
「働き方改革法案」から考える

労務管理システム活用セミナー

InIn 名古屋名古屋

セセセセ ミミミミ ナナナナ ーーーー 商商品品展展示示 ※各セミナーは定員制となっております。「来場登録お申込書」に、
ご希望のセミナーをチェックしてお申し込みください。個個別別デデ モモ

入場無料入場無料

ププ ララ イイ ベベ ーー トト セセ ミミ ナナ ーー

セセセセ ミミミミ ナナナナ ーーーー 午前の部 10:00〜10:45 【 S-1 】
午後の部 13:30〜14:15 【 S-2 】開開開開 催催催催 時時時時 間間間間

SS--11

個個個個 別別別別

デデデデ モモモモ

２つの時間帯を設け、各社様毎にSEによる個別デモを実施します
★個別デモ：事前申込必要

時間：時間：99：：3030〜〜1616：：0000
会場：会場：アマノ株式会社アマノ株式会社 名古屋支店名古屋支店 55階階
住所：住所：名古屋市千種区松軒名古屋市千種区松軒22丁目丁目1414番番1111号号

2018年7月18日(水)

第一部 11:00〜12:00 【 D-1 】

〜労働環境における働き⽅改⾰〜〜労働環境における働き⽅改⾰〜

～今後の労働環境における働き方改善を目指して～

第二部 14:30〜15:30 【 D-2 】

SS--11

ア ク セ ス

商商商商 品品品品

展展展展 示示示示

就業管理ターミナル、⼊退室管理システムな
ど多種多様なラインアップの商品を展示して
おります。この機会にぜひ⾒て触ってご確認
ください。

お問い合わせは
アマノ株式会社 名古屋支店
〒464-0084  名古屋市千種区松軒2丁目14番11号
TEL：052-723-1172    FAX：052-723-1255 

SS--22

〜労働環境における働き⽅改⾰〜〜労働環境における働き⽅改⾰〜
今求められる労務管理システムのご紹介今求められる労務管理システムのご紹介

毎日のように報道されている働き方改革について…
●36協定(上限法案化の動きや背景)
●⻑時間労働の事前把握や時間外差異の現状把握
●フレックスタイム制や勤務間インターバル
●休暇取得条件の変化 etc…
⼈事労務担当者様のお悩みを、労務管理システムのパ
イオニアであるアマノ株式会社のＳＥ担当が豊富な納
⼊実績に基づく具体例を中⼼に、最新の労務管理シス
テムの画⾯例を参考に皆様へご紹介致します。



D-1

個 別
デ モ

D-211:00〜12:00 14:30〜15:30

パッケージからクラウドまで最新の⼈事労務管理システムをご体感下さい。

（個別デモ 各6社様限定）

パッケージ

就業ALL WEB
届出ワークフロー 届出ワークフロー

人事労務統合

就業 給与

是非、デモンストレーションでご体感下さい。
注⽬の最新⼈事労務管理ソリューション。

注目① トップ画面のお知らせ機能

クラウド

届出WF

注目②

人事労務統合システム
就業 給与

Web届出オプション 新発売
残業や休暇等の届出ワークフローをTimePro-NX
にて新発売致しました。

就業or給与どちらか購⼊頂けると⼈事情報管理機能
を標準仕様にて使⽤可能。アドオンにて履歴管理も
可能。トップ画面のお知らせ機能とエクセルのよう
な操作性にて取扱説明書要らずのニューモデル
⼈事労務管理システムとなっております。

⼈事情報検索機能

資格情報や賞罰等の人事情報
を⼊⼒すれば⼈事情報検索も
可能。

注目③
ご好評のTimePro-VGがクラウドで！

サーバーをお客様で所有・管理する事なくTimePro-VGを操作可能。
オンプレミス版より機能を絞る事で導入コスト低減を実現しました。



 

