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ソリューション全体図
基幹システムと柔軟に連携し、受注から出荷までをカバーするソリューション全体図

名人シリーズは、当社が長年蓄積してきた受発注や物流業務のノウハウをパッケージにしたソフトウェアです。
取引先ごとの対応が必要な業務のシステム化が迅速行え、基幹システムとも柔軟に連携いたします。
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ＲＰＡの取り組み

ユーザックシステム株式会社

RPA関連ツール
〈ブラウザ操作部門・2016年度〉

シェアNo.1
富士キメラ総研「2017 サービス

ロボット/RPA関連市場の将来展望」

2017年度
日本食糧新聞社の

第20回日食優秀食品
器械・資材・素材賞を受賞

Autoブラウザ名人

主なRPA導入企業
ジャパンネット銀行 ソフトバンク・ペイメント・サービス
サッポロビール 日本製粉 昭和産業 ツインバード工業
国分ビジネスサポート ヤクルト本社 プリマハム 日本通運
セイコークロック 山善 日伝 三菱マテリアルテクノ
敷島製パン 片山工業 昭和電機 LIXIL住宅研究所
アムハード小西 信州ハム 兵庫県 国土交通省 など（敬称略、順不同）

国内では最も早くから業務自動化ソフトを自社開発し、
900社以上に提供している国産RPAベンダー

2004年 ブラウザ操作自動化ソフト「Autoブラウザ名人」発売
2010年 メール操作自動化ソフト「Autoメール名人」発売
2018年 新ＲＰＡ「Autoジョブ名人」発売
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弊社RPAの評価

15年以上に渡り業務の自動化を支援してきました。つくりやすさだけでなく
安定稼働、SEサポートを重視した部分についてユーザー様から高い評価を頂いております。

※このアンケート結果は弊社の
RPAツール全体の結果です。
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RPAソリューション全体図
ユーザックシステムのRPAソリューションは

画面操作だけではなく、業務プロセス全体の自動化をご支援いたします。

Windowsアプリ ブラウザ メール送受信

画面操作

メール通知

操作ログ管理

データ変換

実行指示

スケジュール実行

画面操作を自動化するRPAだけでなく、自社の業務カレンダーに合わせたスケジュール管理や
実行結果のメール通知、データ変換など、業務プロセス全体を自動化いたします。

業務プロセス
全体を自動化

データ変換オプション
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RPAとは

取引先
社内システム

金融機関
Ｗｅｂサイト

社員 …

Windows
アプリ操作

ブラウザ
操作

Ｅメール
操作

データ変換

取引先
社内システム

金融機関
Ｗｅｂサイト

社員 …

受発注
出荷／在庫報告
ＥＣサイトの管理

入金確認
POSデータ取得
サイトの監視…

EXCELデータ
入出力

RPAとはロボティック・プロセス・オートメーションの略で、人が繰り返し行うパソコン操作を
ソフトウェアで自動化することです。既存のシステムを変更せずに自動化できるのが特長です。
作業品質の向上、残業時間の削減など、働き方改革に役立つとして、多くの企業に注目されています。

自動化すべき業務
・繰り返し／大量データ／ルールに基づいた業務
・既存のシステムに手を加えたくない／変更できない業務
・システム開発に費用と時間がかかりすぎる業務
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RPAによる業務自動化事例（1）

経理

人事・総務

・売上伝票や請求書（PDF）のメール配信
・銀行のFBからの入金データ取得
・入金情報の営業への通知

・長時間勤務対象者の管理者、本人への通知

売掛

・決済申請（ワークフロー）、支払入力買掛

・EXCELから仕訳入力会計

勤怠

給与 ・給与明細のメール配信

・グループウェアのアカウント情報の更新

受注

顧客

・受注データのダウンロード、メール受注

・新規顧客の与信調査、登録申請

報告 ・得意先への在庫報告（Web、メール）

EC ・ECサイトへのマスタ登録、受注データDL

人事

営業

一部Autoメール、Autoジョブ名人の事例も含まれます。

Autoメール名人

Autoメール名人

Autoメール名人
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RPAによる業務自動化事例（2）
一部Autoメール名人の事例も含まれます。

