
WinActorシナリオ作成代行のご提案

LIVERSE
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株式会社LIVERSEについて

会社概要

社名
株式会社LIVERSE
英語表記：LIVERSE Inc.

本社住所 〒101‐0061 東京都千代田区三崎町1‐4‐17 東洋ビル11F

TEL 03‐4405‐5888

FAX 03‐6860‐4201

設立 2017年8月3日

役員
代表取締役社長 有本 英晃
取締役 千葉 裕介（株式会社ワンスター代表取締役社長）

取締役 阿部 能（株式会社ワンスター執行役員）

資本金 3,500,000円

事業内容
• RPAロボットソフトウェアの開発・設計・販売
• RPAに関するコンサルティング、情報提供

グループ会社（Findstar Group)

同封同梱広告取扱量国内No.1
ダイレクトマーケティング総合支援

日系通販企業のタイ王国進出支援
海外進出に必要な全サービスを提供

デジタル領域におけるダイレクトマーケティ
ング支援／越境EC事業支援

国内シェアNo.1
リピート通販特化インターネットサービス

海外専門のダイレクトマーケティング支援

LIVERSE

RPA導入支援・シナリオ作成代行に特化したRPA専業企業

提供サービス

弊社サービスの総称。シナリオ作成代行を中心

としたRPA導入支援サービス。使用ソフトは

WinActor。

NTT-AT社が開発した純国産RPAソフト

ウェア。金融機関・公官庁を含む300社

以上の導入実績。
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株式会社LIVERSEについて

1.様々な企業規模でのRPA導入実績・ノウハウ

■大企業 ・大手教育・出版系企業、大手食品チェーン企業、カタログ・WEB通販企業、
インターネット広告・WEBサービス企業、金融機関 など

■中小・ベンチャー ・WEB広告代理店、コールセンター、人材派遣、通販、IT系 など

2.リモート拠点を活用したローコストなシナリオ開発体制

✓ 愛媛県松山市にシナリオ制作のリモート拠点を整備しています

■必要に応じて貴社にお伺いするオンサイト担当者と、リモート拠点でのシナリオ開発部隊が
連携してシナリオ開発。高度なITリテラシーを保有した、子育て世代の女性スタッフを活用
することで、高品質でありながらローコストなシナリオ開発体制を実現。

■RPA導入に必要なソリューションをワンストップでご提供いたします。
・RPA導入×業務標準化コンサルティング
・RPA技術者育成トレーニング
・シナリオ開発代行、保守サポート支援 等



RPA導入成功のセンターピンと

弊社の提供サービス
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RPA導入後の落とし穴

適用業務選定（業務洗い出し）領域 RPA適用・拡大領域

➢属人的な業務に偏重

担当者個々人の属人的な個人業務ばかり集まってしまう

➢RPA化に不向きな業務が混じってしまう

反復性が低い業務や、PCの操作として定型的な処理が

できない業務が集まる

➢必要十分な業務量が集まらない

RPA化による費用対効果が限定的となる。

潜在的な定型業務の洗い出しが別途必要となる

➢実務レベルのシナリオを作れない

簡単な動作のシナリオしか作れず、便利ツールとしての

位置付けでインパクトが限定的になってしまう

➢担当者のリソース逼迫で計画が遅延

RPAのご担当者（とくに開発担当）が本来業務との兼務

の場合、開発スピードがRPA展開スピードのボトルネッ

クとなる

➢全社視点がもたれない

個人レベルの活用にとどまり、効率的なRPA活用がなさ

れず、まとまった成果がでない

RPAは、非常に強力な業務改革ツールですが、

導入後の “落とし穴”も・・・
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RPA導入を成功させるためには

RPA導入を成功させるセンターピンは…

1.RPA化対象業務の洗い出し量と質を確保すること

2.洗い出した対象業務を早期にRPA化すること

RPAに対する正しい理解

と担当者トレーニング

業務の棚卸しと

RPA適用業務の選定

実業務で使えるレベルの

シナリオの量産

RPA導入フェーズでは、適切なRPA適用業務の選定とシナリオ開発体

制の構築をスピーディに進めることが大切です。
特に重要
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RPAシナリオ開発のステップとよくある課題

