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STELLARGROUP
News!

NASのデータをクラウドにバックアップ！

ステラグループはオフィスのDX支援企業

ステラグループは何をやっているのか？
一言で表しますと、「オフィスのDXを支援する企業」です。
日々進化していくDX関連の技術について常に新鮮な情報をお
届けするために新しい知識の習得と情報共有を活発に⾏って
います。

その中心として活用しているのが
Microsoft Teams

チャットによるディスカッションから
チームを作っての情報共有、ファイル
共有、ビデオ通話によるWEB会議も
出来てとても便利です！

故障や災害など社内にある大事なデータが消失するリスクは多
岐にわたります。

バックアップを取っていても同じ場所にあったら盗難や落雷に
よる急な停電など元のデータもバックアップデータも同時に被
害にあうケースが考えられます。

そこで、ステラグループではクラウドバックアップに対応した
NASをご用意しました！
オンサイトの点検サービスなどオプションも豊富に取り揃えて
おります。

ご検討の際は是⾮、お声掛けください！
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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6月から9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。

また、アンケートにご回答いただきますと、キヤノンマーケティングジャパン様がお客様
にかわりまして「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
る活動に対し10円を寄付いたします。

「未来につなぐふるさとプロジェクト」の詳細はこちらへ
<canon.jp/furusato-p>

●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：6月1日～9月16日
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ステラNASに新しいシリーズを追加！

ベースモデルにBuffalo製 2ドライブ TeraStation
【TS3220DNシリーズ】を採⽤！

高速イーサネット2.5GbE標準搭載

NASの設定もバックアップ/復元（リプレース）可能

キキNaviクラウドバックアップでバックアップの管理を簡単に
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１．キキNaviで保守・管理を簡単に
・稼働状況の把握
・稼働状況の共有
・遠隔簡易操作
・設定情報の保存

２．2.5GbE & 1.4GHzクアッドコアCPUを搭載
高速化・安定稼働
高速イーサネット2.5GbE標準搭載
2.5GbE（2.5ギガビットイーサネット）を標準搭載。
2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX : 1ポート
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T : 1ポート

３． 1.4GHzクアッドコアCPU
CPUにAnnapurna Labs Alpine AL214 クアッドコアプロセッサーを採用し、
さらなる高速化を実現。
オフィスの情報共有スピードを引き上げるハイパフォーマンスモデルです。

４．⻑時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用

５．万が一の時にも安心、3年保証

６．クラウドバックアップに対応
容量：5TB、期間：3年or5年でパッケージ化、利⽤期間中のデータがクラウドにバックアップ可能！

７．データ復旧無償対応
※ 保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応です。

８．４TB、８TBの2モデルを用意
※ RAID1での実容量は、4TBモデル：2TBと8TBモデル：4TBになります。

９．UPS＋USB外付けHDDへのバックアップで安⼼利⽤
UPS【OMRON BY35S】、USB HDDをセット

商品特長

ステラグループ保守パックの主な内容

※受付時間は平日9:00〜17:30とします（⼟⽇・祝祭⽇・年末年始休暇は除きます）
（受付時間により翌⽇対応になる場合もございますのでご了承ください。）

ユース
ウェア

基本

ログインパスワード
NASの名前/ワークグループ名
IPアドレス/サブネット/デフォルトゲートウェイ/DNS/WINS
ユーザー作成 5件
共有フォルダ作成 3件（アクセス権含む）
バックアップスケジュール 1件
UPS設定
訪問設置（NAS本体およびUPS）
梱包材などの片付け

オプション
ユーザー作成 5名追加
共有フォルダ作成 1フォルダ（アクセス権含む）
データ移⾏ /1単位50GB
RAID設定(※変更した場合、完全なバックアップは出来なくなります。)

保守
基本 メーカー保守パックステラオンサイト保守 平日9-17時対応

ステラオンサイト保守 平日9時00分-17時30分対応

オプション クラウド監視サービス
オンサイト定期点検サービス（1回）

ステラグループ株式会社
東京都千代田区九段南３－３－６ 麹町ビル1階
TEL：03-6261-2050
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顧客が支持する高い技術と充実したサービス。
オフィス環境の「困った」に応える総合商社

東京カイシャハッケン伝！GUIDE

〒102-0074  東京都千代田区九段南3-3-6 麹町ビル1階　TEL：03-6261-2050 https://www.stargp.jp

ステラグループ株式会社
■ 設立年 ／ 1973年７月
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■ 資本金 ／ 9,500万円
■ 代表取締役社長 ／ 川井 昇

