記 者 配 布 資 料
２０２１年７月１９日
大阪経済記者クラブ会員各位

「大商 IT 化推進サポーターズ」優待サービスの提供開始について
【お問合せ】
大阪商工会議所 経営情報センター（登坂、湯谷）
TEL: 06-6944-6353

大阪商工会議所は、中小企業への IT 導入をはかり業務効率化を支援することを目的に、IT
関連事業者とともに「大商 IT 化推進サポーターズ」を組織し、本日より大阪商工会議所会員限
定の優待サービスの提供を開始する。
これにあわせ、優待サービスの紹介を行うとともに、個別相談の場を提供する「生産性向上
IT 導入支援フォーラム」を、9 月 1 日（水）と 10 月 28 日（木）にハイブリッド形式で開催
（会場参加・オンライン参加の同時開催）する。
○ 「大商 IT 化推進サポーターズ」は、大阪商工会議所「生産性向上プロジェクト」の取り組み
の一環として、IT 関連事業者の協力のもと組織したもの。
○ 第一段として、本日より計 6 社 11 サービスを、初期費用無料などの大商会員限定の特別優待
で提供する。随時、サポーターズのメンバーを募集するとともに優待サービスを追加し、さら
なる拡充をはかる（サポーターズへの参加条件は要問い合わせ）
。
○ 全 2 回開催する「生産性向上 IT 導入支援フォーラム」では、これらの優待サービスの紹介を
セミナー形式で行うとともに、各サービスの個別相談の場を設ける。また、両日とも、基調講
演として、中小企業の IT ツール導入に役立つ情報提供を行う。
○ サービスの利用およびフォーラムへの参加は、本日より大阪商工会議所「生産性向上プロジェ
クト」ホームページ（https://www.osaka.cci.or.jp/itsupo/）にて申し込みを受け付ける。
【
「大商 IT 化推進サポーターズ」優待サービス】
（社名五十音順に記載）
・オフィスステーション（労務管理システム）㈱エフアンドエム
・オフィス宅ふぁいる便（ファイル送信サービス）㈱オージス総研
・法人向けクラウド名刺管理サービス Sansan（名刺管理システム）Sansan㈱
・おまかせ AI OCR（電子データ化サービス）西日本電信電話㈱
・おまかせ AI 働き方みえ～る（PC 業務視える化サービス）西日本電信電話㈱
・WinActor（業務プロセス自動化サービス）西日本電信電話㈱
・アイコンカルテ（アイコンカルテサービス）㈱フォーバル
・シムワーク（電子契約サービス）㈱フォーバル
・働き方エージェント（PC ログ管理サービス）㈱フォーバル
・RICOH IT Keeper シリーズ BB パック（インターネット支援総合サービス）リコージャパン㈱
・RICOH サイバーセキュリティパック クラウドバックアップサービス（バックアップサービス）リコージャパン㈱
※上記は本日（7 月 19 日）に提供開始するサービス。サービスは随時追加予定。
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【生産性向上 IT 導入支援フォーラム 概要】
〇第 1 回
１．日 時： 2021 年 9 月 1 日（水）14：00～16：20
２．場 所： 大阪商工会議所 会議室 （大阪市中央区本町橋 2－8）
※オンライン参加の場合、申込者に後日 Zoom の URL 情報等を送付。
※緊急事態宣言が発令された場合、オンライン限定の開催を予定。
３．定 員： 100 名（会場参加の場合。オンライン参加は別途受け付ける）
※相談会は、先着順に受け付け、定員になり次第申込を締め切る。
４．参加費： 無料
５．プログラム：
（１）講演「中小企業における IT 導入の進め方」
＜講師＞一般社団法人 CDO Club Japan 事務局マネージャー 柿崎 充 氏
（２）サービス紹介
・Sansan 株式会社「法人向けクラウド名刺管理サービス Sansan」
・西日本電信電話株式会社「おまかせ AI OCR」
「おまかせＡＩ 働き方みえ～る」
「WinActor」
・株式会社フォーバル「アイコンカルテ」
（３）相談会 上記 3 社による個別相談会（希望参加制・先着順）
〇第 2 回
１．日 時： 2021 年 10 月 28 日（木）14：00～16：20
２．場 所： 大阪商工会議所 会議室 （大阪市中央区本町橋 2－8）
※オンライン参加の場合、申込者に後日 Zoom の URL 情報等を送付。
※緊急事態宣言が発令された場合、オンライン限定の開催を予定。
３．定 員： 100 名（会場参加の場合。オンライン参加は別途受け付ける）
※相談会は、先着順に受け付け、定員になり次第申込を締め切る。
４．参加費： 無料
５．プログラム：
（１）講演「商売が長くつづくための、ただしい DX の進め方」
＜講師＞つづく株式会社 代表取締役 井領 明広 氏
（２）サービス紹介
・株式会社エフアンドエム「オフィスステーション」
・株式会社オージス総研「オフィス宅ふぁいる便」
・リコージャパン株式会社「IT Keeper シリーズ BB パック」
「サイバーセキュリティパック クラウドバックアップサービス」
（３）相談会 上記 3 社および講師による個別相談会（希望参加制・先着順）
※つづく㈱・井領氏は IT ツール導入全般に関する相談会を実施
＜添付資料＞ 大商 IT 化推進サポーターズ優待サービス／生産性向上 IT 導入支援フォーラム案内チラシ
以 上
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大商IT化推進サポーターズ

