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「働き方改革」「人手不足」「BCP」「SDGs」「コロナ問題」…

現在の企業を取り巻く経営環境は、めまぐるしく変化しており、

活用できる技術・サービスも日々進歩しております。

ヤマイチテクノでは、皆様のお役に立てるよう”Yamaichi magazine” を通して

Topics・新規サービス・ツール・イベント情報などの最新情報をお届けして参ります。

是非、ご活用ください。

Yamaichi magazine 編集部一同



Topic,1 今、テレワーク環境の整備が急務です 💦

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、在宅勤務を含むテレワークに関する関心が高まっています。会社のオフィスに出社せず、自宅など、
会社から離れた場所で業務を遂行するリモートワーク。また、リスクヘッジのために一時的にオフィスを分散する企業も増加しています。

新型コロナウイルス対策としてテレワークに関する関心が高まる

テレワークの導入率には企業間で大きな差が存在

在宅勤務やテレワークを実施した企業は資本金３億円以上の
大手企業で５４・７％にのぼる一方、同３億円以下の
中小企業で９・５％と、企業規模により対応に差がありました。
（大阪商工会議所調査結果：3/12発表 3/13日刊工業新聞新より）

新型コロナウイルスの感染拡大伴い、テレワークや在宅勤務制度を
実施しようとする企業が増加しているものの、中小企業にとっては、
「高嶺の花」となっているのではないでしょうか。

テレワークをするならクラウドサービスがオススメ！

「在宅勤務やテレワークを導入したくても、業務の特性上できな
い」という声も聞かれます。しかし！“したくてもできない”と
思われがちな業務でも、クラウドサービスを利用すれば、簡単か
つスピーディーに在宅勤務やテレワークを実施できるようになり
ます。クラウドサービスは、インターネットに接続さえできれば、
自宅のパソコンからでもIDとパスワードでシステムにアクセスで
きます。今では様々なシステムがクラウド化しており、システム
でクラウドサービスが利用できないものは“ほぼない”状態まで
市場は進化しています。
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Topic,2 テレワークするなら、Office 365 💻
Office 365は、一般的なOfficeの機能を持ちながら、グループ内のメンバーや拠点など遠隔地との間で、文書、データ、会話、
時間等を共有できる数々の機能を備えています。テレワークを推進していくのにピッタリの機能と言えます。

▼Office 2010＆2013ユーザ様必見！

総額１億円キャッシュバックキャンペーン
Office 2010＆2013をご利用のお客様（法人様）が新規でOffice 365をご購入頂くと

「１シートあたり5000円のキャッシュバック」もしくは「１シートあたり5000円をOffice 365の

導入サービスをお値引き」からご希望の特典をお選び頂けます。

◆ メンバーのスケジュールを共有したい

Office 365 Exchange OnlineではOutlookのメール機能だけでなく、メンバーのスケ
ジュールも共有可能です。また打ち合わせなどの招集機能で、一目でメンバーの空き時間を
確認できるため、電話でそれぞれの予定をおさえることなく、簡単にスケジュールを組むこ
ともできます。

◆ チームワークを実現するためのハブ

Microsoft Teamsはチームで働く全ての人にチームが必要とするさまざまなツールと共にコ

ンテンツを共有しながら、チャットや音声、映像を含む会話ができる環境を提供します。

◆ クラウドストレージを使った情報共有

Office 365には、1ユーザー当たり1TB（テラバイト）のクラウドストレージOneDrive 

for Businessが付属している。

会社のチームメンバーや取引先と書類などのファイルを共有することで、いつでもどこでも

効率的にドキュメントのやりとりを行うことができます。
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Topic,3 RemoteView でテレワーク実現 ✨

RemoteViewとは、遠くにあるパソコンやサーバーに接続し、
安全・簡単・スピーディーにPCを制御することができるリ
モートコントロールソリューションです。インターネット環境
さえあれば、時間や場所に関係なく手元のPCのように遠隔操
作することができます。持ち出し端末にはデータを残さず、
SSL暗号化通信と二重ログイン認証で安全にご利用いただけま
すので、安心安全なテレワーク環境を構築することができます。

PC導入後の電話サポート、修理、復旧も当社におまかせ！

ネットワーク保守メニューもご用意しております。
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Topic,4 ヤマイチテクノが提案するクラウドサービス 👉

「勤革時」はお手持ちのPCとインターネット（VPN不
要）だけで利用可能な、クラウド型の勤怠管理システムで
す。
クラウドだから最新の勤怠状況をリアルタイムに集計・確
認。直出直帰の従業員勤怠も正確に管理可能です。
もちろん複雑なシフト管理にも対応できます。
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ESET Endpoint Protection

