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施工 フロンティアコンサルティング



STELLARGROUP
News!

2021年、サイバー攻撃被害の届出状況

ご請求書の電子化、はじめます

これまでステラリンクにてご紹介をしておりました電子請
求書発⾏システム「楽楽明細」を、このたび弊社でも導入、
運用を開始いたします。
紙資源の節減による環境保全、郵便物の配達⽇数繰り下げ

への迅速な対応および紛失対策を目的としております。
担当営業より順次ご案内をさせて頂きますので、電子化へ

のご検討を頂けると幸いです。

また、業務効率化やコスト削減等の導⼊効果もございます
ので、請求書電子化をご検討の際はお気軽にご相談ください。

昨今の緊迫するウクライナ情勢を受け、経済産業省はサイ
バー攻撃への対策強化を呼びかけています。
3月には、⾃動⾞メーカーの国内全⼯場が稼働停⽌する重⼤

な事態へと発展しており、改めて対策を考え直すきっかけに
なったのではないでしょうか。
対策に不安がありましたら、まずはご相談ください。

・IPA発表の2021届け出状況
コンピュータウイルスの届出数：878件（前年449件）
コンピュータウイルスの検出数：132万2725件（前年97万

9439件）
不正アクセスの届出数：243件（前年187件）
最多の⼿⼝：ファイル／データ奪取、改竄等：198件
最多の被害内容：データの窃取、盗み⾒：151件
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建材、化粧品、工具、電子部品、厨房機器・食器、文具・事務用品、花器メーカー、フィルム加工、印刷、生コン、化学薬品、
塗料、プラスチック加工、フィルム加工、包装資材、雑貨、スポーツ用品、金属加工機械、産業用電気機器、ポリエチレン製品、
木材・竹材、ガラス製品、おもちゃ、精密機器、介護用品卸、etc…

その他、さまざまな業種・業態に対応しています。

ねじ（金属・部品）

開発元：株式会社アイル（東証第一部上場会社：3854）

※オプション機能

ファッション 食品 医療機器 鉄鋼・非鉄金属 ねじ（金属・部品）

特化業種

サポート力シームレス
な連携

あらゆる業種･
業態に対応

柔軟性 期待を上回る
提案力

安心の窓口
一本対応
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そのお悩み、 で解決します

請求書、まだ紙で送ってるの？

電子請求書発行システムで

印刷 封入 発送 作業を０に！印刷 封入 発送

請求書を紙で送っている企業には
こんな課題が・・・

請求書の

印刷・封入・発送で

毎月月初は残業！

A社は“郵送”

B社は“メール”で送付希望…

個別に対応しきれない！

印刷・用紙・郵送代と

コストがかかっている…

誤封入で取引先を

怒らせてしまった…

印刷、封入、局出しの手間が0に！

WEB・メール・郵送・FAXから
発送方法を自由に選べる！2

1

印刷代・用紙代・郵送代などの

コストを大幅削減！3

4
システムからの自動発行で
誤封入リスクもなし！
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お問い合わせはこちら

「楽楽明細」 の導入効果

電子請求書発行システム 「楽楽明細」とは？

「楽楽明細」は、紙で発行している請求書、納品書、支払明細などの
帳票のデータを取り込むだけで「発送作業」を代わりに行ってくれる
クラウドシステムです。
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We bに、

古き良き思い出は必要ありません。

最新のWe bサイトを

あなたのシナリオで、完全リニューアル。

SSL対応スマートフォン対応 レスポンシブサイト化 CMS導入 コンテンツマネージメントシステム

会社からセキュリティの強化を
求められています

更新頻度が高いニュースは
社内で内製化したい

ヒヤリング後お見積りいたします ご相談・お問い合わせは、ステラグループ株式会社の御社ご担当支店におたずねください。

いま必要な 対策Webフルリニューアルサービスオススメの ウェブ対策

WEBサイト
フルリニューアル
サービス

スマホで見ると
文字や画像が小さくて見えにくい

閲覧者の70％以上がスマホユーザー
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特記事項：◎ステップ2のお見積り後、発注確定によりデザインの提案がスタートいたします。　◎弊社コンプライアンスにより公序良俗に反すると判断した場合、契約を一方的に破棄、消去いたします。またその賠償を受

