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速報！！「同⼀労働同⼀賃⾦」関連の最⾼裁判決のポイントと速報！！「同⼀労働同⼀賃⾦」関連の最⾼裁判決のポイントと

⼊場無料⼊場無料
20182018年年77⽉⽉1919⽇（⽊）⽇（⽊）

「労働時間把握の義務化」に伴う実務対応「労働時間把握の義務化」に伴う実務対応

ININ ⼤宮⼤宮 ⼊場無料⼊場無料
時間：時間：1010：：0000〜〜1616：：0000
会場：さいたまスーパーアリーナ会場：さいたまスーパーアリーナ TOIROTOIRO
住所：〒住所：〒330330--91119111 さいたま市中央区新都⼼８番地さいたま市中央区新都⼼８番地

⼊場には事前予約が必要です。同封の「来場登録お申込書」に必要
事項をご記⼊の上、ＦＡＸにてお申し込みください。申し込みが定
員を超えた場合は抽選とさせて頂きます。お申し込み頂きましても
受講できない場合がございますので予めご了承下さい。
尚抽選結果につきましてはＦＡＸまたはメールにて後⽇ご案内させ
て頂きます。

※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。セセセセ ミミミミ ナナナナ ーーーー 商商商商談談談談会会会会 商商商商品品品品展展展展示示示示

IN IN ⼤宮⼤宮

ご希望のセミナ をチェックしてお申し込みください。

速報！！「同⼀労働同⼀賃⾦」関連の最⾼裁判決のポイントと

セセセセ ミミミミ ナナナナ ーーーー

個個個個 別別別別 デデデデ モモモモ

・セミナー第⼀部 10:00〜11:30
・セミナー第⼆部 13:30〜15:00 ⼈事労務管理パッケージ 新機能新機能

追加追加・デモ第⼀部 10:30〜11:30
・デモ第⼆部 13:00〜14:00
・デモ第三部 14:30〜15:30

速報！！「同 労働同 賃⾦」関連の最⾼裁判決のポイントと
「労働時間把握の義務化」に伴う実務対応

●「同⼀労働同⼀賃⾦に⼤きな影響を与える最⾼裁判決のポイント」
●「同⼀労働同⼀賃⾦」に対応した賃⾦制度改⾰の着⽬点
●「⻑時間労働の是正」と「労働時間把握の義務化」の法改正内容
●「労働時間把握の適正ガイドライン」のポイント
● 間違えていませんか！36協定書の正しい書き⽅

講 師：岩瀬 秀幸 ⽒
社会保険労務⼠法⼈ あすなろ事務所 代表
特定社会保険労務⼠ ⾏政書⼠

● 間違えていませんか！36協定書の正しい書き⽅

6⽉1⽇に最⾼裁判決が出ました。この判決は、働き⽅改⾰の柱のひとつである「同⼀労働同⼀賃⾦」に直結するもので、定年後の再雇⽤の賃
⾦を含めた我が国の今後の賃⾦制度に与える影響は多⼤なものとなります。
また、もうひとつの働き⽅改⾰の柱である「⻑時間労働の是正」において、そのベースとなる「労働時間把握の義務化」の法改正も予定され
ております 実務的な対応として どこまでやればよいのか そのポイントをお伝えいたします

お問い合わせは
アアアア クククク セセセセ スススス

TimePro シリーズで培ったノウハウをベースに「⼈の働き⽅を考えるためのツール」として活⽤できる次世代のソフトウェア
TimePro-NX」を詳しくご紹介いたします。

新⼈事労務管理パッケージ 「TimePro-NX」のご紹介

アマノ株式会社 時間情報事業本部

ております。実務的な対応として、どこまでやればよいのか、そのポイントをお伝えいたします。

アマノ株式会社 大宮支店
〒331-0814
埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目613番地
TEL 048-652-2461 FAX 048-660-1037

・さいたま新都⼼駅から徒歩3分
JR京浜東北線・JR上野東京ライン
（宇都宮線・⾼崎線）

・北与野駅から徒歩7分
JR埼京線



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

⼈事労務統合システム
就業 給与

注⽬①

約10年の時を経て最新のTimePro-NXをリリース。
これから待ち受ける様々な労働環境に対応する将来を⾒据えた
⼈事労務統合パッケージです。
就業⼈事給与統合により多⾓的な分析を実現し、企業の現状と将来を
考えるこれまでにない新感覚な労務管理をお届けします。

注

※デモンストレーションは事前申し込みが必要となります。

ALL WEB 労務管理システム

TimePro VGは Webブラウザを通じて従業員の

注⽬②

TimePro-VGは、Webブラウザを通じて従業員の
勤務状況をリアルタイムに把握する事ができます。
36協定のチェック機能や過重労働時間管理など、
危機管理をサポートする機能を装備しています。
また、TimePro-VG Powerd by ZeeMにより
⼈事給与を同⼀データベースによって統合管理を
実現します。

※デモンストレ ションは事前申し込みが必要となります

NEWNEW

◆⾃動床⾯洗浄機◆⾃動床⾯洗浄機

注⽬③ ◆⾃律⾛⾏式ロボット掃除機◆⾃律⾛⾏式ロボット掃除機

※デモンストレーションは事前申し込みが必要となります。

NEWNEW

◆セキュリティソリューション◆セキュリティソリューション

入退室管理ターミナル
ＲＸシリーズドア 入退室管理ソフトウェア

TimePro-XG入室



 

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  048-660-1037  担当：大宮支店 TEL. 048-652-2461 
 
●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 
□セミナー出席＋個別デモンストレーション 
□セミナー出席 
□個別デモンストレーション出席 

※Ｅ－ｍａｉｌ  

７月 1９日（木）ご来場予定時刻 （ □９:30 □10:00 □11:00 □12:00 □13:00 □14:00 □15:00）  
 
■セミナー 

□ 第一部 セミナー 10：00〜11：30 
・速報！「同⼀労働同⼀賃⾦」関連の最⾼裁判決のポイ

ントと「労働時間把握の義務化」に伴う実務対応 
・⼈事労務管理パッケージ｢TimePro-NX｣のご紹介 

□ 第二部 セミナー 13：30〜15：00 
・速報！「同⼀労働同⼀賃⾦」関連の最⾼裁判決のポイ

ントと「労働時間把握の義務化」に伴う実務対応 
・⼈事労務管理パッケージ｢TimePro-NX｣のご紹介 

 
■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 
 

□ 10:30 〜 11:30  □ 13:00 〜 14:00 □  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」 
□ 入室情報システム「TimePro-XG 入室」  □ 食堂情報システム「TimePro-XG 食堂」 
□ WEB情報システム「TimePro-XG WEB」  □ 就業情報システム「TimePro-VG 就業」 

 

●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。 

 
 

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 2018 AMANO 
Private Seminar 
AMANO 
Private Seminar 

お問合せ、案内の送付停止は下記にご連絡ください 
 

アマノ株式会社 大宮支店 
〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目613番地 
TEL 048-652-2461  FAX 048-660-1037  

 



 

【個人情報に関する取り扱いについて】 
 
 

 

 

 

 

 
■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 

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、法令等による場合を除き、同意なく第三者に提供することはありません。 
   

 
 

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。 
 

https://www.amano.co.jp/privacy.html
mailto:privacy@amano.co.jp