ライセンス自動更新！
ESETライセンス製品ならクライアント用もサーバー用もライセンス購入内で自由に利用可能です。

仕事の効率を上げて、生産性を高めることができる高機能グループウェア

desknet's NEOは、誰でも作れる組織ポータルで、情報を探す時間のムダを解決できます。さらにAppSuiteをご利用いただく
ことで、Excelの台帳管理や、案件管理や顧客管理など、現在のフォーマットをdesknet's NEOの一機能としてテンプレート化
できます。面倒な業務処理や月次集計作業をノンプログラミングで実施でき、会社に合った「働きやすい環境」が作れます。

アンチウイルスソフト
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クラウド型遠隔ミーティング

Peer to Peerから大規模会議まで多様なコミュニケーションが可能なクラウド型Web会議サービスです。
映像を活用し、これからの会議のあり方や社内外の横断的なコミュニケーションを変えていきます。

ネクストセット アドオン for Office365

Office365をより便利に！安全に！ネクストセットのOffice365アドオン

様々なアドオンサービスをご提供しております。
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PCAクラウド 導入実績12,000法人！サービス開始12年目の基幹業務クラウド

豊富な連携サービスで自由度の高いカスタマイズを実現

コスト削減！遠隔地運用でもメリットが拡大！
サーバー導入の初期費用・サーバー管理の手間が削減できます。
また遠隔地運用を行う場合、通常の環境構成として推奨している
リモートデスクトップサーバーなどの環境構築も不要となり、
更なるコスト削減につながります。
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「RICOH カンタン名刺電子化アプリ for 連絡とれるくん」

連絡とれるくんは、社員・お客様情報、コミュニケーションツールを一元管理し、連絡先を一つにまとめるWeb電話帳のクラウドサービスです

連絡先検索 最適な方法で発信

マルチデバイス コミュニケーション

バラバラの連絡先を一括管理

従業員のスマートフォン
に登録されている番号

個人で管理
している名刺紙の内線番号表

社内で利用している
コミュニケーションツール

個人で利用している
アプリ内の顧客情報

内線番号表

スマホアプリや複合機から
カンタンに名刺登録

端末内のメモリ0件でも
誰からかかってきたかがわかる

社員・お客様の連絡先を一元管理
階層型アドレス帳機能の提供

名刺管理 着信表示Web電話帳

XXXX XXXXX

（社内/社外）

「連絡とれるくん」の主要機能

連携機能 複合機やその他システムと連携し、よりコラボレーションを促進します。

名刺を複合機で読み取り 連絡とれるくんをハブに
様々なツールと連携！

ヤマイチテクノでは、様々なクラウドサービスを取り扱っています。是非、ご相談ください！
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請求書業務コスト約70％を削減する、電子請求書

「ＢtoＢプラットフォーム」利用企業400,000社突破

企業間における請求書の受渡しをIT化することで、請求書の受取・発行、双方の請求業務の
生産性向上、時短、コスト削減とペーパーレスによるECOを実現する仕組みで、どのような
業界、規模の企業にもご利用いただけます。電子請求書の受取・発行の他、支払通知書機能、
督促機能、消込機能など豊富な機能を搭載した電子請求書サービスの決定版です。

発行側企業様のメリット

1.請求書発行の手間・コスト削減

2.企業別の個別対応や再発行が不要

3.取引先の確認状況が把握可能

4.入金消込・督促まで管理を一元化

受取側企業様のメリット

1.月次決算の早期化が実現

2.自動仕訳で仕訳作業が大幅削減

3.承認リレーのシステム化で時短

4.支払通知書の一括送信も可能
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Topic,5 助成金を活用しよう！

新型コロナウイルス感染症対策として新規で在宅勤務などのテレワークを導入する中小企業を対象に、助成金制度も始まりました。
これは、既に令和２年度の受付を終了していた「時間外労働等改善助成金」で新たに特例的なコースを設置するもので、厚生労働
省のホームページにて詳細が案内されています。この助成金は、テレワーク用の通信機器（パソコン、タブレット、スマートフォ
ンは対象外）の導入やクラウドサービスの導入などに活用できますので、ぜひ活用してはいかがでしょうか。

＜時間外労働等改善助成金の概要＞
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2020年注目すべき助成金・補助金

時間外労働等改善助成金 IT導入補助金2020 小規模事業者持続化補助金

厚生労働省 経済産業省担当省庁

支援種類 助成金 補助金

対象事業 中小企業 中小企業 小規模事業者

新型コロナウィルス感染症対策
のためのテレワークコース

二次公募 予定

申請期間
令和2年2月17日から5月29日

令和2年５月～ （予定） 令和2年3月13日～

今回の
緊急対策

政府事業

特徴

テレワーク環境構築がすぐに必要な
事業者に有効な助成金。

4月以降恒久的な「テレワーク対策」や「生産性向上対策」、「販路拡大」等を
行いたい事業者に有効な補助金。

①「ソフト」対象。「機器」は対象外。
②クラウドは1年間分経費。
③採択後の契約・導入が条件。
④A類型上限150万,補助率1/2

★「必要性」と「専用性」が必要
★事業者による申請

ポイント ★ホームページの申請が可能。
★商工会議所・商工会との伴走型

①「機器」「ソフト」が対象。
②広報費用、開発費等も対象。
③採択後の契約・導入が条件。
④上限50万、補助率2/3 等

事業の
活用方法

コロナウィルス対策緊急対策での
事業実施はありません

①「機器」「ソフト」「サービス」 対象。
②クラウドは実施期間費用。
③システム導入後でも申請可能。
④上限100万、補助率1/2

★IT事業者との伴走型

※５月以降は別途ご案内

2020年から複数年継続実施事業
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【時間外労働の上限規制】
働き方改革関連法で、時間外労働
（残業時間）の上限規制が強化
されます。