け付けません。　◎何らかの原因によりアクセスが増大した場合、ホームページが表示されなくなることがあります。　◎ホームページやドメインを継続して維持するには毎年年間維持費が発生いたします。　◎別のホス

ティング会社にデータを移行する場合、ドメイン移築補助費、FTP情報公開費等費用発生いたします。またその作業はお客様ご自身主体となります。

ステラグループ株式会社   https://www.stargp.jp

写真撮影、原稿作成サービスも
ご利用ください。

写真撮影
プロカメラマンによる撮影サービス

ヒヤリング原稿作成
プロのライターが、ヒヤリングし原稿作成
するサービスです

お客様ヒヤリング

ステップ1

お見積もり

ステップ2

デザイン提案

ステップ3

実制作

ステップ4

仮公開

ステップ5

修正作業

ステップ6
公 

開

◎ ホスティング、ドメイン取得サービスも、お気軽にご相談ください。

制作の流れ お見積り後、入念なお打ち合わせ、ヒヤリングをさせていただき、お客様に最適なページ構成、プラン、オプションをご提案いたします。

いま必要な 対策
フルリニューアルサービスオススメの ウェブ対策

年～

古い表現や表示でビジネスチャンスを逃していませんか。

フルオーダーで、御社の未来を創る最適なホームページを。
御社には御社の個性があります

デバイスに合わせて自動でレイアウトが変化。
文字や写真が格段に見やすくなります。スマホ
での閲覧者は、全体の70％以上とのデータも
あります。

基本SEO
対策

3

情報漏洩 なりすまし
詐欺 改ざん SEO

低下

お悩み別

Web

スマートフォン対応
レスポンシブサイト化

ホームページは会社の顔。会社の良し悪しがホームページで判断されています。制作から時間の経ったページは、様々な利用
環境で問題が発生していませんか。スマートフォンでファーストキャッチ。パソコンで新たな販路や顧客を拡大。機能するホーム
ページへ進化しませんか。

2
お悩み 更新頻度が高いニュースは

社内で内製化したい1
お悩み スマホで見ると文字や画像が

小さくて見えにくい

CMSを導入すると、プログラム等の技
術がなくても、任意に指定された部分
を、お客様ご自身で更新することが可能
です。更新頻度が高く、公開スピードを
求められるお客様にオススメです。

CMS導入
コンテンツマネージメントシステム

3
お悩み 会社からセキュリティの強化を

求められています

サーバ⇔PC間で通信した個人情報やクレジットカード情報などが暗号化され、
情報漏洩・なりすまし詐欺・改ざん・SEOの低下などの不安を解消します。現在は
基本的なセキュリティ対策として広く認識・導入されています。

SSL対応
Secure Sockets Layer

サイト見直しの目安

縦長の画面で
見やすいレイアウトに

自動で変化

％以上がスマホユーザー70

フォームに
情報入力すると
簡単に更新できる
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ナカバヤシシュレッダナカバヤシシュレッダ

キャンペーンプレゼント

オフィスシュレッ
ダ

キャンペーン！
オフィスシュレッ

ダ

キャンペーン！
オフィスシュレッ

ダ

キャンペーン！

期間限定

ナカバヤシシュレッダを
購入するなら今がチャンス!
ナカバヤシシュレッダを
購入するなら今がチャンス!

