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ICTカテゴリ「業務効率化」のソリューション一覧
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社名 製品名 ICTカテゴリ

東日本電信電話株式会社 AIよみと～る・おまかせRPA 業務効率化

東日本電信電話株式会社(NTTタウンページ株式会社) NTTタウンページ Digital Lead Powered by Wix 営業支援

株式会社グロコミレモン ビッグデータ解析ソリューション ESPERiC 意思決定支援

株式会社グロコミレモン らくらく旅費精算.net 経費/出張精算

ソフトバンク株式会社 Transit Manager 経費/出張精算

ソフトバンク株式会社 Automation Anywhere ビジネスツール

ソフトバンク株式会社 Synchroid ビジネスツール

デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 Excel業務プラットフォーム xoBlos(ゾブロス) Excel業務改善



訴求可能なメリット

人材の確保・育成

● 業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

● ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 あり

トライアル費用
・AIよみと～る：20万円（60日間）
・おまかせRPA：15万円（60日間）

トライアル期間 60日間

トライアル可能時期 いつでも可

トライアル貸与数 特になし

トライアル時導入
サポート・勉強会等

自立運用に向けたの操作習熟等のフォ
ローあり

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用
AIよみと～る：月額10万円～
おまかせRPA：月額7.5万円～

初期費用
AIよみと～る：0円
おまかせRPA：0円

課金単位と期間

・AIよみと～る
6万項目/月を超過した場合は項目ごとに
ブランク及びチェックボックス0.5円、
その他1円を加算。
※最低利用期間：24か月
・おまかせRPA
端末単位で課金。
※利用期間は12ヶ月

提供形態
・AIよみと～る：クラウド型サービス
・おまかせRPA：ソフトウェア

購入先
①NTT東日本直販
②WEB（https://business.ntt-
east.co.jp/service/rpa_aiocr/）

決済方法 請求書払い

製品名 AIよみと～る・おまかせRPA

製品概要
※150文字程度

手書き書類や帳票の文字読取を行いデータ化するAI-OCRと、基幹システムへ自動連携できるRPAを組
み合わせ、帳票処理業務の稼働削減が期待できるソリューションサービスです。

製品紹介サイト https://business.ntt-east.co.jp/service/rpa_aiocr/

ICTカテゴリ 業務効率化

対象業種 業種の限定なし 対象従業員規模 指定なし 利用可能人数 指定なし

導入実績・事例

・辻・本郷税理士法人
税理士法人における転記業務
・株式会社ジェイエーアメニティーハウス
賃貸管理書類の転記・投入業務
・株式会社東日本橋花き
花き出荷伝票システム入力作業

会社名・製品に関するお問合せ先

AIよみと～る
https://business.ntt-east.co.jp/service/rpa_aiocr/
おまかせRPA
https://business.ntt-east.co.jp/service/omakase_rpa/
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NTT東日本

https://business.ntt-east.co.jp/service/rpa_aiocr/
https://business.ntt-east.co.jp/service/rpa_aiocr/
https://business.ntt-east.co.jp/service/omakase_rpa/


訴求可能なメリット

人材の確保・育成

● 業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

● 企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 -

トライアル費用 -

トライアル期間 -

トライアル可能時期 -

トライアル貸与数 -

トライアル時導入
サポート・勉強会等

-

会社名・製品に関するお問合せ先

NTTタウンページ株式会社 メディア運営部
ITサービス・メディア部門 サービス企画担当
03-6275-6794

導入実績・事例

＜掲載済事例＞
・岡山県真庭市 居酒屋
・大阪市東淀川区 歯科
・京都市上京区 和装小物店
・群馬県利根郡 レンタカー店
・静岡県沼津市 タイヤ販売店

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 サービス利用料：7,000円/月（税別）～

初期費用 初期登録料：5,000円（税別）

課金単位と期間 年単位の契約、自動更新

提供形態 Saas型プラットフォームによる提供

購入先 NTTタウンページ株式会社

決済方法
電話料金合算、口座振替
振込、クレジットカード

製品名 NTTタウンページ Digital Lead Powered by Wix

製品概要
※150文字程度

NTTタウンページとWix社が戦略的業務提携しホームページ制作を起点に集客から成約までをワンストッ
プで支援する“わかりやすく・簡単な”デジタルマーケティングツール。ホームページをベースに様々なデジ
タルマーケティング機能を提供。NTTタウンページが企画・制作・運用代行で中堅・中小企業の事業者様
をフルサポート。

