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STELLARGROUP
News!

FAXはテレワークを阻害する要因？

前 河野 ⾏政・規制改⾰担当相が全省庁に対し「FAX利⽤は6月末で
原則廃⽌」の要請をされましたが、全廃に関しては断念されました。

機密性の高い情報を取り扱っている場合には、セキュリティの観点
などから電⼦メールに切り替えることができず、FAXを廃止するこ
とができない・・という事もあると思います。
そのようなテレワークにおけるFAX業務に関するお困りごとに
お役⽴ていただける商品をご案内いたします。

是⾮ご覧くださいませ！

P8-9 テレワークにおけるFAX業務のお悩み解決

T1 コンテストで⾃⼰研鑽！
ステラグループではグループ会社
のアグサスと共にITスキル・応対
⼒を競う社内コンテスト（T1コン
テスト）を1年に1度開催しており
ます。
今年で7回⽬となり、両社切磋琢磨
しながら取り組んでおります。
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LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ
★停電を自動検知！停電時最大で10時間点灯

地域への貢献/なくてはならない存在/紗騎亜インフラとしての使命

落雷や災害による停電でパニックになったことはありませんか？
ホタルクスなら、
① ほのかに光るホタルック機能
② 停電を自動検知する非常点灯*1
により停電時のパニックを防⽌し、安⼼して次の⾏動ができます！

*1停電の自動検知には停電検知通信機(EPSS送信機)(別売)が必要になります。

⾃然災害による断線などで停電が⻑期化することも想定されます。
ホタルクスなら、
① 非常点灯は最大10時間
② 非常点灯のオンオフ機能
③ モニターランプにより非常点灯可能時間が⾒える
ことにより、災害時の滞在のための明かりを提供できます！

※本製品は建築基準法で定める非常用照明器具
ではありません。★こんな場面や場所で活躍

笠の裏にバッテリーを
置く必要がございます
※要工事必須
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LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ

エレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp/business

掲載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。
本ドキュメントは、2021年04⽉末時点の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、仕様
の変更、バージョンアップ等により、内容に変更が⽣じる可能性があります。あらかじめご了承ください。

法人様専用営業サポート
(9:00〜18:00 ⽉〜⾦曜※祝・祭⽇、夏期、年末年始特定休業⽇を除く)
0120-975-579

お問い合わせはこちらまで

形 トラフ形 両反射笠形

画像

光源(サイズ) FLR40×2灯相当 FHF32定格出⼒×2灯相当 FLR40×2灯相当 FHF32定格出⼒×2灯相当

型番 MQMB4101/40NA-
N8(70mm幅)

MQVB4101/52NA-
N8(70mm幅)

MQAB4101/40NA-
N8(150mm幅)

MQAB4101/52NA-
N8(150mm幅)

共通
・定格電圧：AC100~242V
・モジュール寿命40000時間

(光束維持率80%)

・定格電圧：AC100~242V
・モジュール寿命40000時間

(光束維持率80%)
形 逆富士形 埋込下面開放形

画像

光源(サイズ) FLR40×2灯相当 FHF32定格出⼒×2灯相当 FLR40×2灯相当 FHF32定格出⼒×2灯相当

型番

MQVB4103/40NA-
N8(230mm幅)
MQVB4104/40NA-
N8(150mm幅)

MQVB4103/52NA-
N8(230mm幅)
MQVB4104/52NA-
N8(150mm幅)

MQEB4101/40NA-
N8(150mm幅)
MQEB4102/40NA-
N8(190mm幅)
MQEB4103/40NA-
N8(220mm幅)
MQEB4104/40NA-
N8(300mm幅)

MQEB4101/52NA-
N8(150mm幅)
MQEB4102/52NA-
N8(190mm幅)
MQEB4103/52NA-
N8(220mm幅)
MQEB4104/52NA-
N8(300mm幅)

共通
・定格電圧：AC100~242V
・モジュール寿命40000時間

(光束維持率80%)

・定格電圧：AC100~242V
・モジュール寿命40000時間

(光束維持率80%)

停電検知送信機
RQ0202(別売)
・定格⼊⼒電圧：AC100V
・オープン価格

※停電時の非常点灯動作のためには、停電検知
送信機(別売)が必要です。

※防災用Nuシリーズは、建築基準法で定める非常
用照明器具ではありません。
本製品を設置したとしても法令で
定める「非常用照明器具を設置した
ことにはなりません。