掲載のシュレッダをご購入の
お客様に下記商品をプレゼント！！

2022年6月30日まで2022年6月30日まで

横幅60cm  脚フレーム/スチールタイプ

高品質アクリル板使用
飛沫防止を重視し
た取付位置です。

0cm0cm

書類や封筒など
の受け渡しに

5cm5cm

段ボール箱など
の受け渡しに

15cm15cm

対面での接客時などに飛沫飛散対策を。
透明パネルで視線を遮りません。アクリルパーティションアクリルパーティション透明パネル

開口部高さは3段階に調節可能

アクリルパーティション 600×600サイズ PTS-AC6060CR ￥12,000（税込￥13,200）
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グリーン購入法
適 合 商 品

刃物5年間
保証付

グリーン購入法
適 合 商 品

グリーン購入法
適 合 商 品

グリーン購入法
適 合 商 品

キャンペーン対象機種はこちら

抗ウイルス粉体塗料

抗ウイルス抗菌フィルム
人の手が触れる操作パネル部・天
板ラベル部には抗ウイルス抗菌
フィルム※を貼り付けています。

筐体の塗装には抗ウイルス粉体
塗料を採用しています。

※リケンテクノス㈱製リケガードを使用

S-406P
●本体寸法：W500×D500×H890mm　
●本体重量:86.0kg
●電源電圧:100V･50/60Hz　
●消費電力:500/540W（50/60Hz）
●チップボックス容量：約76リットル
●細断形状/寸法：クロスカット　約3×25mm 約 枚26

A4上質紙

細断可能
A3

(310mm)

投入口幅

定価￥428,000（税込￥470,800）

SXK-152CE
●本体寸法：W440×D300×H700mm　
●本体重量:26.0kg
●電源電圧:100V･50/60Hz　
●消費電力:220/245W（50/60Hz）
●チップボックス容量：約39リットル
●細断形状/寸法：クロスカット
　　　　　約3×23mm

約 枚13
A4上質紙

細断可能
A4

(230mm)

投入口幅

定価￥160,000（税込¥176,000）

抗ウイルス
抗菌

抗ウイルス仕様で清潔・安心。基本機能
充実のオフィスのコンパクトモデル。

省エネ設計＆優れた操作性！
基本機能充実のシンプルシュレッダ。

オートプレス搭載で裁断屑を圧縮!
屑こぼれ・飛散を大幅に軽減します!

静音タイプで屑均し機構付きの
ハイコストパフォーマンス機。

NS-406C
●本体寸法：W500×D500×H900mm　
●本体重量:56.0kg
●電源電圧:100V･50/60Hz　
●消費電力:325/350W（50/60Hz）
●チップボックス容量：約80リットル
●細断形状/寸法：クロスカット  約3×25mm

定価￥368,000（税込￥404,800）

NS-406P
●本体寸法：W500×D500×H900mm　
●本体重量:57.0kg
●電源電圧:100V･50/60Hz　
●消費電力:330/355W（50/60Hz）
●チップボックス容量：約80リットル
●細断形状/寸法：クロスカット 約3×25mm

約 枚22
A4上質紙

細断可能
A3

(320mm)

投入口幅

約 枚22
A4上質紙

細断可能
A3

(320mm)

投入口幅

定価￥398,000（税込￥437,800）

●主な機能

切り屑飛散
防止ガード

オートスタート
&ストップ

オート
リバース

満杯
検知

満杯
アラーム

待機電力
0W

●安全装置

ドア
スイッチ

自動運転
停止機能

ストッパー

サーキット
ブレーカ

オート
カット

オートプレス
（チップならし）

●主な機能

切り屑飛散
防止ガード

オートスタート
&ストップ

オート
リバース

満杯
検知

満杯
アラーム

待機電力
0W

●安全装置

ドア
スイッチ

自動運転
停止機能

ストッパー

サーキット
ブレーカ

オート
カット

●主な機能

●安全装置

オートスタート
&ストップ

オート
リバース

オートプレス
（チップならし）

オート
カット

ドア
スイッチ

投入口
安全機構

投入口自動
開閉機構

サーキット
ブレーカ

自動運転
停止機能

待機電力
0W

ストッパー

満杯
検知

メインパワー
オートオフ

※2

オート
パワーオフ

※1

※1 マニュアルスタートで使用した場合、
一定時間経過すると自動停止します。

※2 カッターが停止した状態で一定時間
操作が行われないと、自動的にメイン
スイッチをOFFします。（機能の作動
要否の切り換えができます。）

待機電力
0W

切り屑飛散
防止ガード

●主な機能

●安全装置

オートスタート
&ストップ

オート
リバース

満杯
検知

満杯
アラーム

オート
カット

ドア
スイッチ

安全停止
スイッチ ストッパー ヒューズ

自動運転
停止機能

※ヒューズ：電気回路やモーターに過電流
　が流れると電源が切れます。
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オフィスマルチプリンタ 「Canon imagePRESS C165/170」

