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RPA導入後、
お困り事はございませんか？

こんなお悩みにお答えします！

RPAを活用するための様々な課題を解決したい
→当社エンジニアが訪問してサポートいたします。

WinActorのシナリオがうまく動かない等、すぐに相談したい
→ヘルプデスクサービスをご用意しております。

RPAの運用や管理ルール作りをどうしたらよいか分からない
→RPA運用ガイドラインのご提供・ガイドライン作りのお手伝い等、支援いた

します。

マニュアルだけではよくわからない、WinActorの操作方法
を学びたい→シナリオ作成技術者養成研修(初級・中級・上級・WinActor

Version6）をご用意しております。

シナリオを作っている時間がない、誰かに依頼したい
→育成型派遣をご用意（WinActor初級・中級研修相当の研修教育を受講した
スタッフを派遣いたします）

弊社ではRPAを活用していただくための【導入支援・アフターフォロー】を中心としたサポート
メニューをご用意しております。弊社は400社超の企業様への導入支援を行っておりますので、
RPA導入後、お困り事がございましたら是非お任せください。

業務の棚卸しがうまくいかない等、なかなか進まない
→貴社に合ったご提案をいたします。

他にも紙データをOCR化したい！等ございましたら、
是非お声掛けください。

ヒューマンリソシア株式会社 RPA事業本部
TEL: 03-6228-6671 Mail: rpa-seminar-resocia@athuman.com 

https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/



RPA
スタッフ派遣

現場の業務改善を“人財”でサポート。
RPAを活用できるRPAスタッフを
派遣いたします。

ヒューマンリソシアで育成した
RPA スタッフ

【お客様】

名称 スキルレベル 就業時の業務レベル

RPAの概念、基本操作、簡単なシナリオ作成ができる
具体的な作業手順書（マニュアルなど）をもとに
新しいシナリオを作成、検証、修正できる

・仕様書、手順書の作成　・新しいシナリオの作成
・複雑な例外処理の設定　・不具合対応／修正

RPAエンジニア

RPAコーディネーター

RPAの活用促進を図り、業務生産性・品質向上を実現します。

昨今の働き方改革の推進や人手不足による業務効率化の必要性などから、2018年はRPAソリューションの導入があらゆる

業界・業種に一気に進むといわれています。多くの企業が生産性向上を実現するためにRPAが注目されており、RPAを使い

こなせる専門スキルを持った「人財」が必要な時がやってきました。ヒューマンリソシアでは、2018年5月より派遣スタッフ向け

RPA育成トレーニングを開始、実務で活用できるRPAスタッフを派遣いたします。

お問い合わせはこちら

・仕様書やマニュアルをもとに自動化したい業務を具体的な
   作業手順書に落とし込める
・ライブラリ機能を活用し、正常に実装（自動化）できる

〒104-0061 東京都中央区銀座1-13-1 ヒューリック銀座一丁目ビル8階
TEL ： 03-6228-6671　Mail : rpa-seminar-resocia@athuman.com
https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/

RPA事業本部



デモ依頼など、お問い合わせはこちら

私たちは、RPAを有効に活用していただくために、現場に寄り添った”教育”と”運用・浸透”を中心としたサポートを行います。

RPA
導入支援
トレーニング

コース 初級 中級 上級

WinActorに初めて触れる方
決められた手順情報からシナリオ作成が
自立的に出来る方

中級までに把握したWinActorの各機能を
活用し、実践的にシナリオを作成することで、
自立して作業ができる方を育成します。

7時間×1日

50,000円／人

7時間×2日

50,000円／人

7時間×1日

30,000円／人

基本的な機能の説明とともに、簡単な
シナリオ作成を通じて使い方の理解を
深めます。

基本操作および簡単なシナリオ作成が
出来る方

実践的な例題によるシナリオ作成・講師に
よる解説を通じ、効果的なシナリオ作成を
実現するための知識を養います。

対象者

内容

時間

受講料
（税抜）

〒104-0061 東京都中央区銀座1-13-1 ヒューリック銀座一丁目ビル8階
TEL ： 03-6228-6671　Mail : rpa-seminar-resocia@athuman.com
https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/traning/

RPA事業本部

シナリオ作成技術者養成研修（初級・中級・上級）

RPA導入・
活用のカギは
「教育」

ヒューマンリソシアはWinActorの操作研修のプログラム開発を受託し、研修の提供を行っております。
初級・中級・上級とレベルに応じたプログラムを用意し、WinActorの導入効果を最大限に引き出す
サポートを行います。

NTTデータ社に選ばれた研修・教育構築力

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・
那覇で実施
全国で教育サポートの提供が可能に!