製品紹介サイト https://www.ntttp-dlead.com/

ICTカテゴリ 営業支援、ビジネスツール

対象業種 業種の限定なし 対象従業員規模 指定なし 利用可能人数 指定なし
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NTT東日本

https://www.ntttp-dlead.com/


訴求可能なメリット

人材の確保・育成

● 業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

● 企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

● 企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

● 自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

● 仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

製品概要
大規模データに対し、独自のアルゴリズムを利用し、「簡単」に「超高速」でデータ
理解を可能にするソリューションとして位置付けしています。
「検索・加工・集計」だけではなく、API (Python/Rest）を活用して、より柔軟な
「処理」を実施することも可能です。

システム構成/動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 クラウド／オンプレ

トライアル費用 無償

トライアル期間 無制限：件数制限あり

トライアル可能時期 いつでも

トライアル貸与数 無制限

トライアル時導入
サポート・勉強会等

無償時＞勉強会のみ有／有償
時＞導入サポートと勉強会有

会社名・製品に関するお問合せ先

株式会社グロコミレモン
nemo@glocomi.com

導入実績・事例

・公官庁 – 送金データクレンジング
・マーケティング – POS情報分析
・精密 – PLC情報収集・加工
・自動車 – システムアクセス情報分析
・金融 –取引履歴検索・集計（推進中)

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 定価：４,０００千円〜

初期費用 導入サービス：１,０００千円

課金単位と期間 １年利用料；定価の３０％

提供形態 インストーラー提供

購入先 株式会社エスペラントシステム

決済方法 購入先条件に準ずる

製品名 ビッグデータ解析ソリューション ESPERiC

製品概要
※150文字程度

特許技術LFMアルゴリズムにより、ビッグデータ(最大20億行）に対し、高速な検索・加工・集計機能を提供。
ESPERiCの基盤からユーザーライクなWEBアプリケーションを介して、高速な情報分析環境を提供。
JupyterNotebook連携にて、高度分析者向けのインターフェースを提供。

製品紹介サイト 近日公開

ICTカテゴリ 意思決定支援、ビジネスツール

対象業種 全般（特に行政には効果あり） 対象従業員規模 １人以上 利用可能人数 無制限
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訴求可能なメリット

人材の確保・育成

● 業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

● 企業内外の連携強化による事業競争力の向上

● 人材の離職抑制・就労継続支援

● 企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

● 自律・自己管理的な働き方

● 職場との連携強化

● 仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

● ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

製品概要

システム構成 / 動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 クラウド版あり

トライアル費用 無償

トライアル期間 基本１４日間

トライアル可能時期 常時

トライアル貸与数 ５ユーザ

トライアル時導入
サポート・勉強会等

導入サポートあり
勉強会あり

会社名・製品に関するお問合せ先

株式会社グロコミレモン
Email : nemo@glocomi.com

導入実績・事例

・NEC ６００００ユーザ以上
・富士通１０００ユーザ以上
・全国 ６００万ユーザ以上

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 定価：１ユーザ 月額５００円〜

初期費用 １０万円

課金単位と期間 基本は月額（１年更新）

提供形態 クラウド、オンプレミス

購入先 グロコミレモン

決済方法 購入先条件に準ずる

製品名 らくらく旅費精算.net

製品概要
※150文字程度

『らくらく旅費経費.net』は、申請者・経理部・経営層が必要な機能を標準搭載し、なおかつ低価格にしたことが最大の特徴
です。Suica、PASMO等の交通系ICカードとの連携で申請時の手間を省き、申請者の人的コストの削減や、同社が販売し
ている『らくらく定期.net』と組み合わせることによって、定期券区間控除が可能でコスト削減を可能にします。

製品紹介サイト https://rk2.mugen-corp.jp/teiki/

ICTカテゴリ 経費/出張精算

対象業種 全般 対象従業員規模 ５人以上 利用可能人数 無制限

■駅すぱあと™️と交通系ICカード連動
全国の鉄道・バス経路検索・最安・最短の判定

■使いやすい操作性
豊富な業務支援機能とユーザ視点による機能拡張

■汎用性を持たせた高機能
約9割の企業様で標準機能（ノンカスタマイズ）で利用
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訴求可能なメリット