プレゼン資料、チラシなど
クオリティが求められる印刷物はございませんか？

Canon imagePRESS C165/170で
＜早く＞＜綺麗に＞＜簡単に＞
ワンランク上の印刷品質を提供いたします。

① 解像度リアル2,400dpiで小さな文字もキレイに印刷！

② 高画質プリンタにFAX機能を搭載！

③ キレイが続く色味安定性！

④ 標準3,550枚の大容量カセット給紙！

⑤ ウォームアップ30秒の高速起動！

⑥ 封筒やはがきもカセット給紙！

⑦ カラー/モノクロ毎分65枚の高速出力！

【C165の7つのおすすめポイント】

※C165での複写速度

C165でプリントした印刷物を「Proscut」で後加工する
ことで名刺や販促物が内製化できます。
詳しくは、次のページをご覧ください！
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本製品の詳細情報 カール事務器株式会社 https://proscut.jp/ または弊社担当営業までお問い合わせください。

オプションのスリッターユニットを
交換することで多彩なカット

B判サイズ の仕上がりや⻑尺 の

PCM-15N SIDE B

さらに用途が
広がる カットもOK。

NEW

幅900mmのカットにも対応。
レールPOP等も作成できる。

PCM-15N
標準価格
税別¥368,000

年間数万円〜10万円
削減可能（当社調べ）

コスト削減以外にも
大きなメリット

POD･複合機で
出⼒

まずは
名刺内製化
から

内製化の
ご提案

パソコンで
レイアウト1 2 3

必要な時に
必要な枚数
のみ作成

⼀例

短納期 ロット削減※片面4色カラー100枚を作成する費用と
して想定。外注費用・社内作成費用は
契約条件により異なります。

名刺を外注から内製化へ。

外注の⾒直ししませんか？

年間約70％コスト削減 も！

POD･複合機 ＋ Proscut で

Proscutなら様々な形状・サイズにカットできるから、
外注せずに社内で名刺や販促物が作成できます！

で用紙をカット

スリッター
ユニット
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PICK UP

自社のオフィス移転から見る
新たな働く場の在り方
弊社株式会社フロンティアコンサルティングは、今年1月、

日本のオフィスビル最古参に数えられる
大手町ビルヂング（1F路面）への本社移転をいたしました。

コロナ渦の今、大きく変化した働き方・トレンドを弊社の本社移転を通して
皆様にご紹介いたします。

大手町ビル
● 千代田区大手町1-6-1
● 1958年4月
● 地上9階・地下3階・塔屋3階
● 延床面積：111,272.00㎡ (33,659.78坪)

三菱地所が所有する大手町ビルは、東洋一のマ
ンモスビルとして1958年に開業しました。
2018年より100年ビルへの挑戦として全館大規
模リノベーション工事が行われ、当社が入居を
予定する東側は「LABゾーン」の位置付けから
、社会課題の解決を目指す新規ビジネス創出を
目的としたオープンイノベーションスペースな
どが開設されます。また、従来設備スペースと
して利用されてきた屋上空間には、ワークスペ
ースとしての機能を持つ国内最大級（約4000㎡
）となる屋上庭園の整備も計画されています。

ワークビジョンからワークプレイスのロケーションを選定する

今までは比較的画一だった働き方が多様化し企業が自社に合わせた働き方に応じて、
物件や立地を検討する傾向にあります。弊社でもパーパスを実現に導く理想の働き方
としてワークビジョンを明確化し、それを叶えるワークプレイスの立地や物件を検討
いたしました。ワークビジョンの明確化のために、今後必要となる活動やワークシー
ンを考えるためのテーマを設定し、議論いたしました。
議論で生まれる様々なに合わせて物件候補を複数ありましたが、
その中で弊社は大手町ビルをパターン選定いたしました。

