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プライベート

最新労務管理システム最新労務管理システム
体感フェア体感フェア

日時 2018年8月8日(水)
10:00〜17:00

会場 TKPガーデンシティ宇都宮 9Fマーズ
住所 栃木県宇都宮市東宿郷２丁目４４

商品展示

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

労務管理システム ※プレゼンテーションは事前申し込みが必要となります。
「来場登録お申込書」の必要項目をチェックしてお申し込みください。

人事労務統合システム
就業 給与

約10年の時を経て最新のTimePro-NXをリリース。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。

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
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。

TX-300 SX-250 RX-100 TimeP@CK EGシリーズ

各種タイムレコーダー・労務管理ツールを展⽰します商品展⽰商品展⽰



・ 商品展示

会会 場場 TKPガーデンシティ宇都宮 ９F マーズ

最新の労務管理パッケージを直接体感頂けます！

プレゼンテーション
時間帯

10:0010:00〜〜11:3011:30

13:13:0000〜〜14:14:3300

15:15:0000〜〜1166::3300 （３回開催・各9０分間）

D-1

D-2

D-3

⻑時間労働の是正、時間外勤務の抑制、介護休暇・育児休暇の短時間取得、
時間数年次有給休暇の導⼊、有期雇⽤者の無期雇⽤転換、外国人労働者への対応…
⽇々変わり続ける労務管理情勢において、TimePro-NX・TimePro-VGはお客様のお困り事を
解決に導く強⼒なツールとして、多くの御客様からの信頼を勝ち得ております。
今回は、お客様毎にお席をご⽤意し、『こういう時はどうしているの？』
『他の会社はどうやっているの？』など普段なかなか聞く事が出来ない事例、最近の労務管理情勢を
交えた労務管理に精通したアマノスタッフならではの、プレゼンテーションを実施します。
労務管理システムトップメーカー アマノの最新労務管理パッケージを、是⾮直接ご体感下さい。

商品プレゼンテーション商品プレゼンテーション

※先着順となります。お席には限りが御座います。

・ 商品展示

アマノ株式会社 宇都宮支店
〒321-0933  
栃木県宇都宮市簗瀬町2567-6
TEL 028-638-8511
FAX 028-638-8500

【お問い合わせ】

※誠に恐れ入りますが、
お車でご来場の御客様は、
近隣のコインパーキング
をご利用頂きます様、
お願い申し上げます。



 

来場登録お
 

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  028-638
 
●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。
 

※貴社名 
 

 

※ご住所 
〒     －       
 
TEL           （          

※ご芳名  

※ご検討状況 □ 弊社製品ご使用中

※ご来場目的 

（複数選択可） 
□ 個別デモンストレーション
□ 商品展示 

8 月 8 日（水）ご来場予定時刻
 
 
■個別デモンストレーション

 □【D-1】10:00 〜 11:30   

 □ 就業情報システム「TimePro
 □ WEB情報システム「TimePro
 □ 食堂情報システム「TimePro
 □ 就業情報システム「TimePro

 

●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

アマノプライベートセミナー

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

638-8500 担当：宇都宮支店

●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
※ 

従業員数 
□ 〜100 人 □ 101〜500

□ 1001〜5000 人 □ 5001

          

          ）                    FAX              

所属  

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

個別デモンストレーション ※Ｅ－ｍａｉｌ  

ご来場予定時刻 （□10:00 □11:00 □12:00 □13:00 □14:00 

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-2】13:00 〜 14:30   □【D-3】

デモンストレーション希望内容 

TimePro-NX 就業」  □ 給与情報システム「TimePro
TimePro-NX WEB」  □ 入室情報システム「TimePro
TimePro-XG 食堂」  □ WEB 情報システム「TimePro
TimePro-VG 就業」  □ 人事給与情報システム「Zeem 

●セミナー及び個別デモンストレーションは、 

●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。 

お問合せ、案内の送付停止は下記

アマノ株式会社 宇都宮支店

宇都宮市簗瀬町2567-6 

TEL：028-638-8511   

お問い合わせ担当：高原 

がございましたら 
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 
AMANO 
Private Seminar

AMANO 
Private Seminar

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

支店 TEL. 028-638-8511 

※の項目は必ずご記入ください 
500 人 □ 501〜1000 人 

5001 人〜 

FAX              （          ） 

役職  

販社様 □ その他 

14:00 □15:00 □16:00）  

】15:00 〜 16:30 

TimePro-NX 給与」 
TimePro-XG 入室」 
TimePro-XG WEB」 

Zeem 人事給与」 

下記にご連絡ください 

宇都宮支店 

   FAX：028-638-8500 

 裕介  

2018  
Private Seminar 

 
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。 

 
 
■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 

 

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

