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STELLARGROUP
News!

アルコール検知器の使用義務化延期へ

台風シーズン、クラウドバックアップで備えを
日本は台風や地震等、天災の被害を受けやすい国といえます。
9月・10月は台風シーズンですが、会社の情報資産（個人情
報・業務情報・製品情報）はどのように保存されていますか？

事務所にあるパソコンやファイルサーバなどに保存されている
場合、機器が水没などにより破損し「中のデータは消失」また
は「外部に取り出すことができない状態」になってしまいます。

こうした事態を防ぐために、社内の機器に保存されているデー
タのバックアップをクラウド上にあるサーバへ自動バックアッ
プすることが重要となってきます。
P10〜P11にクラウドバックアップ製品を掲載しております。
その他の製品もご提案可能ですので、お気軽にお声がけくださ
い！

2022年7月15⽇に公表した警察庁パブリックコメントの意⾒募
集要領の中で⽩ナンバー⾞両の酒気帯び有無の確認において
「2022年10月1日から予定されていたアルコール検知器の使用
義務化を当面延期する」方針が明らかになりました。

現時点において警察庁は、「当分の間、安全運転管理者に対す
るアルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しないこ
と」としており延期期間は記載されていませんが、
この期間に記録簿を紙で管理するのか、クラウド連携できるシ
ステムを導⼊するのか再度ご検討いただく事と存じます。

弊社では半導体式・電気化学式・クラウド連携可能な検知器も
幅広く取り扱いがございますので、ご検討の際は是非お声がけ
ください！

（詳細はP8,9をご覧ください）
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⾯倒な補助⾦申請をサポートする「補助⾦⽀援事業者
（⾏政書⼠法⼈、中⼩企業診断⼠）等）」をご紹介いたします！！

2022年度 IT導⼊補助⾦
活用支援サービス
「補助⾦⽀援事業者（⾏政書⼠法⼈等）」

の活用で申請を効率化しましょう！

中小企業および小規模事業者さま

IT導⼊補助⾦とは!?

対象
※補助対象者の定義はこちらをご確認ください：https://www.it-hojo.jp/overview/

サービスの詳細についてはウラ面へ▶▶

通常枠(A・B類型) デジタル化基盤導入枠
ITツールを導入し自社の生産性向上を図る 企業間取引のデジタル化を支援

種類 A類型 B類型

補助額 30〜150
万円未満

150〜450
万円以下

補助率 1/2以内

補助対象 ソフトウェア費
導入関連費 等

デジタル化基盤導入類型

補助額 5〜50
万円以下

50万円超〜
350万円

補助率 3/4以内 2/3以内

対象 会計、受発注、決済、ECの
ソフトウェア

補助対象
ソフトウェア費
クラウド利⽤料

（最大2年分補助）
導入関連費

「自社課題を解決するためのITツールの導⼊費⽤の⼀部を国が補助する制度」

※詳細な申請条件は「IT導⼊補助⾦2022」の
HPをご覧ください
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ステラグループ株式会社

お問い合わせ先

以下サービスは当社より申請できます申請可能なITツール一覧

申請の業務⼯数を削減！

※1  本サービスは、申請時期・応募数等により支援ができない場合もございます。
※2 交付決定後、交付⾦⼊⾦前に補助⾦⽀援事業者にお⽀払いいただく必要があります。あらかじめご了承ください。

補助⾦⽀援事業者活⽤の利点

「IT導⼊補助⾦2022」公式HPも要チェック！
※QRコードをスマホカメラで読み取り、

またはURLを⼊⼒してご確認ください。
※申請/交付条件等の記載があるので、

必ずご覧ください。
IT導⼊補助⾦

2つのプランでお客様にあった申請支援をさせていただきます。

フルサポートプラン
企業間取引のデジタル化を支援
低額案件プラン

対象

内容

価格
（税抜き）

1から手取り足取り
細かく支援していただきたい方

価格を抑えたい方
受領対象の補助⾦額が⼩さい⽅

IT導⼊補助⾦の問い合わせ、
事業計画書作成

スケジュール管理、必要書類案内

10万円〜
（着⼿⾦無し、成功報酬型※2）

交付申請内容の添削（プレ審査）
質疑応答

3万円（前払い）

※申請できないプラン、サービスもございますので、申請可否についてあらかじめご確認をお願いいたします。
また、本チラシに掲載がなくとも、申請できるメーカー・サービスがございますので、弊社までご相談をお願いいたします。