オープン価格 オープン価格

オープン価格 オープン価格
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変わりゆく働く場

ステラグループオフィス環境委員会

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

働き方はコロナ前のそれとは比べ物にならないほど、
日々進んでいると感じます。そのような状況の中でビル
のフロア案内に名前の入っていないフロアなど、空きが
かなり目立つようになってきました。このオフィススペー
スの空き状況は「空室率」でデータとして見ることがで
きます。東京都心ビジネス5区(千代田・中央・港・新宿
・渋谷)の空室率が2021年9月時点で6.43％となっ
ています。コロナ禍

23,000円だった平均賃料も現在は20,858円と20
20年7月を境に下がり続けています。2012年のリー
マンショックでは空室率9.43%、平均賃料は15,00
0円台まで下がり20,000円台になるまで6年がかか
っています。
今後コロナ禍が収束したとしても、リーマンショックの
時とは違い大きく働き方が変化している中でオフィス需
要がどのように変化していくのか。このようなデータを
一つとっても動向が注目されます。

特
集 IoO ～It on Office～
「ネットワーク機器をブラウザで一括管理」

サテライトオフィスが増えたり、在宅勤務中だったり
することが増えてきているなか、各拠点や本社のルータ、
UTM、無線AP、HUBなどのネットワーク機器の稼働状
況が一括管理できたら、管理者としては非常に助かるの
ではないでしょうか。
同時に、必要に応じてメンバーの方にもアクセス権持っ
てもらえるので、管理者でなくても状態確認は可能。そん
なサービスが「NetMeister（ネットマイスター）」です。
対応機器を利用していれば「無料」で利用可能です。

「ダッシュボード」で概要把握、「拠点画面」で拠点に設置
されたNetMeister対応機器の一覧、地図による拠点位
置の確認ができます。また拠点ごとにメモを残すこともでき
ます。「装置画面」では装置毎にファームウェアバージョン
やIPアドレスの確認やコンフィグフファイルのダウンロード、
ファームウエア更新などのアクションが可能です。

オフィス空間に風水でちょい足し運気UP⇑

オフィススペースの縮小やサテライト化が主流あ
ることは事実ですが、この状況下で比較的伸びているの
が館内増床です。 他のテナントが抜けた場所を他の階
にあるテナントが借りる。その目的はコスト圧縮や拠点
を合わせた面積ほどスペースが必要なくなったなどの
理由で散っていた拠点を統合するなど、やはりきっかけ
はオフィススペースの再考から縮小傾向にあることがう
かがえます。

直前の2020年3月の空室率が1.
49％、また概ね5%と言われていたオフィスの「自然空
室率（上回れば賃料が反転して下がっていく目安）」も
コロナ禍においても続けられている再開発などによりオ
フィス総床面積も増えているため3%程と言われており
、数値を見るだけでも空きフロアが目立つようになった
こともうなずけます。
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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

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。

ステラグループ 移転事例

▲実際のイメージです

Akerun〜⼊退室管理システム〜

セキュアな通信で、
「見える」安心を
手軽に運用します。

▼商品の特徴
◆クラウド型録画・モニタリングサービスです！
◆ Wi-Fi・LANでインターネットに接続するだけ！
◆専用の機器は不要。ご自身のスマホ・パソコンから
かんたんに操作可能！

▼商品の特徴
◆既存ドアに後付け、工事不要！
◆ICカード・スマホアプリで施錠・開錠が可能！

事務所を下記の３つのエリアに区分けし、セキュリティ対
策を講じました。

・レベル０ 誰でも入退出可能なエリア
・レベル１ 従業員は入退出可能なエリア
・レベル２ 従業員の一部のみ入退出可能なエリア

PCのキッティングを行うスペースやお客様からお預かり
した機器の保管スペースをレベル２に設定しています。

■レベル２のセキュリティ対策

①ICカードによる入室制限
技術者と一部の営業職以外は入退出できないよう、IC
カードと暗証番号による入室制限を行いました。

②防犯カメラの設置
常時防犯カメラを作動させています。過去の映像につ
いてもさかのぼれるよう設定しております。

③侵入防止バーの設置
入室制限だけでなく隣の部屋等からの侵入を防ぐた
め、ランマオープンのパーティションに侵入防止バーを
設置しました。

〜クラウドWebカメラシステム〜
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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で、コミュニケーション不足解消、
外出先でも見積書の提出、早急な発注作業が出来る！
新型コロナ感染症拡大に伴い、テレワークや時差出勤、直行・直帰の
実施が増えてきていました。

・社内のコミュニケーションが取れない
・打合せ、会議が集まって出来ない
・上長決裁が早急に取れない為、見積書の提出に時間が掛かる
・発注・売上作業が出来ない
etc...

