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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

時間：時間：1010：：0000〜〜1717：：0000
会場：⾦沢勤労者プラザ会場：⾦沢勤労者プラザ 1F 101研修室
住所：⾦沢市北安江住所：⾦沢市北安江33丁⽬丁⽬22番番2020号号

展展

セセセセ ミミミミ ナナナナ ーーーー 第⼀部 10:00〜11:30 【 S-1 】
第⼆部 13:00〜14:30 【 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

各セミナー後に個別デモを実施します。
①個別商談：事前申込不要

第⼀部 10:00〜11:30 【 D-1 】
第⼆部 13:00〜14:30 【 D-2 】
第三部 14:40〜16:10 【 D-3 】

なぜ今働き⽅改⾰なのかなぜ今働き⽅改⾰なのかSS 11

電⾞ ⾦沢駅 より 徒歩 分

②個別デモ：事前申込必要
③労務相談：事前申込必要

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、各種ソフトウェア、
⼊退室管理システムなど様々な商品をご⽤意
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。

SS--22

なぜ今働き⽅改⾰なのか・・・なぜ今働き⽅改⾰なのか・・・
押えるべきポイントは？押えるべきポイントは？

〜⽣産性向上と両⽴を実現するポイント〜

現在、毎⽇のように報道されている“あのニュース”・・・
私たちの労働環境を取り巻く状況は、急速に変化をしており、
今や企業の競争⼒は、いかに⽣産性を⾼められるかに掛かって
おります 今後⾒込まれる⼈⼝減少による労働⼒不⾜ 育児や ア ク セ ス ●電⾞：⾦沢駅⻄⼝より 徒歩 10 分

※お⾞でお越しのお客様は、⾦沢勤労者プラザのコインパーキ
ングをご利⽤下さい。

当セミナーにはTimePro-NXのご紹介(15分)を含みます

おります。今後⾒込まれる⼈⼝減少による労働⼒不⾜、育児や
介護による多様な働き⽅等。今、準備をしておかないと将来的
に⼤きなリスクを抱えてしまう結果となります。

これから企業が取っておくべき 対策案を、労務管理システ
ムトップメーカーならではの視点で解説致します。
Ｓ－１とＳ－２のセミナー内容は同⼀です。

吉田労務コンサルティング
大西 綾子 氏

【プロフィール】

アマノ株式会社アマノ株式会社 ◎◎支店◎◎支店
〒123-4567 名古屋市千種区松軒２－１４－１１
TEL 000-111-2222 FAX 000-111-2223

お問い合わせは

〒920-0362
⾦沢市古府１丁⽬７１番地
アマノ株式会社 ⾦沢⽀店
TEL 076-240-3456 FAX 076-269-8131

【プロフィ ル】
2001年社会保険労務⼠試験合格。 ⼈事・労務について専
⾨的なコンサルティングを⾏う吉⽥労務コンサルティングに
おいて、企業の⼈事労務管理 実務に関する労務相談、⼈事
制度設計、職⻑教育研修などに従事。また、東京都などから
依頼を受け、多様な働き⽅を検討している企業向けの講演な
どを多数実施。



 

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  076-269-8131  担当：⾦沢支店 坂本 
 TEL. 076-240-3456      

 
●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＋労務相談 
□セミナー出席 
□個別デモンストレーション出席 
□労務相談 
□展示会 

※Ｅ－ｍａｉｌ  

11 月１5 日（木）ご来場予定時刻 （□10:00 □11:00 □12:00 □13:00 □14:00 □15:00 □16:00）  
■セミナー 
□ 第一部 セミナー 10:00〜11:30 なぜ今働き方改革なのか・・・押さえるべきポイントは？ 

〜⽣産性向上と料率を実現するポイント〜 □ 第二部 セミナー 13:00〜14:30 

■個別デモンストレーション・労務相談 
個別デモンストレーション 時間帯 

□【D-1】10:00 〜 11:30 
□【D-2】13:00 〜 14:30 
□【D-3】14:40 〜 16:10 

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」 

□  人事給与情報システム「ZeeM 人事給与」 

労務相談 時間帯 
□15:00〜15:30 □15:40〜16:10 □16:20〜16:50 

 

●セミナー及び個別デモンストレーション・労務相談は、 
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 

〒920-0362 
⽯川県⾦沢市古府１丁目７１番地 
アマノ株式会社 ⾦沢⽀店 
TEL：076-240-3456 FAX：076-269-8131 

坂本 勇一 
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 



 
【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 
■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 

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。 
 

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