※本内容は2022年7月22日現在の内容です。
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Emotet が潜伏していないか無料で調査してみませんか？詳細はこちら →  →  → 

2020年、国内PC 約2万6千台の 感染疑い があった

”最恐”のマルウェア Emotet が 攻撃再開！

他のマルウェアを呼び寄せ
様々な被害が発生

取引先・顧客への拡散で
ブランドイメージが低下

発見を遅らせる工夫で
気づかぬ間に潜伏・蔓延

認証情報などの様々な情報を

窃取したのち、最終的には

ランサムウェアでデータを破壊。

窃取したOutlookのメール情報

を利用し、取引先や顧客へ

Emotetばらまきメールを配信。

本体に不正コードを持たない、

ファイルレスで動作する等、

様々な工夫で発見を遅らせる。

潜伏

「Emotetは存在しない」

エモテット

2020年に猛威を奮ったEmotetが2021年11月から攻撃再開！

2022年2月時点で、感染被害が拡大中！

2022年2月

被害拡大中！

Emotetの動向

IPA（日本情報処理推進機構）によると、2021年11月16日にEmotetが活動開始をしたと発表し、注意喚起が行わ
れています。12月になってから活動を活発化させておりIPAへの相談件数が増えているようです。また新たに、「偽
のWebサイトを用意して、ユーザー自らマルウェアをダウンロードさせる」という感染手口も確認されています。
2022年2月に入ると感染被害が更に拡大し、複数のユーザー様からMOTEXにEmotet対策のご相談を頂いています。

AIアンチウイルスソフト「CPMS powered by Deep Instinct」なら

潜伏した Emotet も漏れなく検知して防御可能！
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エムオーテックス株式会社 ●お問い合わせ窓口：営業部

【大 阪】〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-12-12 エムオーテックス新大阪ビル

【東 京】〒108-0075 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス5F

【名古屋】〒460-0003 名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ3F

06-6308-8980(大阪) 03-5460-1371(東京) 052-253-7346(名古屋)

●お問い合わせ先

AI による自律性で PE 以外の脅威も広範囲に検知

・様々なパターンの攻撃に備えたい

・プロセスやコマンドの実行も対策したい

管理が簡単！管理コストの削減が可能

・システム部門の人材が不足している

・定義ファイルの更新管理が出来ていない

・可能な限り低コストでセキュリティを高めたい

無料トライアル受付開始

https://go.motex.co.jp/l/320351/2021-02-25/4gnpt1

世界で初めてディープラーニングをセキュリティに採用した「Deep Instinct」を最大

100台、30日間体験していただけます。そのまま本番環境へ引き継ぐことも可能です

● CPMS Powered by Deep Instinct は、こんな方におススメします

マルチ OS 対応で、パソコンやモバイル端末の

セキュリティ運用を一つの製品で実現できます

CPU やメモリの使用率が低いため

業務アプリの動作などに支障をきたさない

マルウェアの検知は AI が実施するため

定義ファイルは使っておらず、更新管理が不要

管理工数の削減

マルチ OS  対応 PC の負荷が低い

AI を活用した独自の技術で予測検知防御が実現。

マルウェア実行前に検知・隔離します

AI による予測防御

エムオーテックスが提供するマルウェア対策製品で、検知エンジ

ンにAIアンチウイルス「Deep Instinct」を採用。様々なタイプ

の攻撃に対応が可能で、１製品で全方位的な管理が実現します

最新 Emotet もしっかり予測検知！ディープラーニングを採用し

マルウェアを数学的に検知する技法で高検知を実現

AIの予測検知により

最新 Emotet も検知・隔離可能！
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飲酒運転撲滅を目的とした、
安全運転管理者の円滑業務をサポートする
飲酒検査クラウド管理システムです。