上記の困りごとが、営業部門から聞こえてきました。
これらをどの様に改善していったかをご紹介致します。

・在宅の為、社内コミュニケーションが取り辛い
・集まっての会議調整が難しい
・上長決裁が早急に取れない為、見積書の提出に
時間が掛かる
・外出先では発注・売上業務が出来ない

・「Teams」のチャット機能でコミュニケーション強化
・ 「Teams」 にてWeb会議実施
・PCの持ち出しが出来るようになり、電子決裁印にて
上長より印鑑を貰い見積書の提出が出来、
それに伴い外出先での発注・売上作業が可能に

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

営業部門

・事務所に出社しなくてもコミュニケーションを活発に取れる様になった。
・集合しなくても、各々Web会議で対応可能に。
・PCを持ち出す事で、外出先でも見積書の提出、発注・売上作業が
出来るようになった。
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ー実は怖い… SNSの使い方ー
近年、急速に普及し今では生活の一部にもなっているSNS。
最近では数多くの企業がSNSの運用を始めています。
ですが、使い方を誤ると取り返しのつかないことになる可能性もあります。
そこで今回はSNSを使う際の注意点についてご紹介いたします。

◉会社や組織のイメージを損なう発言はしない
SNSは不特定多数の人が利用しています。
そこで会社のイメージに相応しくない発言をしてしまうと、会社の
ブランドイメージを損なってしまうことにもなりかねません。

炎上してしまったり…

会社に損害が出てしまう事も…

◉パスワード・ID情報の管理を適切に
パスワードやIDなどのアカウント情報の管理を怠ってしまうと、
第三者にアカウントが乗っ取られ情報が漏洩するリスクが高くなります。
アカウント情報の管理は厳格に行う必要があります。

悪意のある第三者に情報を抜き取られたり
アカウントを悪用されてしまいます。

◉個人・会社内の情報に関わる写真を投稿しない
社員の個人情報や会社の顧客情報などに関わる写真を投稿してしまうと、
個人だけでなく会社全体に迷惑がかかります。
個人が特定できる情報・会社の機密情報をSNSに投稿しないよう、社内に
周知させることが肝要です。
最悪の場合、損害賠償が発生してしまうケースもあります。

社員の方々への情報モラル教育・セキュリティ教育の実施等の
対策が必要です。

上記のような情報漏洩や会社への損害のリスクを避けるためにも、
情報モラルの向上は必要不可欠です。

ーSNSの正しい使い方ー

お役立ち情報（第４３回）
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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。

16



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

改正個人情報保護法への備えとは？ 次項へ

50万円以下

1億円
以下

2022年春施⾏!
改正個人情報保護法

参考：個⼈情報保護委員会<https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#shikoubi>

法人に対する情報漏えい時の罰⾦額UP

改正前 改正後

クラウド利⽤の加速
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社名所属

御社の絶対守りたい情報は何でしょうか？

情報漏えいさせないシステム作り
100％の漏えいを防ぐ対策は無い・・

情報漏えいの
リスクを正しく認識する

保護する
データの優先度
を決める！

情報漏えい対策は多層防御が必須！

侵入を前提とし
守りと対応方法
を決める！

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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「麹町PREX」には屋上テラスがあります。気分を変えたいときやリラ
ックスしたいときに最適な空間です。また、屋上でMTGを行えば、特
別感のあるMTGを演出でき、リラックスしながら普段は聞けない部
下の本音などを引き出しながら、いつもと違うアイデアが生まれるこ
とも期待できます。
夜はライトアップされ、雰囲気が大きく変わります。夜はビール片手
にコミュニケーションを図る場としても良さそうです。