弊社が大手町ビルを選定する上で、
3つの「関わりしろ（代）」を主眼に置き入居物件を選定いたしました。
その中でロケーションに大きくかかわるのは、「ステークホルダーとの関わりしろ」
です。地下鉄5線乗り入れ、東京駅より徒歩圏内の大手町駅直結の立地により、
訪問先への移動はもちろん、人々を招きやすい環境から、クライアントや取引先企業
との関係を育みやすい環境であると考えます。
また、当社社員の通いやすさを向上するために、自宅から会社までの平均乗り換え回
数のシュミレーションを行い、移転前のオフィスより移転後のオフィスの方が乗り換
え回数など利便性が向上する結果となったことも理由の１つです。

「入居企業との関わりしろ」は、大手からスタートアップまでイノベーションをキー
ワードに集う広範な入居企業との関わり合いを通じて、当社の認知理解の促進および
それぞれにとって、高い次元でのビジネス展開へと繋がる機会の創出を期待します。

最後に「社会との関わりしろ」は、大規模リノベーションを経て100年ビルへの挑戦
を試みる同ビルの地球環境へ配慮した建築材の活用が今後より盛んになる想像をもと
に、同ビルを中心拠点に当社の基幹事業である「オフィス構築・働き方のコンサルテ
ィング」活動を通して、社会的責任の体現を目指します。

PICK UP −ロケーション選定−
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働く人と働く場所の未来をつくる

時代は変わる。
人が、働き方に求めることも変わる。
私たちは時代を見つめ、
働く人が輝くための環境と機会を次々に届けていく。
すべては、働く場の創造を通し、
ビジネスや社会が発展する未来のために。

昨今、ワークプレイスの在り方は急速に変化しており、
リモートワークの普及を経て、そのスピードは更に加速しています。
当社もその変化に対応し、お客様へベストなソリューションを提供する為に、
１５周年を迎える本年、企業ブランドを刷新しました。

２０２２年より企業ブランドを「Creating a new work stage」。
パーパスを「働く人と働く場所の未来をつくる会社」として新たに
スタートし、次のステージへ挑戦して参ります。

これからの働く場には従来の「オフィス」という枠を超えた、
より多角的で柔軟な概念設計が必要とされています。
私達は、新たな時代の働く場に求められる価値をデザインし、
働く人々へより輝くワークシーンと機会を提供して行きます。

旧ロゴ・旧スローガン

PICK UP −リブランディング−

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。

つながるオフィス 今月のイチオシ居抜き物件

▲ネット導入済み・オフィス家具付きで初期費用が抑えられる

お問い合わせはこちらまでお願い致します！
Tel  0120−734−343 URL  https://www.tsunagaru-office.com/

「つながるオフィス」は
居抜きで“貸したい“企業様を募集しています！

「原状回復費を抑えて移転したい」
「こだわって作ったオフィスを壊すのはもったいない」
といったニーズをお持ちの企業様、是非、弊社まで
お問い合わせ下さい。

オフィスからオフィス、その空間を引き継ぐお手伝いを
させて頂きます。

▲ON/OFFを切り替えるフロアデザイン

▲共用施設あり（キッチン）

物件NO.684
「⻄新宿エリアの使い易い1フロア貸しのシェアオフィス！！」
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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2022年5月号 2022年4月19日発行

#136INDEX

★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。
いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。

今号の『STELLARGROUP News!』でも触れておりますが、
先日のサイバー攻撃で自動車メーカーが
操業停止に追い込まれました。
改めてオフィスにおける情報セキュリティに対する関心が高まっております。
むしろ危機感と申しあげた方が適切かもしれません。
情報セキュリティに関することでしたら、なんでも弊社にご相談ください。
漠然としたことでも結構でございますので、
弊社の担当者にぜひお気軽にお声がけくださいませ。