とは？

操作案内に従い
正確な検査を実現！

結果は自動でデータ保存

入力ミスやなりすましを防止

□チェック業務の人的負担を軽減
□検査時の顔写真も同時に保存可能

□本社から他事業所の記録確認も可能
□24時間いつでもパソコンで確認

紙ベースでの保管場所不要

クラウド上で
1年間の記録を保存！
全事業所の点呼記録を一元管理

ー  ホワイト安全キーパーの特長 ー

□高精度な電気化学式検知器と連携
□検知器の状態を管理簿に記載可能

万が一の故障時も安心

検知エラー時は再測定＆
充実のアフターサポート
メンテナンス体制の整った大手メーカーと連携

想定
リスク

！

安全運転管理者が対応すべき「アルコール検査義務化」をサポート！

解決！

検知器を用いた
アルコール検査

●管理者の業務負担大
●虚偽報告やなりすまし

1年間の
記録保存

●事業所単位での
　記載・保管方法のバラつき
●紙での保管場所の確保

アルコール検知器の
常時有効保持

●エラー・故障に気づかず
　使用を続けてしまう
●メンテナンス不足

ホワイト安全キーパーを導入すると・・・

さまざまなシーン・方法でのアルコールチェックに対応しています。

簡単操作

大きなボタンでシンプルな画面
設計のため、パソコン操作に不慣

れな方でも安心です。

スマートフォンに対応しているた
め、会社へ寄らなくても顔を見な

がら検査が可能です。

管理画面上で免許証の更新期
限を確認でき、無免許運転の

防止に役立ちます。

直行直帰に対応 免許証管理が可能

アカウント権限

アカウントごとにデータの閲覧・
管理範囲を指定できるため、企業
様に合わせた運用が可能です。

万が一アルコールが検出された
場合、指定ユーザーへ自動的に
通知メールを送信できます。

メール通知機能

cloud

電波の届かない場所やインター
ネット回線のない車庫でもアル

コール測定ができます。

オフライン測定

会社内などで
直接表情をみながら行う

対面
点呼 ※2022年1月時点での法的要件は

　満たしておりません。

IT点呼

離れた営業所と
パソコンを使用して行う

遠隔地からスマホで
テレビ電話のように行う

スマホ
点呼

遠隔地からスマホで
電話しながら行う
遠隔地

電話
点呼

ー 連携アルコール検知器一覧 ー

フィガロ技研株式会社
FUGOsmart Bt FALC-31

フィガロ技研株式会社
FuGo-Pro FALC-11

スマホ点呼( iOS )対応機種PC接続機種 スマホ点呼(Android)対応機種　AndroidPC iOS

AndroidPC

サンコーテクノ株式会社
ST-3000
PC

株式会社東洋マーク製作所
AC-015IT、AC-015BT

Android（BT）PC（IT）

AndroidiOS

株式会社東洋マーク製作所
AC-018
AndroidiOS

中央自動車工業株式会社
ソシアック・ネオ SC-502

AndroidiOS

※写真は
　AC-015BT

ハンディタイプ 据え置きタイプ

義務化
項目

　※2022年1月現在の情報です

株式会社東洋マーク製作所
AC-011IT

PC

※権限に関してはご申告が必要です。（お客様側での
　設定はできません。）

※測定後に営業所へ電話等で結果を報告してください。
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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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PDF受取の請求書

電子保存義務化
電子取引厳格化の準備はお済みですか？

令和4年1月から、請求書等をメール添付やWebダウンロードにて受領
した場合、電子帳簿保存法の要件を満たした電子保存が必要となりま
した。 （2年間の猶予期間あり）

制度の理解 電子取引の棚卸 規程作成をサポート

PCA電帳法スターターキット［電子取引編］

メール添付等で受領した請求書を法要件に従って電子保存しないと、
青色申告の取り消しの可能性もあります

詳細は裏面

保存
要件

検索機能の確保

取引データの種類ごとに取引年月日、取引金額、取引先で検索できること

日付または金額に関わる記録項目については、範囲指定して条件を設定できること

二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること（and検索）

関連書類の
備え付け システムの概要を記載した書類※自社開発の場合のみ

見読性の確保
ディスプレイ、プリンタの備え付け

整然とした形式、明瞭な状態で、速やかに出力

措置 ※右記のいずれかの
対応が必要

①タイムスタンプが付された後の授受

②授受後7営業日以内にタイムスタンプを付す
（事務処理規程を定めている場合は、2ヶ月＋7営業日以内）

③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は
訂正削除ができないシステムを利用

④訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

12

noriko.watanabe




提供サンプルイメージ

PCA電帳法スターターキット［電子取引編］
（１）基本サービス 110,000円（税込）
【ご提供資料】

①電子取引の電子帳簿保存法対応マニュアル（PDF）
②電子取引棚卸表/コンサルタントへの質問リスト（Excel）
③訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程サンプル（Word）
④電子取引の電子保存規程サンプル（Word）
⑤業務フロー図サンプル（Excel）
⑥上記①~⑤の説明動画（動画配信サービス）