■ 従業員数 ／ 136名（内、女性従業員数23名）
■ 事業内容 ／ オフィスIT機器の販売・保守、社内システムの設計、中央・城北

地区

「IT関連だけでなく幅広い知識が求められますが、その分やりがいも大きい仕事です」（川口部長）

同社は今後も常に新しいテク
ノロジーを学び、顧客の課題
を解決していく

可動式デスクのため、会議や
作業など、用途に合わせてフ
レキシブルに組み合わせ可能

研修中の新入社員。オンライ
ンを通じてメーカーから技術
講習を受ける機会も多い

C H E C K  P O I N T

東京カイシャハッケン伝！GUIDE 38

顧客満足度調査で
６年連続１位を獲得した、
オフィスの総合商社

先輩社員の指導と
充実した研修で
基礎から学べる

５年ごとの勤続や
目標達成で付与される
特別有給休暇でリフレッシュ

どんな人と働きたいかを考えて就活をしてほ

しいです。当社には、技術力を持ったメン

バーがそろっています。

読者から
ひとこと 目標達成と成功する

喜びを味わえそう！

川井社長

このカイシャの特徴

社長からの
メッセージ

さらに詳しい会社情報は
東京カイシャハッケン伝！ 

サイトへ

調査でも、約2,000社ある協力企業の

中で６年連続１位を獲得するなど、技

術力、サービス面で高く評価されている。

入社後は３カ月の社内研修を経て、

配属先で先輩社員について業務を学ん

でいく。営業職であれば約３年で一人

前に、カスタマエンジニア職は１年目

でも身に付けた技術を生かして保守点

検を任されることもある。

入社２年目で、ビジネス・ソリューショ

社内のペーパーレス化を進めたい、

テレワークができる環境を整えたいな

ど、オフィスには様々な課題がある。

ステラグループは、企業の課題に対

し、複合機や通信機器といったオフィ

スIT機器だけでなく、社内システムの

設計・構築・運用、さらに什器などを

提案し、オフィス環境をトータルにサ

ポートする総合商社。

「オフィスにおけるお客様のあらゆる

お困り事を解決しています」（川井社長）

同社では委員会活動が活発に行わ

れており、顧客満足度向上や、社員満

足度向上などを目的とする委員会が設

置されている。

「別の事業所や部署の人とも交流が

できる機会になっています」（石田さん）

また、５年ごとに表彰される勤続表

彰制度もあり、５万円の旅行券と５日

間の特別有給休暇が付与される。

入社22年目でビジネス・ソリューショ

ン第一営業部の川口部長は、「家族や

友人と海外旅行に出掛ける際に活用し

ました。また、営業成績の目標を達成

したリーダー向けにも５日間の特別有

給休暇が付与されるなど、リフレッ

シュできる制度が整っています」と話す。

さらに、社員のライフ・ワーク・バラ

ンスを充実させるため、２年前からテ

レワークシステムを導入。自宅だけで

なく、カフェなどでも社内のパソコンに

アクセスが可能となっている。

「会社に戻らなくても自宅や外出先

からすぐに仕事に取り掛かれるため、

効率的に働けます」（川口部長）

1973年設立の同社は、大手電機

メーカーの複写機の販売・保守からス

タートし、オフィスのIT化に伴いパソ

コンのハードやソフトの販売、ネット

ワーク構築などへ事業を拡大してきた。

同業他社も多い業界だが、そうした

中で同社の強みはアフターサービスの

充実度にあるという。カスタマエンジ

ニア職が頻繁に顧客を訪問し、保守点

検だけでなく困り事を聞き、営業担当

者へフィードバックを行っている。

「約５年で複写機の交換とともにサー

ビス業者を替える企業が多いのですが、

当社の場合は継続してご契約いただく

比率が非常に高いです」（川井社長）

大手メーカーが実施する顧客満足度

ン第一営業部の石田さんは、「現在、先

輩のアドバイスを受けながら約30社の

法人顧客を担当しています。新入社員

の相談役も担っており、先輩後輩が相

談しやすい仕組みが作られています」

と、同社の育成制度の良さを語る。

また、技術の進歩が早い業界という

こともあり研修も充実。メーカー主催

の勉強会も頻繁に行われ、社員のスキ

ル向上に役立っているという。

「具体的な操作方法をレクチャーし

てもらえ、お客様への説明の仕方を学

ぶことができました」（石田さん）

さらに、資格取得支援制度も整い、

合格者へは報奨金を支給している。ま

ずはITパスポート試験の合格を目指し、

その後も、情報セキュリティマネジメン

ト試験などへ挑戦していく。

01事業内容

オフィスIT機器の販売を
中心にオフィスの困り事に
きめ細かく対応 02社員同士が相談しやすい

環境と充実した研修で
スキルアップ

育成制度

03特別有給休暇や
テレワークの導入で
ライフもワークも充実

働く環境

事業内容

育成制度

働く環境

01

02

03

アフターサービスの充実度を上げ、

顧客満足度調査で「６年連続１位」

という点が魅力的です。また、頑

張った先にある勤続表彰制度、目標

達成した際の特別有給休暇は、頑張

る目的にもなり、仲間と

切磋琢磨できる環境だ

と感じました。

