ります。
「電子取引」で授受した取引情報については、必ず電子データ
で保存しなければならないことになりました。
今号8ページで楽々精算を紹介しておりますが、
電帳法の改正のポイントをわかりやすくまとめておりますので、
是⾮ご参照ください！ P8 楽楽精算紹介

飾りつけでオフィスに季節感を

弊社では各拠点で季節に合った装飾
をしております。
現在は、ハロウィンの装飾が多く、
社内に沢山かぼちゃがございます。
弊社は受付カウンター、打ち合わせ
スペース等には置物を、真っ白な壁
にはウォールステッカー等で飾りつ
けをしております。
普段代わり映えしないオフィスも季
節感を持ち込むことで、ある種のワ
クワク感や気分の高揚があって、
マンネリ防⽌にも役⽴ちます。
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Canon imagePRESS C165/170
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テレワーク実施時に考慮すべき
社外PCのセキュリティ対策

無償提供

場所を問わず従業員を守るクラウド型セキュリティソフト
「ISM CloudOne」を60日間無償でご利⽤いただけます。

★テレワーク導入時の課題
テレワークを導入するにあたり、「情報セキュリティをどうするか」という
課題があげられることが多くあります。その他にも。。

 情報セキュリティの確保
 適正な労務管理
 社員同士のコミュニケーション
 ⾃由に仕事ができるので、残業管理が難しい
 社内や社外で情報共有がうまくできない ・・・・などキリがありません

※

提供機能

・ISM CloudOne 基本機能
・外部デバイス制御機能
・操作ログ収集機能
・ふるまい検知機能

※2021年12月31日までにお申込みいただく必要がございます。
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社内・社外問わずに端末の情報セキュリティ対策

遠隔でBitLockerの有効化や、
禁止ソフト・USBメモリ等の

利⽤制御

 IT資産管理  リスクの可視化  HDD暗号化や利⽤制御

脆弱性診断やPC操作ログ管理
で対策すべきリスクを特定

PCをまとめて管理

Point 2
セキュリティ

時間外労働の上限規制で、従業員の労働環境を守る
時間外労働上限を超えている従業員を把握することができます。残業抑制などのアク
ションをとることで、従業員を守ることができます。

Point 3

残業時間が
残り少なく
なってます！

労務管理

差分がないか月1で確認！

2021年12月31日までのお申込みで
「ISM CloudOne」無償提供版が60日間
ご利⽤いただけます。
お申込みは当社担当営業まで

お申し込み方法

直感的に操作できる管理しやすいダッシュボード

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％の端末でウィルス対策
ソフトが更新されていない

Point 1
セキュリティ

企業のセキュリティを
5段階で評価

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 etc
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社名所属

Security Trend NEWS

ランサムウェアの感染経路は？

順位 組織
1位 ランサムウェアによる被害※
2位 標的型攻撃による機密情報の窃取
3位 テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃

「情報セキュリティ10大脅威 2021」

※IPAは、ランサムウェアを用いた新たな攻撃の手口として「データを暗号化する攻撃」と「二重の脅迫（窃取して
公開すると脅す）」について注意喚起を⾏っています。⾝代⾦を⽀払わざるを得ないような状況を作り出している。

ランサムウエア被害件数

対前年 倍

約70％が中小企業
被害企業の規模

参考：警察庁<https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/index.html>

出典：IPA
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社名所属

基本的な対策を確実かつ多層的に適用する事が重要!

感染経路も変化している
ランサムウェアの⼿⼝とは？

ランサムウエア対策について
「ウイルス対策ソフト」「バックアップ」「不正アクセス対策」
「脆弱性対策」・・・いろいろ有るけど、効果的な対策は？？

ランサムウェア被害企業における
ランサムウェアの感染経路

最新の手口

VPN機器からの侵入等、
特定の個人や企業を
標的とした手口に変化し
企業のネットワーク等の
インフラを狙っている。

従来の手口

不特定多数の利⽤者を
狙って電子メールを送信する
といった手口が一般的

出典：<https://www.security-next.com/129788/2>

VPN経由の感染
増加傾向

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
セキュリティ対策は弊社にご相談ください
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05
PICK UP OFFICE －5－ 渋谷区特集
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渋谷区2021年7⽉空室率 約6.5 % 

SHIBUYA AREA REPORT

代々木駅 信濃町駅

原宿駅

渋谷駅

恵比寿駅

新宿御苑

明治神宮
外苑

代々木公園

SHIBUYA AREA MAP
渋谷区マップ

渋⾕区の空室率は、7月時点で約6.5%と高い数値ではありますが、6月から
は空室率は下がっている状況です。渋谷区は依然として、ITやベンチャー企
業をはじめ、多くの業種から人気のエリアです。中でも、縮小の移転が多い
影響で、⼩〜中規模のオフィスの動きが激しい状況です。その為、20〜100
坪未満の相場賃料は、空室率が下降した7月と同じ時期に上昇しています。
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Vacancy rate オフィス空室率