大阪商工会議所会員限定！
ITツール導入 各種優待サービス提供開始
大阪商工会議所は、中小企業へのITツール導入をはかり業務効率化を支援するため、「大商
IT化推進サポーターズ」を組織し、会員限定の優待サービスをご提供することにいたしまし
た。新たなITツール導入をお考えの企業の皆様、業務効率化を図りたいとお考えの企業の皆
様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

優待サービス一覧
オフィスステーション
（労務管理システム）
株式会社エフアンドエム
労務手続き・給与明細・年末
調整等の申請書類を ペーパー
レスで簡単自動作成
コールセンターオプション
契約初年度無料

おまかせＡＩ ＯＣＲ
（電子データ化サービス）
西日本電信電話株式会社
手書き帳票を自動で電子化し、ペー
パーレス化・業務効率化を実現
無料デモ／1か月無料トライアル
※2021年9月末まで(延長可能性有)

アイコンカルテ
【アイコンサポートサービス】
（アイコンカルテサービス）
株式会社フォーバル
PCの健康状態をクラウドで管理
／オフィス機器の利用情報を分
析レポーティング
初期ソフトインストール費無料

※ 2021年7月現在。サービスは随時追加予定。

オフィス宅ふぁいる便
（ファイル送信サービス）
株式会社オージス総研
大容量・重要情報ファイル送
信を簡単・安心に！
初期費用無料

おまかせＡＩ働き方みえ～る
（ＰＣ業務視える化サービス）
西日本電信電話株式会社
AIが働き方を分析・視える化し、
それぞれの会社にあった働き方
改革の実現をサポート
初回コンサルティング無料

シムワーク
【アイコンサポートサービス】
（電子契約サービス）
株式会社フォーバル
電子契約書を作成し、オンライ
ン上で契約締結可能
初期ソフトインストール費無料

RICOH IT Keeper
シリーズ BBパック
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ支援総合ｻｰﾋﾞｽ）
リコージャパン株式会社

RICOH ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｰﾊﾟｯｸ
ｸﾗｳﾄﾞﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
（バックアップサービス）
リコージャパン株式会社

ネットワーク環境の困りごと
をワンストップで支援
初期費用 25％オフ

万一の時に備え、データを自
動バックアップ
初期費用 25％オフ

お問い合わせ

ＴＥＬ

大阪商工会議所 経営情報センター

E-mail

法人向けクラウド名刺管理
サービスSansan
（名刺管理システム）
Sansan株式会社
社内にある全ての名刺を集約し、
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑとして活用
初年度費用実質半額