大学３年生 Sさん

什器の販売等
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❶ ❷ ❸ ❹ ❺

高速インターネット接続サービス

NUROアクセス

確かな速さを、かつてない価格で。

クラウド時代に最適な法人向け
インターネット接続サービスの決定版

下り最大2Gbps 上り最大1Gbps

テレビ会議用回線なら
会議中に画面が止まったり
⾳声が途切れたりしてませんか？

■活⽤事例

1契約で
2回線ご利⽤可能！

・TeamsやZoom会議の導入
・クラウドサービスの導入

→社会全体の通信トラフィック量の増加
※アフターコロナにおいても継続

高速インターネット
回線の需要が増加！

固定IPを1個
標準装備

LAN1とLAN2を
FortiGateに踏襲

・セキュリティ担保
・負荷分散による

通信安定性の向上

FortiClientFortiGate PCNURO まとめて
ご提案可能！

■昨今のインターネット事情

事例① ゲスト用無線LANでの活用

事例② ルーター設定によるSD-WAN機能での活用
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ソニービズネットワークス株式会社

NURO Biz サービスサイト http://biz.nuro.jp

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
「NURO Biz」はソニービズネットワークス株式会社が運営する法人向けＩＣＴサービスの総称です。「NURO」はソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
「ソニー」および「SONY」はソニー株式会社の登録商標です。

【お問合せ】

法人向けNUROの特徴

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティ ウエスト23階

■低価格

※ NUROアクセス スタンダード/プレミアム回線のONU、LAN1ポートでの測定結果の平均値です。
※ 速度は測定結果の平均値であり、回線の最⼤速度を⽰すものではありません。
※ 測定結果は、PCの性能やネットワークの状況により変化します。
※ 最新情報は右記URLをご確認ください http://biz.nuro.jp/speed/

■回線速度
参考）開通試験時回線速度 2021年4⽉〜2021年12月 実績

下り平均 811.3Mbps 上り平均 855.0Mbps

■安定性
専用線技術を活用し、WEB会議等
で多くの帯域が使われる場合でも、
常に最低帯域が確保・保証され、
近隣の⾼トラフィックユーザーの
影響をされにくい回線です。

NUROアクセス スタンダード

月額¥18,850 初 期 費 用
事務⼿数料
基 本 工 事 費

150,000円
3,000円

50,000円

下り最大
2Gbps 固定IP標準

装備

SLA
99.9%

24時間
365日

オンサイト
保守

初期費用¥150,000は24回の割賦払いとなり、
初期費⽤割賦請求相当額を基本⽉額料⾦から24ヶ月間値引きします。
2年以内の解約の場合、割賦残債を⼀括にてご請求させていただきます。

2年間のご利⽤で
初期費⽤実質無料

ステラグループ株式会社
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バナナペーパーを
ご存知ですか？
その名の通り、バナナの茎を再利用して作られた用紙です。
通常なら捨てられてしまう茎を再利用し、バナナの茎の繊維に古
紙やFSC®認証パルプを加え、日本の伝統的な和紙技術を用いて製
造されています。

バナナペーパーはSDGｓの17項目
全てに対して取り組める紙です。
環境問題を打開するだけではなく、
捨てるはずだったものを再利用し
て雇用を生むことで貧困問題を解
決に導き、生産者の暮らしを持続
的に支えている点が非常に注目さ
れています。

バナナペーパーとは・・・

Canon imagePRESS C165など「POD機」で内製化する
ことでよりキレイに印刷可能です。

名刺・チラシなどの作成をバナナペー
パーで内製化することで環境を守るだ
けでなく、生産者の暮らしを支えると
いう点で社会貢献活動に繋がります。

「SDGs」17のグローバル
目標すべてにつながる

※詳しい説明は右記QRコードよりご確認ください。
山櫻様ご紹介ページに繋がります。

印刷物の内製化で社会貢献

ご要望がございましたら、バナナペーパーにてお客様のサンプルを
ご用意させていただきます。担当までお申し付けください。
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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

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が可能
ズラし⼆つ折り名刺や、ミシン⽬⼊りチ
ケットなどを作成することができます。スリッター