【メール相談サービス】
①コンサルタントへのメール相談：ご提供資料納品日の翌々月末まで（納品から約2カ月）
②「電子取引棚卸表/コンサルタントへの質問リスト」を入力してメール相談
③電子取引の形態に応じた保存方法のアドバイス・質問への回答
④規程作成のご相談対応

（２）Web面談/規程作成オプション 220,000円（税込）
①Web面談による相談対応 ２時間×１回
②規程の作成代行
※Web面談時間内であれば、

電子取引以外の帳簿・書類・スキャナ保存に関するご相談も可能です。

PDFやデータで請求書や見積書を受領することがある
電帳法要件を満たして保存しているかわからない
どのように対応すればよいか不安がある

３つチェック が付く場合はご検討ください

電子取引対応チェックリスト

＜開発元＞
ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-3 丸の内トラストタワー本館 3 階

＜お申し込み・お問い合わせ＞
ピー・シー・エー株式会社
〒102-8171 東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル

サービス内容

【サービスの留意点】
当製品は、現在「電子取引」で行っている書類で法令対応できていないものを洗い出し対応するためのサービスです。
・電帳法7条（電子取引）を対象としており「スキャナ保存」「帳簿保存」の導入・運用に関するご相談はサービス対象外となります。
・紙で授受している書類の電子データ授受への移行サポート支援はサービス対象外となります。
・企業の実務担当者を対象としたサービスのため、個人・税理士・公認会計士・その他同業（コンサルティング、商業利用目的）の方の申込、
また申込後、お客様にその事実が発覚する際には、申込をお断りさせていただくことがあります。

・「基本サービス」は2カ月で対応期限を終了する構成となっております。
当サービスは規定等のテンプレート提供とマニュアル・動画・メール問合せ対応となりますので、サービス提供会社が規定等を作り上げる事を保証して
おりません。お客様自身の都合で規定等作成が進行せず2カ月の利用期限を終了した場合でもサービス提供会社は責任を負いません。

・オプションはWeb面談と規程の作成代行を行うオプションとなります。
当オプションを購入頂く事で基本サービスの利用期限が1カ月延長します。その期間内に社内方針が決められない等、お客様の都合で完成しない場合は利用
期限到来時点での未完成の規定を納品させていただきます。
Word等の編集可能なファイルにて納品のため、その後の作業はお客様側で行っていただくことになります。

・お申込み内容確認後、TOMAコンサルタンツグループ株式会社よりお客様宛てに納品メールが届きます。
・ご質問は、お客様からTOMAコンサルタンツグループ株式会社へ直接メールでのご質問となります。
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上記のようなお困りごとがございましたら
ぜひご紹介させていただきたい製品がございます

こちら

印刷速度が遅い

高速

提案資料の
画質が物足りない

高品質

大量印刷業務改善のご案内大量印刷業務改善のご案内
高品質/専門性/高速/コスト削減

大量印刷業務改善のご案内大量印刷業務改善のご案内

ステラグループ株式会社オススメ!オススメ!

提案資料の
画質が物足りない

高品質

印刷速度が遅い

高速

毎月の印刷代が高い
初期費用も抑えたい

コスト削減

封入封緘も自動化したい
特殊用紙も印刷したい

専門性

14



高品質

ご興味のある方はぜひ実機をご覧ください

ご紹介させていただいた製品は、弊社オフィス、ショールーム、
デモカー(実機を積んだ⾞)にてご覧いただき、性能を体験いただ
くことが可能です。※C265はデモカーに⾞載されておりません

ぜひ営業担当までお問い合わせください。

専門性

コスト削減

高速

1枚当たりの印刷価格がブラック0.5円/枚、
カラー1.44円/枚の低価格です。
毎⽉のランニングコストの⾒直しが
可能となります。

160枚/分の高速印刷が可能です。
A4片面印刷1,000枚が7分で印刷可能な速度です。
一般的な高速複合機の半分以下の時間です。

対応可能な用紙の種類が大変多く
封筒の⼤量印刷やクリアファイル、
バナナペーパー、凹凸のある
レザック紙にも印刷が可能です。

imagePress C265

理想科学⼯業ORPHISシリーズ

リアル2400dpiの⾼解像度ですので写真等はもちろ
ん、約款や説明書の小さな文字もキレイに印刷可能
です。またCAD図⾯などの細い線の出⼒にも適して
います。
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変わりゆく働く場
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