購買・物流

発注

出荷

・発注データを仕入先サイトにアップロード

・出荷案内（送り状番号）をメールで通知

在庫 ・安全在庫割れ間近の情報を担当者に通知

コールセンター
受付

契約

・一次受付での対応窓口の振り分け

・新規契約の事務手続き

マーケティング

収集

収集

・POSデータのダウンロード

・ECサイトの売上ランキングを取得

実績 ・販売実績の収集とレポートの作成、配信

情報システム

管理

管理

・サーバの監視、負荷状況の確認

・ファイアウォールのログを自動採取

Autoメール名人

ワークフロー ・毎月の支払い処理の自動申請

Autoメール名人
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RPAを選定するポイント

稼働安定性 長期
稼働実績

導入の
しやすさ

いかに安定して
業務が稼働で
きるか

どれだけ
多くの企業が
実際に

使っているか

導入コスト
容易なシナリオ作成

RPAの導入に失敗しないためには、
次の3つのポイントが大切であると考えます。

RPAの品質＝稼働安定性 いかに業務を安定して自動化するかが最も大切です。

× ＝充実の
保守体制×

専任SEによる
安心できる体制
・メール
・TEL
・リモート
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業務プロセス全体を自動化

Autoブラウザ名人は単純な画面操作だけではなく、取引先とのデータ交換など
基幹業務に関わるミスが許されない業務、プロセス全体の自動化も実現いたします。

❶単一業務の
簡単な画面操作

自動化
レベル

❷分岐処理が必要な
複雑な画面操作

❸基幹業務に関わる
ミスが許されない業務

現場開発が可能
従来のシステム構築と同等の
高度な開発スキルや管理体制
が求められる

開発教育や技術的な
フォローが必要

開 発
スキル

単純作業の自動化を
プログラムの知識なく
簡単に作成できる。

現場に任せてしまって
良い業務。

専任SEにより自社の開発スキルに合わせて、運用・開発支援のサポート致します

マニュアルに沿って
複数の条件を確認しながら
行うような作業。

企業間のデータ交換、
基幹業務の重要なデータを扱
う業務。

エラー時の迅速な対処、
安定した自動化が必要。

安心サポート
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Autoブラウザ名人の成り立ち

1．ブラウザ（HTML）をタグ認識します
・・・ブラウザ操作を安定化させます

2．各Webサイトの処理をスケジュールでの実行が可能です
・・・人による実行忘れを防止します

祝日設定や営業日振替が可能なので、
人と同じようなスケジュールでの実行を実現します。

3．エラー時のメール通知を標準搭載しています
・・・万が一のエラーにも迅速に対応が可能です。

「Autoブラウザ名人」はWebEDIを自動化する為に開発されたツールです

～WebEDIの安定的自動化に不可欠な機能を実装～
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Autoブラウザ名人の特徴

1．確実な画面操作を実現
ブラウザに特化した業務を確実に自動化します
Google Chrome操作の自動化にも対応（新機能）

2．柔軟なシナリオ作成
使いやすいスクリプト編集、タグ解析ビューア

3．充実した運用管理
エラー通知、カレンダー実行、
データ変換オプション

4．導入しやすい価格体系

5．自社開発支援だけでなく、シナリオ作成も受託

安定稼働を実現する「Autoブラウザ名人」は下記の特長があります。



12

Autoブラウザ名人の特徴

1．確実な画面操作を実現

項目の指定方法の違いにより操作の安定性に大きく影響します。

ブラウザに特化し画面操作を確実に自動化します。
（キー操作でのアプリ操作は可能です。）

タグ指定
（オブジェクト指定）

高い 低い画面操作の安定性

キーボード指定 座標指定

HTMLタグ,UIタグによる指定。
画面デザインの変化や解像度
の違いなどに影響されず、
確実な項目指定が可能。

表示位置の少しの変化でも
誤動作しやすい。

Autoジョブ名人は上記全ての項目指定が可能です。
Autoブラウザ名人は❶のHTMLタグ指定と❷❹を
サポートしています。

TABやショートカットキー
などによる指定。
画面表示とキー操作の
タイミングがズレると
誤動作が起きやすい。

❶ ❷ ❹画像指定

Autoブラウザ名人は
画像認識に

対応しておりません

❸



ブラウザ操作の記録
ブラウザ（IE）は自動的に人の操作を記録しスクリプトとして保存します。
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Autoブラウザ名人の特徴

2．柔軟なシナリオ作成

処理内容が一覧できる
スクリプト編集画面

●一つの操作を1行で表示。多くの処理も一覧でき、
処理の追加、削除、参照が容易

●条件分岐やループ処理に対応

●さまざまなマウス処理にも対応
・ドロップ＆ドラッグ
・マウスオーバー
・ラジオボタン、チェックボックスなど

●確実に項目指定ができる「タブ解析ビューア」連携

●VBスクリプトの記述や外部プログラムの起動

（1）スクリプト編集
人の操作を自動記録し、スクリプトとして保存

スクリプトを編集し、自動化シナリオを完成
スクリプト編集の主な特徴
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Autoブラウザ名人の特徴