ユニット

自分で
デザイン

名刺 はがき作成ソフト
FlashCard-Pro Ver.6.0

FlashCard-Proで名刺をデザイン。
また、CSV取込対応Excelでお持
ちの人事データをCSVにてイン
ポート、エクスポートも可能。

※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

活⽤事例は次のページ

➡
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単面
はがき
1枚分

四面連刷
はがき
4枚分

四面連刷はがきの使用で印刷コストが1/4に！
単面はがき

四面連刷はがき

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。

SIDE Bならさらに多彩なカット

PCM-15N SIDE B

NEW
幅900mmのカットにも対応。
お店で使うレールPOP等も作成
できます。

毎日使用する現品票を
Proscutで

自動化することで
作業時間が大幅短縮

カット印刷

印刷

明細書・伝票等、
書類作成の
作業時間を短縮。

B判サイズ仕上がりや⻑尺カット等、
マルチに使える。

単面印刷より四面連
刷はがきを使用すれ
ば、カウント料⾦⽅
式で印刷コストは
1/4。
年賀はがき等、⼤量
に印刷する際の
コストダウンにつな
がる。

カット

手作業カットをProscutで自動化で人手・労務時間削減

スーパーなどで使用するプライスPOPやレールPOPを作成

はがき
case
1

工場
case
2

小売
case
３

＝

時間
短縮

印刷コストは同等

15
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先進的なオフィスやそこで活躍する人物、 企業文化に触れながら、
働く人々の幸せにつながる最新情報を発信する『Worker's Resort』。
今回のOffice SignpostVOL,77では、オフィスでも広がるメタバースに関して、
また「オフィス」✕「農業」の取り組みの最前線に関して取り上げた記事の2つ
を紹介します。

最新の働き方トレンドを情報発信中！！

Worker’s
Resort

メタバースとは、meta（超越した）とuniverse（世界）
を組み合わせた造語で、主に仮想空間を指す。メタバー
スには、場所や時間に制限されないコミュニケーション
が可能、非現実的な体験を手軽に得られるなどの特徴が
あり、近年ではそれらを活かしたオフィス向けサービス
が登場してきている。

■メタバースとは何か？

多くのワーカーがリモートワークの魅力に加え、リアルなワ
ークプレイスの価値を再認識しはじめていることから、技術
の発展が進めば、メタバースとリアルなオフィスを繋ぎ合わ
せる試みはさらに加速していくだろう。

■今後は、メタバースとリアルの
「ハイブリッド型」も広がる？

Worker’s Resort
オフィスでも広がる「メタバース」の活用ー バーチャル会議、ワークプレイス、VR展示会

最新の働き方トレンドを情報発信中！！

記事の詳細はこちらから：
https://www.workersresort.com/jp/facility/agile_office/
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Worker’s Resort
＜国内・海外事例＞ムーブメントの予感！ 増える「オフィス」✕「農業」の取り組み最前線

近年、リモートワークの普及で必ずしも都会に住む必要がな
くなった状況などが影響して、若い世代を中心に農業への関
心が高まってきている。その中でワークプレイスに「農業」
を取り入れる動きが見られる。本記事では事例紹介やその可
能性について考察している。

■若い世代を中心に高まる、農業への関心

ワークプレイスと農業の融合は海外でも見られる。スウェー
デンのWorld Food Buildingでは、ビル内に植物を栽培するた
めの温室を備えている。また、ロンドンの金融街の屋上では
草花や野菜を育てたり、養蜂に取り組んでいる。
国内外の事例を見る限りでもワークプレイスにおける「農業
」は今後存在感を高めていきそうだ。

■ワークプレイスと農業の融合が持つ可能性

最新の働き方トレンドを情報発信中！！

記事の詳細はこちらから：https://www.workersresort.com/jp/facility/agile_office/

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

▲屋上には入居者様専用のテラスがあり、気分転換に最適です
！

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。

▲木目調の家具、開放感のあるスケルトン天井でまるでカフェの
ような空間

▲窓際にカウンター席と気軽に打ち合わせできるカフェテー
ブル

を設置

物件NO.714
「コンパクトサイズ！家具付きの新築オフィス！」
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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8月号 2022年7月20日発行

#139INDEX

★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 GROUP NEWS
P3　アンケートのご案内
P4　ステラNAS type-B
P6　東京都発行【カイシャハッケン伝】掲載記事
P8　BillOne
P10  Nuro　
P12  ORPHIS　GLシリーズ
P13  バナナペーパー
P14  Proscut
P16  アルコールチェッカー
P18  Worker's Resort

noriko.watanabe

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。この度、東京都産業労働局さまが出されている「東京カイシャハッケン伝」で弊社をご紹介いただきました。お許しいただき、今号の6ページ～7ページに記事を転載させていただいております。ぜひご高覧くださいますようお願い申しあげます。新型コロナウイルス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とともに、お客さま皆様方のご健勝を心より祈念申しあげます。


