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ハウジング サービス
お客様のサーバー・通信機器をデータセンターでお預かりするサービスです。
万一の災害に強い堅牢な施設、安定した電源供給、そして 高いセキュリティで
情報システムの安定稼働をお約束します。

業務自動化ソフトウェアロボット

NEC Software Robot Solution
パソコン上の操作や作業をソフトウェア
ロボットに記憶させ、業務を自動化。
人とロボットが協働する、新しい業務
オペレーションをご提案します。
適用効果
業務の効率化

品質の向上

収益性の最大化

膨大な情報の収集や複数システムに入力する定型

人が入力、
操作していた一連の作業をソフトウェア

ソフトウェアロボットが業務を代行することによる

業務をソフトウェアロボットが代行することで、

ロボットが記憶し、
正確に実行することにより、
従来

コスト削減だけでなく、
人員を増やすことなく付加

処理時間を短縮でき、
生産性が大きく向上します。

発生していた人的ミスが大幅に減少します。

価値の高い業務へシフトすることができます。

運用イメージ
顧客登録を自動化
営業担当からの顧客登録依頼を

添付された情報を
各システムへ
RoboSolが自動登録

メールで受け、複数システムに
対して顧客情報を登録します。

情報を添付し、
メールを送信

登録処理が完了したら、営業へ

顧客情報
システム

メールを自動送付します。
営業管理
システム

営 業
登録完了を通知

紙媒体の入力の自動化
スキャナOCRと組み合わせるこ
とで 入 金 伝 票 などの 紙 媒 体を
データ変換し、システムへ自動
入力します。
OCRでデータ化された文字、
値をRoboSolがシステム入力

紙媒体

スキャナで読み込みデータ化

会計
システム
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掲載以外にも多数ソリューションを
ご用意してお待ちしております！