2．柔軟なシナリオ作成
（2）タグ解析ビューア

Webページを確実に操作するには、
操作対象となる項目のタグ情報＝各項目につけられた
IDを指定する必要があります。

タグ解析ビューアがそのタグ情報を指定した項目ごと
に自動解析します。

対象項目をクリックするとタグ情報が表示され、
スクリプト編集画面に反映されます。

※Autoブラウザ名人はHTMLのみ解析可能です。
アプリの解析にはAutoジョブ名人が必要です。対象となる画面を表示する

イメージビュー

アプリやWebページの
タグ情報の解析結果を表示
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Autoブラウザ名人の特徴

3．充実した運用管理
（1）メール通知

・実行結果を担当者に通知
・処理に応じた柔軟な通知
・エラー時の画面イメージ（スクリーンショット）添付

※エラー時の画面が確認→修正に大いに活躍します

を指定したメールアドレスに送信できます。

開発の検証時や実運用で使える便利な機能です。

スクリーンショットの添付

メール送信の利用可能プロトコル
SMTP,SMTP(SSL),SMTP(STARTTLS)
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Autoブラウザ名人の特徴

3．充実した運用管理
（2）スケジュール実行

クライアント１台から業務レベルでのスケジュール管理が可能

・自社の業務カレンダーの登録と実行
・曜日や特定日の実行
・前の処理が終了するまで待機
・翌営業日への振り替え機能

※OS標準のタスクスケジューラが不要で、
よりきめ細かいスケジュール実行ができます。

ジョブの実行状況も一覧表示
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Autoブラウザ名人の特徴

3．充実した運用管理
（3）データ変換オプション

データのアップ／ダウンロード、他システムとの
連携など、大量データを処理する場合、
新たにプログラムを作成することなく、
各種データベースの更新や参照が可能です。

EXCEL、CSV、データベース間のデータ変換や項目
の並び替えなど、プログラムレスで開発できます。

数百～数万件のデータ入力も
超短時間で実現！
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Autoブラウザ名人の特徴

3．充実した運用管理
（4）実行指示クライアント（オプション）

RPAに任せる仕事の準備ができたら
自分のPCから実行指示できます。

Autoジョブ名人［開発版／実行版］
Autoブラウザ名人［開発版／実行版］

あとは
私に任せて！

実行指示

実行指示クライアント ＲＰＡ実行端末

基幹システムへの
データ入力ロボット

入力元となるデータを
EXCELで用意。
あとはRPAにお任せ！

ECサイト巡回ロボットＥＣサイトから受注データ
をダウンロードを指示。

スケジュール化されたジョブとともに
実行指示されたジョブが順次実行されます。

実行指示



19

Autoブラウザ名人の特徴

3．充実した運用管理
（5） （OCR＋テキスト読み取り）

PtoE変換オプション
Excelに自動変換され
るので、開発工数は０

です

PDF内のテキストをEXCEL
にデータ抽出します

帳票定義の開発が不要！
自動変換される為、面倒な帳票定義の工数は０です
※変換後のExcelはxls形式に変換されます。

xlsx形式に変換する場合処理区分で再保存処理を作成する事で対応できます。

・変換想定帳票：納品書や請求書等の罫線がある帳票類（手書き帳票やフリーフォーマットは対象外です）
・Autoブラウザ名人V9.0以降で対応

PDFからテキストと線分の位置情報を解析して、Excelのセル書式に再現します。
セルの位置・大きさ・テキストの配置など、元の表イメージに近い変換結果を得ることができます。

新製品
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おもな機能一覧
自動記録

シナリオ
作成／編集

IEの操作を自動記録しスクリプトとして保存（Chrome操作の自動記録はできません）

Webページの操作：HTMLタグ／画像／座標による項目指定
・マウス操作（クリック、ラジオボタン、チェックボックス、コンボボックス）
・ファイル操作（アップロード／ダウンロード）
・データ入出力（フォーム入力、画面表示テキスト情報の取得）など

Windowsアプリの操作：キーボード／座標による項目指定
・マウス、キーボード操作
・データ入力、印刷指示などアプリケーションの操作 など

共通機能
・参照ファイルのアクセス（各種DB／CSV）
・対象先不明の処理（再検索／エラー終了／スルー／指定行に移動）
・分岐条件、変数テーブル、ユーザー関数
・VBスクリプト、外部プログラム起動
・その他（タグインデックスの自動更新、ダイヤログ操作） など

作成したシナリオを実行／外部アプリからコマンドによる呼び出しも可能

スケジュール管理

メール通知

操作ログ管理

データ変換オプション

業務カレンダー機能／スケジュール実行／稼働状況管理

処理結果の通知、実行ログ・スクリーンショットの送信

操作ログの保存と閲覧

データマッピング・変換機能をオプションで提供

PtoE変換オプション PDFをExcelに変換

画面操作
の自動化

シナリオ実行

集中管理機能 複数PCのジョブの集中管理は個別対応にてご提供
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サポート体制