人材の確保・育成

○ 業務プロセスの革新

○ 事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

企業ブランド・企業イメージの向上

○ 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 有り

トライアル費用 無償

トライアル期間 1カ月

トライアル可能時期 いつでも可能

トライアル貸与数 制限なし

トライアル時導入
サポート・勉強会等

応相談

導入実績・事例

非開示

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用
30円/人・月～400円/人・月＋2.5円/件・月
～6円/件・月
※プラン・利用人数による

初期費用 9,800円or24,800円 ※プランによる

課金単位と期間 月額

提供形態 利用ライセンス

購入先 ソフトバンク

決済方法 各種相談

製品名 Transit Manager

製品概要
※150文字程度

トランジット・マネージャー（トラマネ）は、交通系ICカードを業務用スマートフォンや
専用端末などにかざすだけで、経費精算用の交通系ICカード利用データを読み込むことができるサービ
スです。
交通費精算の業務軽減や管理業務を行う部門の業務負荷軽減が期待できます。

製品紹介サイト http://tm.sf-unity.com/

ICTカテゴリ 経費/出張精算

対象業種 業種の限定無し 対象従業員規模 指定なし 利用可能人数 指定なし※最低ID数は20

会社名・製品に関するお問合せ先

ソフトバンク株式会社
お問い合わせ先
https://www.softbank.jp/biz/

読み取り用のスマートフォンもしくは専用端末をご用意いただく必要があります。
（SOFTBANKからの提供も可能です）
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訴求可能なメリット

人材の確保・育成

● 業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

● 仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

● ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 応相談

トライアル費用 応相談

トライアル期間 応相談

トライアル可能時期 応相談

トライアル貸与数 応相談

トライアル時導入
サポート・勉強会等

応相談

導入実績・事例

・マルコメ株式会社…ルーティン業務の対応時間を70%削減
・足立区…申請書類処理の自動化を検証し、年間およそ
1,400 時間の作業時間削減
・フジモトHD株式会社…RPA専任チームを組成し、わずか4ヵ
月で月間220時間の業務時間を削減
・株式会社日本ファシリティ…年間約6万件の事務作業を自動
化、2,000時間以上の業務時間を削減

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用
¥1,200,000/年(エントリーパック)
¥12,000,000/年(エンタープライズパック)

初期費用 なし

課金単位と期間 クライアント・サーバソフト、年単位

提供形態 ソフトウェア提供

購入先 ソフトバンク経由

決済方法 振込請求

製品名 Automation Anywhere

製品概要
※150文字程度

パソコン上の操作を記録して人の代わりに作業する、ソフトウェア型RPA（Robotic Process 
Automation）ロボット。ExcelなどOffice製品やIE、その他Windowsアプリ等、様々なインターフェースに
対応し、インターフェースを横断した作業も自動化可能です。
自動化による業務削減だけでなく業務のクオリティ向上やヒューマンエラー防止につながります。

製品紹介サイト https://www.softbank.jp/biz/rpa/automationanywhere/

ICTカテゴリ ビジネスツール

対象業種 業種の指定なし 対象従業員規模 中～大規模 利用可能人数
クリエイター×3
（1ライセンスあたり）

会社名・製品に関するお問合せ先

ソフトバンク株式会社 お問い合わせ先
https://www.softbank.jp/biz/rpa/automati
onanywhere/

複雑なシナリオに適したU I
システム設計に似た開発のUI/UXで、技術者
による複雑な業務の自動化に適しています。

きめ細かくロボットの管理が可能
ユーザーや部門毎にどのロボットをどのように
操作可能かを設定することができます。

セキュリティリスクの極小化
全ロボットの稼働状況をリアルタイムに確認す
ることができます。

どこからでもロボット実行指示が可能
Webブラウザベースの管理画面のため携帯電
話からもロボット実行指示が可能です。

社内導入実績を活かしたノウハウ提供
スキルトレーニングや開発支援など、お客様が自
走するためのノウハウをご提供(オプション)

ControllRoomサーバ推奨スペック
CPU: 8cCore / RAM: 16GB～ / DISK容量: 500GB～ /OS: Windows Server 2012 R2～

DBサーバ推奨スペック
CPU: 4Core / RAM: 8GB～ / DISK容量: 500GB～ /OS: Windows Server 2012 R2～

AAE Client推奨スペック
CPU: Intel Core i5 2.6GHz / RAM: 8GB～ / ディスク容量: 32GB～ / OS: Windows 7 SP1～