ヒューマンリソシア
「RPAトレーニングセンター」

札幌

仙台

銀座

高田馬場名古屋

心斎橋
広島福岡

那覇

※「WinActor」は、NTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

※



WinActor Version6習得研修 

内容 

実績あるインストラクターが丁寧に対応 

技術力がUPするオリジナルテキスト 

時間 9：30～16：30／6時間×1日 

費用 30,000円（税抜） 

新機能を用いたシナリオ作成 

対象者 WinActorユーザー様で、WinActorシナリオ操作研修中級研修、 
または上級研修習得相当のスキルを有している方 

WinActor V6の変更点を解説、課題を通じて、理解を深め、 
新機能の理解を深め習得します。 

WinActorは、V6へメジャーアップデートし、大幅に機能が拡充しております。 
【学習内容】  
1） V6でのシナリオ作成環境における変更点について 
2） 主な新機能／改善点の説明について 
    画像マッチング機能／Google Chrome自動機能／メール受信機能／WinActorノート／              
        HTTP・JSON追加機能 等 
 

ヒューマンリソシア株式会社 RPA事務局 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア2階  
TEL：03-6894-3317    Mail：rpa-resocia@athuman.com 

https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/traning/ 

最新版Version6対応のオリジナル研修開講 



＊詳細はこちらのURLをご参照ください→   https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/elearning/ 

Robotic Process Automation  

＊この講座で学習できること＊ 
 
 
 
 
 

【有料講座】WinActor®スタートアップ編 

※「WinActor」は、NTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。 

【有料講座】受験料2,000円(税別)・利用期間30日間・学習時間約100分 

【有料講座】シナリオ作成力を磨く 

 これで解決！WinActor®シナリオ作成講座（よくある操作編） 

【無料講座】RPAの基本がわかる RPA入門講座 

＊この講座で学習できること＊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊この講座で学習できること＊ 
   
 

 
 
 
 

■はじめに RPAとは何か？ 
■ WinActorとは何か？    
■ 操作画面紹介 
■ 画像マッチングの概要     
■ 画像マッチングの操作方法 
■ 画像マッチングのその他機能 

■ 分岐と繰り返しの学習について 
■ エクセルファイルに対してデータインポート機能を使用する 
■ 分岐を使って探している画像があるか判定する 
■ 繰り返しのノードを使用して任意の列を文字入力し続ける 
■「分岐」と「繰り返し」を組み合わせたシナリオ作成方法を学ぶ 
■ RPA入門講座 確認テスト 

※ヒューマンアカデミーオンラインへの会員登録が必要になりますが、 無料講座ですので、費用は一切かかりません。 

■ユーザーアカウント      ■文字列と数値の違い 
■保護モード          ■変数 
■比較演算子 

■はじめに          ■画面解像度 
■クリップボード        ■拡張子 
■ショートカットキー     ■パス              

■ Excelフィルタ操作 
■ セルが空白であることを判定したい 
■ Excelから値を取得し、別画面の入力欄に 
    貼り付けたい 
■ IE上のファイルをダウンロードしたい 
■ ダウンロードファイルの一部に本日日付を挿入して 
    保存したい 
■ Excelのリボンを操作したい 
■ Excelで特定範囲を指定したい 

■ IEから文字列を取得したい 
■ IEで特定のフレーム内の文字列を全選択 
■ IEの表から文字列取得 
■ ログイン処理を⾏いたい 
■ IE上のリンクをクリックしたい 
■ 作業を加えたExcelファイルを別のフォルダに保存したい 
■ 月末日付を取得したい 
■ フォルダ内の全てのファイルを処理したい 
■ 祝日の日を判定したい 
■ 特定のフォルダを開きたい 