屋上テラス付きで多様なワークプレイス

PICK UP
TREND

１．麹町PREX

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」

リラックスできるデザイン性の高いエントランス

エントランスは、レンガなど温もりのある素材を活かしており、シンプル
ながら上品な雰囲気です。道行く人も目を惹かれるデザインで、存在
感があります。
また、エントランスではアロマが焚かれており、訪れた人に心身をリフ
レッシュ・リラックスさせる効果があります。リラックス状態は、アイデア
を生み出しやすくする効果もあり、入居テナントや来客の方に様々な
良い影響を期待できます。

「紀尾井町PREX」

緑を取り入れて落ち着いた
雰囲気のエントランス

エントランスは紀尾井町の品格ある雰囲気に調和しており、緑を取り
入れて存在感のある空間です。前述の通り、エントランス横には緑に
包まれたリフレッシュスペースも完備しており、オフィスビルとして上質
な空間を提供しています。
また麹町PREX同様、エントランスではアロマが焚かれ、訪れた人に
心身をリフレッシュ・リラックスさせる効果があります。

紀尾井町PREXは新宿通り沿いに位置しており、
4駅5路線利用可能な利便性の高いビジネスゾーンに位置しております。
デザインコンセプトは「オフィスとしての新しい上質」。
温かな迎賓空間、心地よい自然環境、街との調和をもったオフィスです。
特に、自然と調和したエントランス脇のリフレッシュスペースは、周辺のオフィスと
一線を画すオフィスの顔となっています。

PICK UP
TREND

２．紀尾井町PREX

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」
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２．紀尾井町PREX

貸室内の共用スペースは黒を基調としたシックなデザインで清潔
感があります。また、パントリーにはIHコンロが付いており、社内
のリフレッシュスペースとしての機能も期待できます。女性従業員
が多くいる企業にとって、共用部の清潔感は重要な項目の1つで
す。紀尾井町PREXはその条件を十分に満たす環境ですので、女
性に配慮したオフィスを作りたい企業様にもおすすめです。

シックで清潔感ある共有スペース

共用部を極力省いて
効率性を極めたオフィススペース

貸室内の正方形に近い形でレイアウトがしやすい形状です。空調シス
テムは1フロア4ゾーン、照明は6ゾーンで区切られており省エネルギー
に配慮したゾーニングです。また、会議室はもちろん、個室ブースなど
の設置にも対応できるため、Web会議等が増えた企業にもおすすめで
す。
共用部分は極力省いており、効率よくレイアウトできる自由度の高いオ
フィススペースです。

PICK UP
TREND

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」

コロナウイルスの影響で、リモートワーク導入の流れは一気に加速し、私たちは
どこででも働ける環境を手に入れました。しかし、その結果、人と人との間に物理的な距離が
空いた為に、企業の成長には欠かせないチームメンバーとの連携が困難になりました。

結果、オフィスは「ただ働くだけだった場所」から、それぞれの企業に合った形で、
「人が集まり、チームの結束を高める空間」へと役割を変えていく必要があります。

今回ご紹介の「PREX」シリーズが提案する「3つの新しい働き方」と「上質なオフィス空間」であ
れば、人が集まり、チームの結束を高める空間の実現が可能です。
さらなる成長を目指す企業はそんな「PREX」シリーズを次のワークプレイスとして
ご検討してみてはいかがでしょうか。

PICK UP
TREND

個人がどこででも働ける時代だからこそ、結束を

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」

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

ステラリンク2021年12月号 2021年11月16日発行

#131INDEX

★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 STELLAR NEWS
P3 ベルパーク「ソフトバンク 法人向け特別プラン」
P4 hotalux
P6 Sansan
P8 FAX改善
P10 変わりゆく働く場
P12 モバイルワーク導入事例営業部門
P13 OnePoint
P14 ORPHIS_GLシリーズ新製品紹介
P16 ISM CloudOne
P18 Security Trend NEWS
P20 バクテクターO3 
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。

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。

新型コロナウイルスの感染状況ですが、
ここに来て首都圏でも、そして全国的にも新規感染者数が激減しております。
このまま、収束へと向かうことを願うばかりでございます。
ビジネス環境も少しずつ正常化していくことと存じます。
私どもステラグループは引き続きお客さまのオフィスワークに貢献するべく、
日々サポート活動に注力してまいります。

もちろん第６波への警戒を怠ることなく、社員一同感染予防に努めてまいります。

新型コロナウイルスに感染なさった方々、そのご家族の方々に
心よりお見舞い申しあげます。