大規模導入に最適なRPA
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訴求可能なメリット

人材の確保・育成

● 業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

● 仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

● ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 なし

トライアル費用 なし

トライアル期間 なし

トライアル可能時期 なし

トライアル貸与数 なし

トライアル時導入
サポート・勉強会等

なし

導入実績・事例

・マルコメ株式会社…ルーティン業務の対応時間を
70%削減
・足立区…申請書類処理の自動化を検証し、年間お
よそ1,400 時間の作業時間削減
・フジモトHD株式会社…RPA専任チームを組成し、
わずか4ヵ月で月間220時間の業務時間を削減
・株式会社日本ファシリティ…年間約6万件の事務
作業を自動化、2,000時間以上の業務時間を削減

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 60万円/月(ベーシック)、90万円/年(ライト)

初期費用 お客様側でサーバー要(ベーシックパック)

課金単位と期間 月単位 or 年単位

提供形態 ソフトウェア提供

購入先 ソフトバンク経由

決済方法 振込請求

製品名 Synchroid

製品概要
※150文字程度

パソコン上の操作を記録して人の代わりに作業するソフトウェア型のRPA（Robotic Process 
Automation）ロボット。ExcelなどOffice製品やIE、その他Windowsアプリ等、様々なインターフェースに
対応し、インターフェースを横断した作業も自動化可能です。
自動化による業務削減だけでなく業務のクオリティ向上やヒューマンエラー防止につながります。

製品紹介サイト https://www.softbank.jp/biz/other/rpa/

ICTカテゴリ ビジネスツール

対象業種 業種の指定なし 対象従業員規模 小～中規模 利用可能人数
1ライセンス 10人(ベー
シックパック)

会社名・製品に関するお問合せ先

ソフトバンク株式会社
お問い合わせ先
https://www.softbank.jp/biz/other/rpa/

Syncroidシステム要件
・Design Studio, Desktop Automation 
Agent
CPU: 2コア以上、2.5GHz 相当以上 / 
RAM: 8G(DS),16G(DAA) / DISK容量: 
40GB～ / OS: Windows7,10,Windows 
Server 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 
2016

・Management Console, Robo Server
CPU: 2コア以上、2.5GHz 相当以上 / 
RAM:8GB以上推奨 / DISK容量: 100GB
以上 / Windows Server 2008 R2 / 
2012 / 2012 R2 / 2016
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ソフトバンク
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訴求可能なメリット

人材の確保・育成

● 業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

● 企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

● 職場との連携強化

● 仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

製品概要

システム構成図 動作環境
Windows Server2012 R2以降
.NET Framework3.5 sp1
.NET Framework4.5.2以降
SQL Server2014以降

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 あり（デザインツール）

トライアル費用 無償

トライアル期間 1ヵ月

トライアル可能時期 無償セミナー受講後いつでも可

トライアル貸与数 制限なし

トライアル時導入
サポート・勉強会等

問合せ可

会社名・製品に関するお問合せ先

デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社
xoBlos事業部
https://www.xoblos.com/contact/

導入実績・事例

導入企業400社以上
・丸善雄松堂：各システムデータからExcel分析帳票出力
・日立製作所：調達事業における集計業務
・ギオン：ワークフローと会計システムをつなぐデータ変換
・住友林業：事業毎の予算集計/損益実績管理
・ヤクルトサポートビジネス：請求書作成
・さんわコーポレーション：事業別データの売上集計

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用
600,000円～/10ID/年額
※ID単位で追加可能

初期費用
初年度利用費用：600,000円～
セットアップ作業費用：250,000円

課金単位と期間 サブスクリプション/年間契約

提供形態 オンプレミス

購入先 代理店

決済方法 振込請求

製品名 Excel業務プラットフォーム xoBlos(ゾブロス)

製品概要
※150文字程度

xoBlosは、会社で利用する様々なシステムのデータと、現場が利用するExcel帳票データをつなぎ、業務
データとして有効活用するDX時代のExcelプラットフォームです。自動作成したアウトプットは、利用者の
ID権限でセキュアに運用し、効率化とプロセス改善を実現します。

製品紹介サイト https://www.xoblos.com/

ICTカテゴリ Excel業務改善

対象業種 業種の限定なし 対象従業員規模 指定なし 利用可能人数 指定なし

各システム
クライアントPC xoBlos
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