ステラグループ オフィス環境ビジネス推進

特
集

オフィス空間に風水でちょい足し運気UP⇑

IoO ～It on Office～
「ホテリングでスペースの活用効率化」

働くことにおける幸福(＝ウェルビーイング)

先日ある大手企業で仮眠制度を導入し仮眠室を設けることで「働く」時間ではなく「休憩」の時間の観点から
パフォーマンス向上に効果があったという興味深い記事を見ました。2020年以降、コロナ禍での在宅勤務や
テレワークが加速してからは自分の好きな場所で自分のペースで働くことができ「働くことにおける幸福(＝
ウェルビーイング)」を求める傾向が強くなったようです。
しかし、ウィズコロナ化が進み出社して働くという流れが
戻りつつあるなかで、個人としてウェルビーイングを実現
しにくいという新たな課題が出てきました。今回はそんな
課題に対して会社としてできることをご紹介します。

そもそも、働き方における「ウェルビーイング」とは「企
業の経営や従業員の働く環境を整えることで、精神的・
身体的な幸福・健康、社会的な健康を意味する」考え方
のことです。実はSDGsの8番目の目標は「働き甲斐も、
経済成長も」で、従業員が働くうえで精神的に豊かな状
態であることが持続可能な社会に必要とされています。具体的にオフィスで「ウェルビーイング」を実現するた
めにいくつかの方法がありますが、簡易的な方法として「仮眠スペース」を設けるという方法が注目されていま
す。午後の15分から30分の間、座った姿勢で光をシャットアウトした状態の仮眠は、集中力向上、ストレス軽減、
記憶力向上、作業効率向上、心臓疾患や認知症の予防という5つの効果があると言われています。この仮眠ス
ペースは狭い空間に個別スペースや間仕切りを立てたスペースの中にイスを用意するという簡易的な運用で
実現することができます。コロナ禍でのテレワークや業務の電子化に伴い余ったスペースを活用して社員の
「ウェルビーイング」を実現し、従業員の満足度アップを業績向上につなげていきませんか。

コロナ禍でのテレワークや業務の電子化に伴い余ったスペースの有効活用のために、テレワークやフリーアドレ
スに対応した座席管理（ホテリング）や行動記録のシステムを導
入してみてはいががでしょうか。例えば、サイオステクノロジーさん
で提供されている「YourDesk（ユアデスク）」https://www.y
ourdesk.jp/ です。座席指定とあわせて、仮眠スペースも時間
指定して予約可能です。勤怠との連携やGoogleやOutlook、
Teamsのカレンダーとも連携可能ですので、「ウェルビーイング」
向上もお手伝いできるのではないでしょうか。
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ステラグループ 移転事例

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。
2021年にこちらでご紹介したステラグループが移転に際し取り上げた
テーマをご紹介してまいります。

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

・キャビネット数の大幅削減

・個人袖机からパーソナルロッカーへ

移転にの際に今あるの削減と併せて
今後発生する業務もペーパーレス化を実施しております。

紙の保管スペースが大幅に減少している 紙ベースの業務から電子化可能な押印作業を移行

・見積書作成業務
→見積印(上長承認)
→担当者印

・社内発注業務
→電子押印(上長承認)

・お客様登録業務

見積印

Check Action

よく耳にするペーパーレス化ですが、様々な取り組み方法があるかと存じます。
その中で『ステラグループ移転事例』でもご紹介した電子押印の商品をご紹介させていただきます。

『かんたんスタンプ』～ステラグループオリジナルソフト～
押印したいファイルをショートカットへドラッグ＆ドロップするだけ！
あらかじめ設定しておいた位置に押印されます。

「かんたんスタンプ」とは･･･
PDF 形式のファイルに、1 回の簡単な操作で電子
印鑑が押印されたPDF 形式のファイルが生成でき
るソフトです。

■ 一度の操作で2 ヶ所に押印できます。
■ 最大3 通り、6 ヶ所の押印設定が可能です。
■ 元ファイルはそのままで、別ファイルとしてPDF が作成されます。
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PICK UP OFFICE −シェアオフィスを⽐較表で解説−