現状の業務フロー（ステップ）を整理

する

RPAに適したフロー（ステップ）に組

み替える

シナリオを作成する

テスト運用しながらデバッグを行う

「やっぱりこうしたい」という軽微な

修正を行う

安定稼働保守

現状フロー
の整理

3

4

5

6

RPA用に
フロー変更

シナリオ
作成

デバッグ

仕様変更

本番運用

➢ 実務担当者が本来業務で忙しいため、

マニュアル作成に時間がかかる

➢ RPA担当者と実務担当者間でコミュニケーション

コストが発生

➢ 作成できるシナリオの品質・量がRPA担当者のス

キルレベルやキャパシティに依存

➢ 実機依存の性質上、安定稼働するまでに必ず微調

整が必要

➢ テスト運用するなかで新たな要望や見落としてい

た挙動などが発見される

➢ 運用を続ける中で、要件の変更や捜査対象システ

ムの改修等にともなう修正が定期的に発生

現
場
で
発
生
す
る
課
題
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ご提案したい弊社サービス

ニアショア拠点を活用したローコストで

手間の要らないWinActorシナリオ開発代行サービス

特徴１ 特徴2

特徴3 特徴4

シナリオ開発の全てを代行

ヒアリングから納品まで全行程を一気通貫で代行します

オンサイト対応

シナリオの開発・納品・動作確認等はオンサイト対応

子育て世代女性中心の開発体制

高度なITリテラシーを保有しながらも、フルタイム勤務が

難しい女性スタッフを活用したニアショア開発拠点

高品質なのに低価格

仕組み化によってローコスト化を実現

★

業務手順の
ヒアリング

全て代行

保守

訪問対応

１シナリオ

５万円～
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価格

以降、＋50ノード毎に¥30,000加算

新規シナリオ作成

シナリオ保守

新規シナリオ作成費×５％／月（オプション）

シナリオ修正は修正ノード数相当テーブル×1/2

業務ボリューム
（ノード数目安）

マニュアル作成あり マニュアル作成なし

S－１（～60ノード） ¥72,000 ¥50,000

S－2（～100ノード） ¥100,800 ¥84,000

M－1（～150ノード） ¥129,600 ¥108,000

M－2（～200ノード） ¥158,400 ¥132,000

M－3（～250ノード） ¥187,200 ¥156,000

L （～300ノード） ¥216,000 ¥180,000
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サービスイメージ

業務

ヒアリング

仕様書

作成

シナリオ

構築

オンサイト

設定
一次納品

デバッグ・

仕様修正

納品

（保守）

サービス領域（代行範囲）

オフサイト（リモート対応） オンサイト（訪問対応） オンサイト＆オフサイト

業務手順およびRPA動作仕様書

を弊社にて作成し、ご確認

実機でセットアップ

（画像マッチやXpath）

デバッグや

仕様修正に対応

継続的な

仕様変更や

不具合修正に

対応

WEB会議（画面共有）

での業務ヒアリング

リモート開発拠点にて

シナリオ開発

お客様にて

テスト運用

２～３Week ２～３Week
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（補足）業務手順書（RPA動作仕様書）イメージ

RPAシナリオ動作仕様書 動作ステップ一覧
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サポートで使用するリモートツールについて
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サポートでは全世界6,000社以上で使われる

遠隔サポートツール「RemoteCall」を使用

✓ ソフトインストール不要で遠隔支援 ✓ 高セキュリティ

米国・国防総省が採用するなど、高セキュリティが認められ、
世界で6,000社以上の企業・公官庁に採用されています。
（国内リモートツールトップシェア）

貴社のオフィスロボインストールPCを、遠隔で操作し、ロ
ボット設定業務を代行いたします。事前に遠隔ソフトのインス
トールなどは必要ありません。

＜導入実績＞

ソフトのダウンロード不要

リアルタイムに柔軟対応

全国対応可能

機密保持契約締結

貴社同意のもと遠隔操作

個人情報の保持なし



弊社の総合的RPA導入支援サービス



© 2017 LIVERSE Inc. 13

RPA導入支援サービス体系

導入フェーズ 運用・拡大フェーズ

早期にROIを回収し、

自社内にRPAノウハウ

を蓄積したい

とにかくライトに

RPAを導入したい

社内リソースを使わず、

業務を自動化したい

RPA導入スタートダッシュプラン

６ヶ月間で１００時間相当の業務自動化
とRPA担当者のトレーニングを完了

お手軽スタートプラン

コンパクトなトレーニングと
実効性の高いツール類を提供

リモート担当者アサインプラン

オンサイト対応可能なRPAエンジニアをアサイン。
新規シナリオ作成や既存シナリオ修正等を月額定額で頼み放題。

従量課金型シナリオ作成代行

料金は作った分だけ。
リーズナブルなシナリオ開発代行。

従量課金型シナリオ作成代行

料金は作った分だけ。
リーズナブルなシナリオ開発代行。

費用対効果の最大化にフォーカスした

RPA導入・運用支援サービスをご提供いたします
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RPA導入スタートダッシュプラン
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導入6ヶ月で月間100時間以上のRPAシナリオ稼働と

