
アマノ㈱
福岡支店

⼊場無料
時間：10：00〜16：00
会場：アマノ株式会社 福岡支店 4階 会議室
住所：〒812-0043

福岡市博多区堅粕3丁目6番15号

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。

2019年11月22⽇（⾦）

※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。

PRIVATE SEMINAR 2019PRIVATE SEMINAR 2019

お問い合わせは
アマノ株式会社 福岡支店
〒812-0043
福岡市博多区堅粕3丁目6番15号
TEL 092-473-6181 FAX 092-415-5004

セセ ミミ ナナ ーー

アア クク セセ スス

・セミナー第一部 10:00〜11:30
・セミナー第二部 13:00〜14:30

e-AMANO体験セミナー

IN 福岡

【電⾞】
JR博多駅より徒歩15分です。

【⾞】
お⾞でお越しのお客様は、弊社
駐⾞場をご利⽤ください。

個別デ モ 商品展示

セセ ミミ ナナ ーー

開開 催催 時時 間間

第一部 10:30〜12:00 【 S-1 】
第二部 13:30〜15:00 【 S-2 】

個個 別別

デデ モモ

第一部 10:30〜 【 D-1 】
第二部 13:30〜 【 D-2 】

《体験セミナー内容》
人事届出サービス「e-AMANO」を、
講師が説明を⾏い、受講者様にご利⽤
頂きます。PCは1社様につき1台準備し
ております。

⼈事労務管理パッケージ

法改正
機能強化

定員：各8社

各種社会保険の届出のための情報収集に必要な人事届
出ワークフローをクラウドサービスで提供
業務効率の改善と人事情報の活用を実現します

とは…

■主な機能 JR博多駅

アマノ㈱
福岡支店ビル アマノ㈱

福岡支店



人事労務統合システム 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。

最新のTimePro-NXをリリース。
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。

■個別デモラインナップ

電子申請

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。

法改正
機能強化

■人事届出サービス

法改正
機能強化

様々な申請に必要な届出ワークフローをクラウドサービスで提供

⼈事担当（管理者）

申請を依頼する従業員に
招待メールを発⾏

従業員（申請者）

各種届出の設問に沿って
必要事項をかんたんに⼊⼒

申請内容を確認
受理すれば⼿続完了

クラウド上で
データ管理

社会保険届出申請を支援TimeProシリーズ（別売）と連携

e-Gov

電子申請

申請にともなって必要となる
社会保険の届出申請を支援しますe-Tax

電子申請

就業

給与

大企業における社会保険手続きの
e-Gov電子申請が2020年4月から義務化されます。

大企業における社会保険手続きの
e-Gov電子申請が2020年4月から義務化されます。



 

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  092-415-5004 担当：福岡支店 TEL. 092-473-6181 
 
●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 
□ 〜50 人 □ 51〜100 人 □ 101〜500 人 

□ 501〜1,000 人 □ 1,001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） 

□ 体験セミナー 
□ 個別デモンストレーション 
□ 商品展示 

※Ｅ－ｍａｉｌ  

11 月 22⽇（⾦）ご来場予定時刻 （□10:00 □11:00 □12:00 □13:00 □14:00  ）  
 
■セミナー 
□【S-1】セミナー 10:30〜12:00 

e-AMANO 体験セミナー 
□【S-2】セミナー 13:30〜15:00 

 
■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-1】10:30 〜    □【D-2】13:30 〜     

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」  □ 入室情報システム「TimePro-XG 入室」 
 □ WEB 情報システム「TimePro-VG 就業」   □ その他「            」 

 

●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。 

e-AMANO体験セミナー 2019 
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 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