中小企業

■働き方改革関連法■

【参考】 大手企業：2019年4月

【サイバー攻撃増加】
東京オリンピックに乗じて日本を
狙ったサイバー攻撃が増加！
不正アクセスに要注意です。

オリンピック開催に向けて増加が
予想されている

「延期」

【BCP策定】
政府は2020年までにBCP（事業
継続計画）策定率を大手100％、
中堅50％を目標としています。
「政府目標」

中堅企業：50％
大企業：100％

【5G・Wi-Fi】
2020年から始まる“5G”。通信の
進化というだけではなく、IoT等、
社会の変化に対応した通信サービ
スとなります。

通信環境の変化

【社会保険申請の
電子申請義務化】

大企業において雇用保険・労働保
険等の一部届出・申請・申告書の
電子申請が義務化されます。

資本金1億円超企業

【パワハラ防止関連法】
パワハラについて法律で規定、その
防止措置の義務を企業に課すもので
す。

大企業：2020年6月から施行

【参考】中小企業：2022年4月施行

【水銀等生産終了】
各大手メーカーが水銀灯、蛍光
灯の生産終了を続々と発表。
LED化が加速しています。

「製造・輸出入禁止」

水俣条約により、
2020年12月31日から禁止

【建設業】
省エネ性能説明義務化：
住宅の省エネ性能について、設計
段階で顧客への説明が義務化され
ます。

2021年4月～

【健康増進法の一部改正】
マナーからルールへ
改正された健康増進法が、2020年
4月1日より全面施行されます。

室内禁煙
「喫煙のためには施設内の喫煙室

設置が求められる」

【改正食品衛生法】
食品衛生法が改正され、2020年6月
1日施工されます。原則全ての事業
者が「HACCPに沿った衛生管理」
を求められます。

HACCP義務化

【福祉業】
次期介護保険制度改正（2021 年
度から施行）に向けた議論が注目
されます。

介護保険法改正

4月 6～7月 12月 2021年～

Topic,6 2020年対応すべき社会課題
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新型ウイルス感染拡大の影響により、外出自粛ムードが続いていますね。。。
外で飲んで、ストレス発散したい気持ちをグッとこらえるのも
なかなかツラいものです。（私もツラい！！）
外で飲めないなら、自宅で美味しいおつまみ作って1杯飲もうじゃないか！
ということで、おつまみレシピ紹介します🍶✨

初めまして、ヤマイチテクノ販売推進室の晒（サラシ）です！

今日の一品は、

サクッとやわらか 鶏天 🐔

＜作り方＞
１、鶏むね肉は余分な筋と脂を取り除き

食べやすい大きさにそぎ切りにする。

２、ボウルに①と下味の調味料を入れて揉み込み、
10分ほど置いて味を浸み込ませる。

３、ボウルに冷水、小麦粉、卵を入れ、
玉にならないように混ぜ合わせる。

４、②を③にくぐらせ、180℃に熱した油で
火が通るまでこんがり揚げる。

第二回もお楽しみに！！

＜材料＞ (2人分)

鶏むね肉 ・・・ 1枚（250ｇ）

●下味
しょうゆ ・・・ 大さじ1
酒 ・・・ 大さじ1
みりん ・・・ 大さじ1
すりおろし生姜 ・・・ 小さじ1と1/2
すりおろしにんにく ・・・ 小さじ1

●ころも
小麦粉 ・・・ 1カップ
水 ・・・ 180ml
卵 ・・・ 1個

レモン ・・・ お好みで
明日も一日、

頑張りましょう！！

下味がしっかりついてるので、
そのままや塩で食べても美味しいですが、
ポン酢しょうゆを付けて食べても美味しいデス！

ビールとの相性抜群！
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Contact us

Main office

〒550-0004

大阪市西区靱本町2-4-8

☎06-6448-6111 📠06-6448-5675

Tokyo branch

〒102-0073

東京都千代田区九段北1-12-30
矢野ビル 6F

☎03-3230-8770 📠03-3230-8771

Nagoya branch

〒461-0001

名古屋市東区泉1-21-5 
大日ビル 6F

☎052-972-7100 📠052-972-7101

お問合せは、弊社担当営業まで ：

http://www.yamaichi-techno.jp/

ヤマイチテクノ

HPへ今すぐアクセス！！