来場登録お申込書 
参加ご希望のセミナー及びデモンストレーション欄へのチェックならびに必要事項ご記入の上、下記番号宛に
ＦＡＸでご連絡ください。 

総合受付FAX番号 052-723-1255担当：名古屋支店 ⻫藤  和孝 
 TEL: 052-723-1172（直通） 

●裏⾯の「個⼈情報に関する取り扱いについて」に同意の上でご記⼊ください。

※の項目は必ずご記入ください

※貴社名 ※ 
従業員数 

□ 〜100人 □ 101〜500人 □ 501〜1000人

□ 1001〜5000人 □ 5001⼈〜

※ご住所
〒     － 

TEL   （  ）  FAX  （  ） 

※ご芳名 所属 役職 

※ご検討状況 □ 弊社製品ご使用中 □ 新規ご検討中 □ 他社製品ご使用中 □ 販社様 □ その他

※ご来場目的

（複数選択可）
□ セミナー
□ 個別デモンストレーション

※Ｅ－ｍａｉｌ

７月１８日（水）ご来場予定時刻 （□9:30 □10:00 □10:30 □11:00 □13:00 □14:00） 

■セミナー
□【S-1】セミナー 10:00〜10:45 S-1／S-2共通

今求められる労務管理システムのご紹介□【S-2】セミナー 13:30〜14:15 

■個別デモンストレーション
個別デモンストレーション 時間帯 

□【D-1】11:00 〜 12:00 □【D-2】14:30 〜 15:30

デモンストレーション希望内容 

□ 就業情報システム「TimePro-NX 就業」  □ 給与情報システム「TimePro-NX 給与」
□ WEB情報システム「TimePro-NX WEB」  □ 就業マネジメントシステム「TimePro-VG 就業」
□ 就業マネジメントクラウドシステム「VG  Cloud」
□ 人事給与統合システム「TimePro-VG Powerd by Zeem人事給与」
□ 会計情報システム「TimePro-VG Powerd by Zeem会計」

●セミナー及び個別デモンストレーションは、

満席になり次第締め切りとなります。

●セミナーは、講師及び内容が変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

お問合せ、案内の送付停止は下記にご連絡ください 

ご不明な点がございましたら 
弊社営業担当までお問い合わせください。

アマノプライベートセミナー２０１８ 2018AMANO 
Private Seminar 
AMANO
Private Seminar



 
【個人情報に関する取り扱いについて】 
 
 

 

 

 

 

1. 事業者の名称及び個人情報保護管理者 
 
アマノ株式会社 取締役 兼 専務執行役員 管理総括 

   （連絡先は、5項の「苦情・相談窓口」と同じです） 

 

 

2.利用目的   
 

 (1) 本セミナーに関するご連絡のため 
 (2) セミナーおよび新商品等のご案内のため 
 

 

3.個人情報の第三者提供・共同利用 
 

  ご提供いただいた個人情報は、法令等による場合と、以下の場合を除き、同意なく第三者に提供することはありません。 
  なお、必要な範囲内で共同利用いたします。 
 

  ●共同利用する個人情報の項目： 会社名、住所、TEL、FAX、氏名、所属、役職、E-mail 
  ●共同利用する会社 ： アマノ ビジネスソリューションズ株式会社 
  ●共同利用の利用目的 ：本セミナーに関するご連絡のため 
                  セミナーおよび新商品等のご案内のため 
  ●共同利用の責任者 ： アマノ株式会社 
●取得方法 ： 本申込用紙による 

 
 

4.個人情報の取り扱いの委託 
 

 ご提供いただいた個人情報の取り扱いの全部又は一部を、業務委託先に委託することがあります。 

 
 

5.開示対象個人情報の開示等及び問合せ窓口について 
 

 ご本人様から利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用停止、消去及び提供の停止の請求を行う 
 ことができます。お問合せ窓口は次のとおりです。 
 

 アマノ株式会社 営業企画部「苦情・相談窓口」 
 〒222-8558 横浜市港北区大豆戸町275番地 
 TEL：045-439-1507（ダイヤルイン）（平日9：00～17：00） 
 FAX：045-439-1150 
 E-Mail： privacy@amano.co.jp         
 

 

６.個人情報の任意性について 
 

  必須としている個人情報は、必ずご提供ください。ご提供いただくことができない場合は、当セミナーをご利用できません。 
 予めご了承ください。 
 必須と表示されていない個人情報のご提供は任意です。ご提供いただかなくても特に支障ありません。 

 
■アマノ株式会社の「プライバシーポリシー」については、下記URLをご参照下さい。 
  https://www.amano.co.jp/privacy.html 
■アマノ ビジネスソリューションズ株式会社の「個人情報保護方針」については、下記URLをご参照下さい。 
  https://www.i-abs.co.jp/regulations/privacy.html 
 

mailto:privacy@amano.co.jp
https://www.amano.co.jp/privacy.html
https://www.i-abs.co.jp/regulations/privacy.html