Rent transition オフィス賃料推移

（円）

主要5区のオフィス変化まとめ

主要5区の全体平均空室率も6％台になり、6月には「TokyoTorch 常盤橋タワー」、「KABUTO 
ONE」が竣工したものの、一部で募集面積を残し、既存ビルでも大型解約の影響が出ていたことな
どから、平均空室率が2014年8月以来の6％台に上昇しました。また、年末には「⽇本橋三丁⽬ス
クエア」をはじめ新築オフィスビルの竣工も控えており、引き続き空室率の上昇が⾒込まれます。
また、空室率の上昇が続くことで、同様に賃料も減少していくと考えられます。

主要5区すべての区で⾒られる傾向ですが、リモートワークの普及も広まり、オフィス縮小の動きが
多くみられます。それに伴って⼩〜中規模オフィスの回転率は⾮常に上がっています。⼩〜中規模
帯のオフィスをお探しの方は、逐一新規情報のチェックが必要です。

また初期費⽤を抑えたい、かつ原状回復費⽤を抑えたい企業が増え、居抜き物件の動きも多くみら
れます。弊社でも、居抜きで入居したい方、退去したい方の問い合わせが非常に増えています。
弊社では居抜きのノウハウを蓄積しておりますので、で移転をご検討中で、初期費用を抑えたい方
や退去時にかかる原状回復費⽤を削減したい⽅は、是⾮弊社にご相談ください！

PICK UP OFFICE 
SUMMARY 最後に主要5区全体のオフィス変化についてまとめていきます。
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PICK UP TREND

「PREXシリーズ」
個人が自由に働ける時代に、それでも必要なオフィスとは？

それは、チームワークを活性化させる場所。
今回は、このテーマの実現に挑戦する「PREXシリーズ」をご紹介します。

目指したのは、チームを強くするワークプレイス

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

「麹町PREX」は新宿通り沿いにある物件で、全面ガラス張りの視認性に優れる物件です。
基準階面積は71.19坪であり、執務スペースで20名~30名程度で使用できる広さです。千代田区の中
でも豊かな緑に囲まれたエリアに位置し、5駅7路線が利用可能であり交通利便性にも優れた立地で
す。周辺環境も快適に働ける条件が整ったオフィスビルです。

「麹町PREX」

PICK UP
TREND １．麹町PREX

PREXが生み出す新しい3つの働き方

「PREXシリーズ」は、住友商事が手掛ける中規模ながら高いスペックを有するオフィスビルのシリーズです。
1フロア1テナントが好みの企業に人気で、セキュリティも抜群です。また、上質なオフィス空間を提供するだけでなく、同時に3つの働き方を提
案しています。
1つは、フードトラックなどを誘致することで、人の流れを活性化し、リラックスした状態から生まれるアイデアを促進させる働き方。もう1つは、
屋上スペース（麹町PREX）やリフレッシュスペース（紀尾井町PREX）等、PREXシリーズには植栽の豊富な様々なワークプレイスが存在します
。そこへPCなどの仕事道具を持ち運ぶことでチームに最適なワークプレイスをオフィス内外に作り出す働き方。そして最後は、オフィスを「人
が自然に集まる場所」として利用することで情報交換の機会やアイデアを生み出せる環境を意図的に作り出す働き方です。
今回はそんな「PREX」シリーズから2物件を紹介します。

目指したのは、チームを強くするワークプレイス「PREXシリーズ」

万全なセキュリティをはじめ豊富な設備

エントランスから執務スペースまで、3段階のセキュリティーシステムが
導入されています。強固なセキュリティでありながら、入居者はSuicaや
Pasmo等、お手持ちの非接触型ICカードで入室でき便利なセキュリティ
ーシステムです。
セキュリティ以外にも、リフレッシュスペースとしても機能する広いパント
リースペースをはじめ、水回り設備や、OA床、喫煙スペース等ハイグレ
ードな設備が整っています。

23



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11月号 2021年10月19日発行

#130INDEX

★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。

今号の私のお奨めは8ページからご紹介している『楽楽精算』でございます。
2ページのSTELLARGROUP News!でも触れておりますが、
電子帳簿保存法の改正に伴い。
現行の運用ルールを簡素化でき、経費精算に関わる社員さま・ご担当の方の
精算業務プロセスをデジタル化することで大幅な時間削減を実現します。
御社の今までのやり方に即した運用方法もご提供できますので、ご安心ください。
まずは弊社担当者にご相談くださいませ。

新型コロナウイルスの感染状況ですが、全国的に新規感染者数に減っております。
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。