シェアオフィスは群雄割拠の時代へ
新型コロナウイルスの影響もあり、リモートワークを導入している企業が増えている昨今、オフィスを構えずにフレキシブルに運営できるシェアオフィスへの移転を検討してい
る企業が増えています。同時に、シェアオフィス市場は急速に成⻑しており、市場は群雄割拠の状態で、どのサービスが自社に合っているか判断に迷う企業も増えているかと思
います。そこで今回の特集では、大まかではありますが各社サービスの特徴を表にまとました。

下記の図は、横軸を「内装のグレード」「拠点のビルグレード」にてまとめており、右側へ行くにつれグレードが高くなり、その分料金は高額になります。対して左側は、コス
トメリットと使い勝手を追及しているサービスにてまとめております。
縦軸は、「複数拠点の利用が可能か否か」についてまとめています。図の上部は、サービスに他拠点利用が可能な項目を組み込んでいるブランドにてまとめており、下部は契約
の拠点のみ利用可能なサービスです。

ご利用方法や求めているグレードによって、比較検討の参考にしていただければと思います。

全拠点利用可能

契約の拠点のみの利用

ミ
ニ
マ
ル

ラ
グ
ジ
ュ
ア
リー

PICK UP OFFICE −表で分かるシェアオフィスの特徴−

前ページでは、4つのブロックに各サービスを分類分けしてきましたが、こちらでは、
各ブロックの代表的なシェアオフィスを1社ずつピックアップしてご紹介します。

シンプルな内装ですがその分リーズナブルな料金でご契約可能です。
国内最大級の拠点数を誇るブランドで、全拠点のビジネスラウンジを
ご利用いただけます。

WeWork

H1O天翔オフィス

Open Office
入居者同士の交流を促すために、内装の質にこだわったシェアオ
フィスです。
入っているビルのグレードも高く、国内最高級のブランドです。

シェアオフィスとして必要な機能が充実しており、独自の運営体制
で都内でも最もリーズナブルなサービスです。

野村不動産が運営するシェアオフィスで、PMOシリーズのビルに
て運営しているケースが多いです。確かなビルグレードとシック
な内装が特徴で、ラウンジも入居者のみの利用ですので、広々と
お使いいただけます。

全拠点利用可能

契約の拠点のみの利用

コ
ン
パ
ク
ト
レ
ン
ジ

ハ
イ
エ
ン
ド
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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。

つながるオフィス 今月のイチオシ居抜き物件

▲快適な屋上デッキも利用可能！

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。

▲敷金ゼロで原状回復も不要！初期費用が抑えられる

▲利便性の高いレイアウトでオフィス家具についても設備とし
て設置

物件NO.777
「新橋駅から徒歩1分！敷金0ヶ月！！
屋上デッキがあるフルリノベーション内装家具付きオフィス」

つながるオフィス 今月のイチオシ居抜き物件

▲水光熱費・空調費・Wi-Fi利用料が賃料に含まれる

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。

▲オフィス内装・家具付きで初期費用が抑えられる

▲無料で利用可能な「貸会議室」・「ラウンジ」・「キッチ
ン」付き

物件NO.776
「渋谷・恵比寿エリアのおしゃれな内装家具付き”隠れ家オフィス”！」
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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10月号 2022年9月20日発行

#141INDEX

★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 ORPHIS GLシリーズ
P4 ＩＴ導入補助金
P6 Ｄｅｅｐ Ｉｎｓｔｉｎｃｔ
P8 ホワイト安全キーパー
P10 ステラＮＡＳ ｔｙｐｅＢ
P12 ＰＣＡ電帳法スターターキット
P14 大量印刷業務改善のご案内
P16 変わりゆく働く場
P18 A NEW WORK STAGE

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。
私どもステラグループの得意技の一つに
「大量印刷業務」の改善のお手伝いがございます。
今号の14・15ページに簡単にご紹介させていただいておりますが、
掲載しておりますキヤノン・理想科学工業に限らず、
富士フイルム・エプソンなど多様なメーカーの出力機を取り扱っています。
お客さまの印刷業務に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。
ぜひステラグループを頼りにしていただき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。
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