WinActor
（業務プロセス自動化サービス）
西日本電信電話株式会社

繰り返し作業を自動化し、業務量
および人的ミスの削減を実現
初回簡易シナリオ作成無料／
1か月無料トライアル

働き方エージェント
【アイコンサポートサービス】
（PCログ管理サービス）
株式会社フォーバル
パソコン利用状況の見える化が
可能
初期ソフトインストール費無料

詳細・お申込みは
右記QRコードから！
もしくは
「大商 生産性向上」
で検索

06-6944-6353
jousen-info@osaka.cci.or.jp

生産性向上IT導入支援フォーラム
大阪商工会議所では、主に中小企業を対象に、ITツール導入に役立つ情報の提供や具体的な
サービスの紹介をセミナー形式で行うとともに、個別相談の場を提供する「生産性向上IT導入
支援フォーラム」を開催いたします。新たなITツール導入をお考えの企業の皆様、業務効率化
を図りたいとお考えの企業の皆様におかれましては、奮ってお申し込みください。

会場参加(先着100名)・オンライン同時開催 ／ 参加費無料
WEB申込は下記QRより

第1回

９月１日

水

日

２０２１年

時

１４：００～１６：２０

場

日
時

大阪商工会議所 地下1号・2号会議室
大阪市中央区本町橋２－８

所

※オンライン参加の方には、後日URLおよび
視聴方法を記載したメールを送付いたします。

講演

１
プ

サービス紹介

２

ロ

ラ
ム

15:20～ 16：20

ロ

木

大阪商工会議所 地下1号・2号会議室
大阪市中央区本町橋２－８
※オンライン参加の方には、後日URLおよび
視聴方法を記載したメールを送付いたします。

講演

14:00～ 14：20

「商売が長くつづくための、ただしいDXの進め方」
つづく株式会社 代表取締役 井領 明広 氏

２

グ
ラ
ム

３

上記3社による個別相談会

10月28日

１４：００～１６：２０

プ

14:20～ 15：20

相談会

３

所

２０２１年

１

Sansan株式会社
「法人向けクラウド名刺管理サービス
Sansan」
西日本電信電話株式会社
「おまかせAI OCR」「おまかせＡＩ
働き方みえ～る」「WinActor」
株式会社フォーバル
「アイコンカルテ」

グ

場

14:00～ 14：20

「中小企業におけるIT導入の進め方」
一般社団法人CDO Club Japan
事務局マネージャー 柿崎 充 氏

WEB申込は下記QRより

第2回

サービス紹介

14:20～ 15：20

株式会社エフアンドエム
「オフィスステーション」
株式会社オージス総研
「オフィス宅ふぁいる便」
リコージャパン株式会社
「IT Keeperシリーズ BBパック」
「サイバーセキュリティパック
クラウドバックアップサービス」

相談会

15:20～ 16：20

上記3社および講師による個別相談会
※つづく㈱井領氏はITツール導入全般に関する相談会を実施

※相談会については、各社とも先着順に受け付け、定員になり次第締め切ります。時間等は事務局にて調整し、改めてご
連絡させていただきますので、予めご了承ください。複数社の相談会をお申込みいただくことも可能です。
※緊急事態宣言が発令された場合、オンライン限定の開催になることがございます。予めご了承ください。
＜切り取らずそのままお送り下さい＞
FAX

大阪商工会議所 経営情報センター行

06-6946-7214

参加回
参加形式

第1回（9/1) ・
会場参加

第2回（10/28）
・

※参加回に〇, 両回参加の場合は双方に〇

オンライン参加

※いずれかに〇

相談会希望

Sansan ・西日本電信電話・フォーバル ・ エフアンドエム ・ オージス総研 ・
リコージャパン ・つづく 井領氏（ITツール導入全般）・希望しない ※複数選択可能

会社名

部署・役職名

氏名

TEL

FAX

E-mail

ＴＥＬ

※ご記入いただいた情報は、大阪商工会議所および講師・大商IT化推進サポーターズ各社で共同利用し、本事業の事務業務に利用す
るとともに、各種連絡・情報提供に利用します。また大阪府（事業費補助金交付元）及び講師・大商IT化推進サポーターズ各社へ参
加者名簿として提 供します。これらについては申込者ご本人に同意いただいたものとして取扱わせていただきます。