【有料講座】受験料20,000円(税別)・利用期間30日間・学習時間約2時間50分 

WinActorの初級研修を受講されていない方、使用経験が浅い方、 
初級編/中級編を復習されたい方向けに、 

NTTデータ社とヒューマングループがeラーニングを共同開発いたしました。 

eラーニングコンテンツのご紹介 





サービスメニュー 

学ぶ～Learning～ 
 

実績NO.１のWinActor操作研修を提供します。 
実際にパソコンを使いながら研修を実施するため、操作向上に適しています。 

  
▼トレーニングサービス 
・メニュー概要：  スキルレベルに合わせた3つのコース（初級／中級／上級）で、シナリオ作成スキル研修を提供しています。 
・受講料          ：  お一人当たり 初級／30,000円、中級／50,000円、上級／50,000円 （すべて税別） 
・ご受講方法 ：  事前のご予約が必要です。 
・ご利用対象 ：  法人 

 
詳細お申込みはこちら 
※事前のご予約が必要です。（ご利用対象：法人） 

https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/traning/index.html 
 

気づく～Realize～    
 

テクニカルレッスン、 Self Studyスペースを提供します。 
さらにスキルレベル向上を目指す方や、個別のトレーニングを希望する方向けのメニューです。 
 

    テクニカルレッスン 
・メニュー概要： 当社RPAエンジニアが個別にテクニカルレッスンを実施します。 
・ご利用料金  ：  お一人様 10,000円（税別）／時間 

 
▼Self Studyサービス 
・メニュー概要：  WinActorを使用して、利用したいときに、利用したいだけ自習いただけます。 
           ※e-ラーニングコンテンツの無料利用  
・ご利用料金 ： お一人様 50,000円（税別）／24営業日 

 
詳細・お申込みはこちら 
※事前のご予約が必要です。（ご利用対象：個人・法人） 

https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/tech_lab/ 

【お問い合わせ先】 
ヒューマンリソシア株式会社 RPA事業本部 Tech Lab（銀座）事務局            

  TEL:03-6894-3317  Mail: rpa-techlabginza-resocia@athuman.com  

https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/tech_lab/ 

ヒューマンリソシア株式会社 Tech Lab(銀座)  
〒104-0061  東京都 中央区銀座1-13-1  
ヒューリック銀座一丁目ビル8階 

■アクセス  
・有楽町線「銀座一丁目」徒歩4分 
・銀座線「京橋」徒歩5分 
・都営浅草線「宝町」徒歩5分 
・山手線他「有楽町」徒歩8分 

https://goo.gl/maps/VgiyxsMwcAbbRtLw9 

おすすめサービス 

アクセス 

https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/traning/index.html
https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/tech_lab/
https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/tech_lab/
https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/tech_lab/
https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/tech_lab/


RPA 

運用構築 

導入原則 

Knowledgeが 

Basic policy 

Operation method 

詳細は裏面へ 

Development method 

ここに集約 

開発方法 



【提供するサービスのアウトプットイメージ】 

ご質問、お悩みがあればお気軽にお問い合わせください 

RPA基本方針 

RPA化、構築・運用、 
セキュリティ、テスト、 

方針など 

計画書、管理表など 

方針書ドキュメント 

フォーマット・テンプレート 

ヒューマンリソシア株式会社 RPA事業本部 
〒104-0061 東京都中央区銀座１丁目１３番地１号  
     ヒューリック銀座1丁目ビル８階 
TEL：03-6228-6671 

Mail：rpa-resocia@athuman.com 

400社超※のユーザー支援から得た知見を集約!! 
RPAの運用におけるガイドライン策定、 
全社展開に必要となるドキュメントのひな型を提供する新たなサービスです。 

RPAナレッジマネジメントサービス 

【サービスのポイント】 

各種ドキュメントを提供 ✔ 

貴社向けにカスタマイズ ✔ 

※実績は2019年8月末現在 

※ユーザーが実際に利用している、ユーザー目線で作られたガイドラインやテンプレートを提供 

※当社コンサルタント・エンジニアが貴社イメージに適用させるためのカスタマイズを実施 