開発から運用に至るまで、
専任SEによる充実したサポート体制をご提供しております。

メール・TEL・リモートでのご対応が可能です。何度でもお問合せいただけます。

開発・ソフト
保守サービス バージョンアップ

サービス
運用保守サービス

開発版をご契約いただくと
スクリプト開発に関する
問合せサービスが受けられます。

開発の仕方・エラー復旧の仕方等
自社で作成したスクリプトに関し
てお問い合わせいただけます。

当社でスクリプト開発した場合、
スプリプトの改修やエラー時の
対応方法などのご相談をお受けします。

業務の安定稼働をご支援します。

ライセンスの契約期間中は
ソフィトウェアのバージョンアップを
無償でご提供いたします。

バージョンアップに伴うサポートが
別途必要な場合があります。
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まとめ

Autoブラウザ名人をご利用いただくことで、
安心できるWebEDI（ブラウザ操作）の自動化が可能となります。

専任SEによる充実した保守サービス

WebEDIに必要な機能
・タグ認識
・スケジュール実行
・エラー通知

様々な方法での保守対応
・メール
・TEL
・リモートツール
（チームビューアー等）

RPAツールによる機能面と人によるサポート。
この両面から貴社の自動化をサポートします。
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システム構成と価格体系

Autoブラウザ名人開発版
（実行機能含む）

開 発 実 行 実 行 実 行

Autoブラウザ名人実行版

スクリプト配布

システム構成

価格体系

Autoブラウザ名人は、PCまたはサーバ上で動作いたします。スクリプトはOS単位で実行しますので、複数同時稼働する場合は、
必要に応じてPC/サーバおよび開発版/実行版をご用意ください。
人と同じ操作を確実に自動化するため、スクリプト実行時はWindowsにログインし、デスクトップが表示されている状態で稼働
いたします。専用のPC/サーバをご用意ください。

品名
年間ライセンス価格

Autoブラウザ名人 開発版

（税別）

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）

¥160,000

¥39,000
¥40,000
¥10,000
－

１年
¥720,000

¥178,000
¥180,000
¥45,000
－

５年
¥800,000

¥198,000
¥200,000
¥50,000
－

買取
ライセンス価格

¥10,000/月

¥4,000/月
¥2,500/月

－
¥10,000/月

月額保守料

実行指示クライアント
PtoE変換オプション

¥24,000
¥180,000

－
－

－
－

ライセンス価格に含む

ライセンス価格に含む
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動作環境

ＯＳ

メモリ

Windows 10 Pro/Enterprise（32bit/64bit）
Windows 8.1 Pro/Enterprise（32bit/64bit）
Windows Server 2019 Standard
Windows Server 2016 Standard
Windows Server 2012 R2 Standard
※64bitOSは、Intel64、AMD64に対応。IA64は不可。
※Autoジョブ名人のインストールにはAdministrators権限が必要です。

Autoブラウザ名人分として、1GB以上確保することを推奨します。

対応ブラウザ
タグ解析の対象ブラウザはInternet Explorer 11/10（デスクトップ版）とChrome です。
※ Microsoft Edgeなどは画像認識での動作となります。
※ 自動化するサイト、関連サイトは、信頼済みサイトに登録してください。
※ Windows UIのInternet Explorerを除く

その他
DVDドライブ必須（インストール時）
SQL Server 2014 Express必須（製品ディスクに同梱）
.NET Framework 4.5 、 .NET Framework 2.0 SDK 必須（製品ディスクに同梱）
Excel2010, Excel2013, Excel2016, Excel（Office365Ver）のいずれか必須

留意事項
1．Autoブラウザ名人のスクリプトはそのままAutoジョブ名人でご利用いただけますが、

Autoジョブ名人のスクリプトをAutoブラウザ名人で利用する場合、以下のスクリプトは
実行できませんのご注意ください。
・画像認識を利用したスクリプト
・Windowsアプリを対象とした、UIタグや処理区分を利用したスクリプト

2．スクリプト実行時は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。
3．自動化するサイトは信頼済みサイトへの登録をお願いします。
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導入支援サービス

RPAの検討から導入まで、充実したサービスメニューをご提供しています。

RPA徹底解説セミナー ハンズオンセミナー トライアルセット

業務分析・改善コンサル プロトタイプ作成 開発者向け研修

RPA受託開発サービスもおこなっています

検討

導入

受託
開発
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お問い合わせ

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

東京本社
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町4-3 国際箱崎ビル4F
TEL 03-6661-1210 FAX 03-5643-0909

大阪本社
〒541-0048
大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル3F
TEL 06-6228-1383 FAX 06-6228-1380

あなたの満足が私たち名人の誇りです
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