
■お問い合せは

48－04

■ソフト開発・総販売元
あなたの満足が私たち名人の誇りです

： TEL 03-6661-1210　 FAX 03-5643-0909
： TEL 06-6228-1383　 FAX 06-6228-1380

東 京 本 社
大 阪 本 社

RＰＡソリューション

https://www.usknet.com/　meijin@usknet.co.jp

■ソフトウェア構成 ■データ変換オプション

Autoブラウザ名人 開発版

Autoブラウザ名人 実行版

Autoブラウザ名人 開発版 160,000円

39,000円

40,000円

10,000円

－　　　

720,000円

178,000円

180,000円

45,000円

－　　　

800,000円

198,000円

200,000円

50,000円

－　　　

10,000円/月

4,000円/月

2,500円/月

－　　　

10,000円/月

スクリプト開発用ソフトウェア

スクリプト実行用ソフトウェア

スクリプト開発指導の受講必須

Autoブラウザ名人 実行版

データ変換オプション 開発版

データ変換オプション 実行版

開発者向けサポート （保守）

※期間ライセンス価格はVer.6.0より適用となります。
※ソフトウェア保守契約は必須です。
※Autoブラウザ名人は、英語版と中国語版をラインナップしています。

※記載の情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は当社Webサイトをご覧ください。

※サポートの内容により、導入支援サービス • スクリプト開発費用 • 操作指導料 • その他費用が発生します。
※別途、バックアップ用ライセンス（有償）もご用意していますのでご利用ください。

Windows操作・ブラウザ操作の自動記録､
スクリプト編集、HTMLビューアを実装し
た開発用ソフトウェア

開発したスクリプトをインポートして
利用する実行用ソフトウェア

開発用PCには開発版を、実行用PCには実行版をインストールし、
配布されたスクリプトを実行します。スケジュールは各実行用PC
で設定できますが、同一ネットワーク上にあれば1台で複数のPCを
制御して実行することもできます。

データをアップロード又はダウンロードし、他のシステムと
連携する際、データ変換オプションをご利用いただくことで、
自動化する業務の範囲をさらに広げることができます。

●入力ファイルと出力ファイルそれぞれの項目をヒモ付ける
だけで簡単にデータ変換の設定が行えます。
●変換時にマスタ参照や項目間の計算ができます。
●開発版と実行版があり、複数導入する際に選択できます。

■導入イメージ

スクリプト配布

■価格（税別）

■動作環境

実 行開 発 実 行 実 行

開発版 実行版

動作OS

Windows 10 Pro/Enterprise（32bit/64bit）
Windows 8 / 8.1 Pro / Enterprise（32bit/64bit）
Windows 7 Professional / Enterprise（32bit/64bit）
Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016

Internet Explorer 10 / 11 
※ Windows UIのInternet Explorerは除きます。

DVDドライブ必須（インストール時）
SQL Server 2012 Express必須（製品ディスクに同梱）
.NET Framework 4 及び.NET Framework 2.0 SDK 必須（製品ディスクに同梱）
自動瀏覧器名人（中国語版Autoブラウザ名人）は中国語簡体字版OSで動作します。

・実行時のAdministrators権限は不要です。
・Windowsにログインしデスクトップが表示されている必要があります。
・自動化するサイト、関連サイトは、信頼済みサイトに登録する必要があります。
・全てのブラウザ操作が自動化できるとは限りません。必ず事前確認をお願いします。

ブラウザ

その他

注意事項

品　　　名
期間ライセンス価格 買取

ライセンス
価格

月額保守料
（必須）

備　　　考
5年１年

業務の自動化により
オフィスの生産性を向上し

働き方改革の実現を支援します

https://www.usknet.com

ブラウザ操作を自動化する
RPＡソリューション



ＲＰＡソリューション

の特徴 導入事例
手作業で繰り返されるWindowsアプリ・ブラウザ操作のロボット化を実現 飲料メーカー

1社で２0数カテゴリに及ぶ
POSデータを毎日ダウンロード

年間の削減効果
5,700時間
1,100万円

●ログイン、クローリング、マウス／キーボード操作、ダウンロード／アップロード、
　画面の保存／印刷など、様々なWindows画面やブラウザ操作を自動化するＲＰＡ※。
　手作業による単純作業から解放され、働き方改革の実現を支援します。

