
■ モバイル端末
■ フリーWIFIサービス
■ ITソリューション
■ IDカードプリンタ
■ パーソナルミーティングボックス
■ リユースPC
■ ダビングサービス

プラザクリエイトのモバイルワーク・ソリューション
https://plazacreate-biz.com/

モバイルワーク営業部 首都圏モバイルワーク営業G 
セブンスターズコンサルティング株式会社 ITソリューション事業部

CORPORATE SALES vol.4.0

企業経営者の皆さまへ





写真・プリント関連、モバ
イル関連 等、製造から
販売まで 様々な領域で
事業を展開

プリントショップ パレットプラザ モバイルショップ ソフトバンク プリントビジネス

IDカードプリンタ GRASYS ミーティングボックス One-Bo DIYクラフトキット つくるんです

なんでもダビング



モバイル
&

ITS事業

https://plazacreate-biz.com/

㈱プラザクリエイトは全国でソフトバンクショップを代行運営する一次代理店です
（代理店届出番号：第C1900063号）

全国110店の店舗網を背景に、法人顧客向けの訪問営業を首都圏・札幌・仙台・群馬・大阪

にて展開。 モバイルショップへのご来店や、店舗で長時間お待ちいただく必要はありません。

お客様先へのご訪問・お電話・メール・ビデオ会議で、スピーディな対応をお約束します。

モバイル×ITソリューション
をご提案

法人専用の特別プラン
をご案内

モバイルショップへの
ご来店不要

法人担当営業が、貴社に直接お伺いし、
プランのご説明からご契約・納品までを行
います。ビデオ会議でのご説明も承ります。

新規・機種変更を問わず、一般コンシューマー
プランとは違う、便利でお得な法人専用プラン
をご案内します。

モバイルワーク＆テレワーク時代に相応しい
スマホ・タブレットとの相性が良いITソリュー
ションをご紹介します。

クラウドPBX

https://plazacreate-biz.com/



データ容量

通話時間

特長

4G携帯

スマートフォン
iPhone/Android

タブレット

モバイル ルーター

法人
顧客
専用
プラン

通話定額
（24時間かけ放題）

1GB

通話定額
（24時間かけ放題）

通話定額
（24時間かけ放題）

5GB 50GB  

コスト重視

テザリング無料

法人顧客の最人気プラン

テザリング無料

ビデオ会議、動画視聴に最適
（ZOOMで70～80時間分）

テザリング無料

1,980円

2,480円 3,480円 4,480円

1,980円 2,480円 3,480円

1,980円 2,480円 3,480円

■端末代金は、別途発生いたします

Bizパッケージ⁺



FREE WiFi
環境構築

コンセントさえあれば
どこでも設置可能

「置く」「挿す」で実現する簡単WiFiサービス
２種類の公衆無線LANと、業務用WiFiをご提供します

月額利用料

https://plazacreate-biz.com/

シンプルFREE
WiFi

機器交換時、
無償オンサイト交換

キャンペーン特価

＜5G対応＞

2022/9/30までの受注で
初期費用10,000円無料



ITソリューション

モバイルデバイス
監視サービス

セキュリティ設定 ヘルプデスクサポート

■管理者様向け電話サポートを行います。
■遠隔ロック、遠隔消去、パスワード一時解除の操作
代行を行います。

■デバイスに関する一般的な問合せの対応を行います
（日本語）

スマートフォンやPCなどのモバイル端末を、遠隔からの一元管理を実現します

4Gケータイ Mac

Windows 
Tablet

Android Android
Tablet Windows 

PC

iPhone

iPad

■デバイスを回収することなくセキュリティ設定が可能
■iOSでは、DEPによるアプリのサイレントインストールや
MDMの強制インストールが可能です。
■Androidでは、AEによるアプリのサイレントインストー
ルやデバイス毎に現在位置を地図上で確認可能。

月額利用料

BCDM

https://plazacreate-biz.com/



ITソリューション

勤怠管理システム

豊富な管理機能 豊富な打刻手段

いつでも、どこでも、GPS付きで勤怠打刻。リアルタイム集計が可能。

■出退勤時刻、残業・休憩の集計状況が確認できる
■月別・週別・年別での時間管理ができる
■打刻漏れや残業過多のメール通知機能
■勤務間インターバルの確認ができる
■日数や時間、人件費概算を予定と実績で確認