Autoブラウザ名人は、開発しやすく、導入しやすいRPAとして、
発売以来約15年、500社以上に導入されています。

取引先WebEDI

ＰＯＳデータ

その他Webサイト

Webアクセス

ログイン

メニュー操作

ダウンロード

外部PG（データ変換）

ブラウザ操作の一例

コーディングレスで処理の自動化が設定できるスクリプト編集画面

働き方改革
の実現

Ａ
サ
イ
ト

Ｂ
サ
イ
ト

Ｃ
サ
イ
ト

1

開発しやすい自動記録とスクリプト編集
●業務担当者によるブラウザ操作のお手本を自動記録します。
　自動記録では再現できない処理は、１ステップずつ確認できる
　スクリプト編集機能で対応できます。
　　

　　　・日々変化する指定項目（日付、明細数など）
　　　・保存ファイルのリネーム など

●よく使う処理は部品として再利用が可能。
　　

　　　・ログイン処理、エラー処理など

●外部システムからの呼び出し、外部システムの呼び出し、
　VBScriptの記述も可能。

●より確実に画面操作の自動化を可能にするHTMLドキュメント
　ビューアで、HTMLタグが素早く確認できます。
　　

　　　・HTMLドキュメントビューアは開発版に搭載

2

実行結果のメール通知、ログ出力で安心の運用管理
●全ての処理の実行ログが確認できますので、
　安心して自動化環境を構築できます。

（※）RPAとはロボティック・プロセス・オートメーションの略で、人に代わりソフトウェアがロボットのようにマウスやキーボード操作を行うこと。
　　　業務の品質向上と作業時間の短縮に効果があり、働き方改革を進める企業に注目されています。

●実行結果、エラー内容をメールで通知。
　画面キャプチャーの添付も可能。

●スクリプト単位で設定できる
　スケジュール機能。

1台で複数ＰＣのスクリプト実行も可能

3

自 

動 

化

プログラム開発
プログラム開発とスクリプト編集の違い

個人に依存した複雑なコーディングでブラックボックス化しやすく、開発 ・ 保守が困難
スクリプト編集 コーディングレスで開発しやすく、保守性にも優れ、運用管理も充実している

POSデータ
分析システム

小売各社

電気メーカー※
得意先からのＷｅｂＥＤＩ及び
メールによる受注を自動化

年間
480時間削減

受注データ 基幹システム

得意先各社

アパレルメーカー
ＥＣサイトの管理画面の操作
在庫・価格情報のアップロード

登録モレ
ミス防止

商品マスタ 受注確認／決済管理
基幹システム

各ＥＣサイト クレジット会社

各種申請

基幹システム

金融機関
クレジット会社への各種申請
基幹システムと連携した自動入力

登録ミス防止
入力時間短縮

食品卸
Windowsアプリの操作を自動化
得意先からの受注データを取得

１日約３時間の
手作業を削減

得意先の専用アプリ
で受注データを受信 納品伝票

食品スーパー

※電気メーカーの事例 ： メール操作を自動化するAutoメール名人との連携で、自動化する業務範囲がさらに広がります。

化成品メーカー／証券会社
ファームバンキングから
入金明細を取得し基幹と連携

入金処理の
効率化

入金明細
基幹システム（ＳＡＰ）

ファームバンキング

食品メーカー

電機メーカー

鉄鋼商社

業務代行サービス

引っ越しサービス

製造

貿易

住宅金融

官公庁

情報処理サービス

金融

広告代理店

食品メーカー

コンビニ、ホテル、外食チェーンのWebEDIから受注データをダウンロード

基幹システムを巡回し受注データを確認し、調達 ・ 生産システムに入力

鉄鋼メーカーの品質証明（ミルシート）をダウンロード

各通信キャリアから請求明細を取得し、契約企業に提供

見積もり比較サイトに登録された情報を定期的にダウンロード

生産設備の稼働状況を管理者用のＷｅｂ画面から定期的にダウンロード

発注データ、見積りのダウンロード、納期回答のアップロード

オンラインバンクからの入金情報を10分おきにダウンロード

グループウェアのアカウント情報の一括登録、更新作業を自動化

Webサーバの稼働ログを取得しシステム管理ツール（JP1）に連携

代理店システム、ホームページの死活監視

Web広告のクリック情報を自動収集

ECサイトの売上げランキングをテキストで抽出、TOPページを画像で取得

新機能

（自動化）

WMS

労働生産性の向上

長時間労働の是正
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