月額利用料

パスワード入力で打刻 スマホで打刻

生体認証で打刻 ICカードで打刻

まずは、30日間の
無料トライアルをお試しください

• 残業上限時間45時間/月
• 三六協定単月100時間/月
• 三六協定6か月平均80時間
• 有給休暇5日取得義務

https://plazacreate-biz.com/

KING of TIME



ITソリューション

勤怠管理システム

https://plazacreate-biz.com/

KING of TIME

勤怠管理の業務課題

リアルタイムに出勤情報の確認ができない

月中での残業時間等がわからない

タイムカードの確認・修正が締め後になってしまう

給与ソフトへの入力が手間になっている

働き方改革関連法に則した勤怠管理を行いたい

シフト予定と勤怠実績の比較がしたい

管理者に作業が集中してしまっている

申請・承認作業を紙で行っている

有給休暇等の残数管理が大変

残業の過多、遅刻の回数など一目で確認したい

スケジュール管理をしたい

日別データ

月・週・年別データ

エラー勤務

給与データ出力

働き方改革に対応

予実データ

管理者の設定

申請承認機能

休暇管理の設定

アラートの設定

スケジュール管理



ITソリューション

勤怠管理システム

https://plazacreate-biz.com/

KING of TIME

働き方改革に対応

働き方改革関連法に則した勤怠管理を行いたい

対応する各機能を実装

課題

解決

・ 勤務間インターバル制度 ・「月割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止

・ 時間外労働の上限規制 ・ 5日間の「有給休暇取得」の義務化

・ 高度プロフェッショナル制度 ・ 3ヶ月単位フレックス制

・「年次有給休暇取得管理簿」の出力機能

確認表示

設定

設定も簡単で、
把握しやすくなった。



パーソナル
ミーティング
ボックス

「いい感じに、働こう！」を目指して、One-Boが実現したこと

1. 個室感を演出するスマートガラス

2. オフィスに統一感を出すデザイン

3. 導入しやすい価格

4. ラッピングオプションでオシャレに

5. 消防申請代行オプションもご用意

One-Bo導入企業スマートガラス
を標準装備

ショールーム

https://plazacreate-biz.com/

One-Bo ■パッケージ型スプリンクラー
装備でB工事不要

■最短２時間で設置完了

*許可を頂戴した企業様
からロゴをお借りしました

東京都中央区晴海一丁目8番10号
晴海アイランド トリトンスクエア

大阪市中央区北浜一丁目3番14号
リバーポイント北浜



IDカード
プリンタ

多彩なIDカードに対応 ICカードにエンコード システム連携で自動発行

同梱の専用ソフトウェアにて、カードデザインを簡単
に行うことができます。画像の挿入やエクセルデータ
からのインポート機能も備えており、既存の社員デー
タなどを使用することも可能です。

■「印刷」と「エンコード」または「ID読取り」を同時に実行
■ミスマッチがなくなり、発行スピード＆業務効率もアップ
■Mifare1K、４K、UL、FeliCaLite-Sに対応

https://plazacreate-biz.com/

GRASYS

ラインアップ

GRASYS ID170 片面印刷 IDカードプリンター 180,000円（税抜）

●昇華転写式
●印刷速度 最大23秒/枚（YMCKO使用時）
●解像度 300dpi（カラー＆単色）
●消費電力 48W
●カードデザイン・差し込み印刷ソフト付属
●インクリボン・カード 別売り

GRASYS ID200 片面印刷 IDカードプリンター 265,000円（税抜）

●昇華転写式
●印刷速度 最大17秒/枚（YMCKO使用時）
●解像度 300dpi（カラー＆単色）
●消費電力 48W
●カードデザイン・差し込み印刷ソフト付属
●インクリボン・カード別売り



ビデオテープ

ダビング
サービス

https://plazacreate-biz.com/

なんでもダビング

昔のビデオを見るための再生機の入手は大変困難。 ビデオテープの劣化も進んでいます。
なんでもダビングは、8mmテープやビデオテープをDVD化することで思い出をよみがえらせるサービスです。

創業から36年。東証スタンダード上場
徹底した従業員教育による情報管理

全国1,500ヵ所で受付年間40万本以上を処理

兵庫・愛知の2工場 法人様プランをご用意

カビ取り、テープ破損もお任せ



会社名 株式会社プラザクリエイト本社

設 立 1988年3月

資本金 1億円

決算期 3月31日

年間連結売上高 206億円（2021年3月期現在）

事業内容 写真・映像・通信に関する事業

本社所在地 〒104-6027 東京都中央区晴海一丁目8番10号
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーＸ棟 27階

グループ従業員数 789名（2022年３月現在）

株式市場 東京証券取引所スタンダード市場（証券コード7502）

代表取締役社長 新谷 隼人

主要株主 株式会社中部写真
富士フイルム株式会社
ソフトバンク株式会社
株式会社みずほ銀行
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

株式会社プラザクリエイト モバイルワーク営業部
TEL 050-1752-4371    FAX 03-3532-8831

https://plazacreate-biz.com/



（社名）セブンスターズコンサルティング株式会社 ITソリューション事業部

（住所）〒108-0014 東京都港区芝4-6-16-801

（電話）03-6459-4965 （FAX）03-6809-4808

（Mail）info.ssc@seven-stars.co.jp

（URL) https://sevenstars-consulting.com

（ITコスト削減専用サイト） https://store.sncj.co.jp/ssc

管理番号 : ssc