社内RPA技術者の育成の完了を実現いたします

提供サービス

✓RPA導入コンサルティング【月２回訪問（目安）】

①プロジェクトメンバーへのRPA説明会 ②各部署への業務洗い出し説明会の実施

③実務担当者への業務ヒアリング ④洗い出し結果のレビューと初期適用業務の選定支援

⑤費用対効果の試算と拡大計画の立案 ⑥IT運用ポリシーを踏まえたRPA規約の策定支援

✓RPA（WinActor）技術者育成トレーニング

・テキスト、実習問題を用いたWinActor短期集中トレーニング（全12時間／参加者10名程度）

・貴社業務のシナリオを利用したより実践的なRPA技術指導及び技術ディスカッション【月１回】

✓月間100時間相当のシナリオの開発代行

・シナリオ本数：5～10本程度を想定

※実際の開発本数は両社協議にて決定。月間100時間の削減を達成するまで無償で開発いたします。

※業務マニュアル不要。要件定義から実装・引き渡しまでを行います。

出張を伴うサポートについては、交通費等の諸費用を別途ご請求させていただきます。

価格 月額：500,000円+税 ×6ヶ月間 ＋ WinActorライセンス費
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RPA業務洗い出し
説明会資料

RPA適用候補業務
ヒアリングシート

候補業務ヒアリング
結果レビュー

技術者育成
トレーニング資料

オリジナルライブラリ
40種類程度

業務手順書作成
ツール（シナリオ）

シナリオ作成
ガイドライン

RPA動作仕様書
（業務手順書）

シナリオファイル
（100時間／月相当）

RPA初期適用結果の
振り返り（レビュー）

アウトプット（ご提供ツール）一覧
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情報名 元情報抽出元 元情報種別 時間 件数

説明/入力例

・xxエクセル作成

・xxへのメール送信

・xxの基幹システム

・レポート作成

・データ抽出

・システムへの情報登録

・基幹システム名

・ソフトウェア名

等システム名

・Webブラウザ

・フォルダ内

・メール添付

・xls

・csv

・その他

・今やっている手順、結果の登録先を大まかに書いていただければ良いです

一般的には以下が謳われます。

・ミス削減

・高頻度化、スピードアップ、夜間含めた自動処理によるサービス向上

・人的工数の削減

・都度

・毎日

・週次

・月次

大凡、月何時間か？

（部署単位）

excel等の複数データを一気に登録する場合は

（回）で記入。基幹システムに一件ずつ

登録する場合は（件）で記入。

・入庫データ Webブラウザ csv

・運行実績 メール添付 xlsx

・店舗別個数検品 フォルダ内 xls

2
システム（客先WEB)

への出庫数入力
データ入力 ・出庫依頼データ 基幹システム csv

・基幹システムを開く

・選択条件を入れて、出庫依頼CSVをダウンロード

・客先webを開く

・選択条件を入れて、CSVダウンロード結果を入力

・ミス削減

・人力工数の削減
毎日 5時間 200件

業務量

1回1
配送KPIデータ（エクセ

ルファイル）の更新
レポート作成

・サイトを開く

・選択条件を入れて、CSVダウンロード

・店舗別検品個数を手入力

・部門別集計欄に当日の出荷台数をペースト

・上記データをKPI作成用元データにペーストし、集計

・ミス削減

・人力工数の削減
毎日 5時間

最終アウトプット 業務種類
インプット

手順 期待効果 業務頻度

etc
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（補足）削減時間について
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削減時間

算出方法

削減時間 ＝ ①対象業務の現状工数 × ②RPA適用率（何割程度自動化できるか）

①対象業務の現状工数はご担当者様へのヒアリング結果に基づいて算出いたします。

②RPA適用率は対象業務フローの詳細ヒアリングを通じて、自動化可能な業務範囲と人間の対応が必要な

業務範囲に分解し、両想定工数に基づいて算出いたします

削減時間の

コミット

について

▼お取り組みが困難なケースについて

・社内ヒアリングの結果、RPA適用対象業務の数が少ない、１業務あたりの工数が小さいなど、

RPAでの削減時間が限定的となることが明らかになった場合、プランをキャンセルとし、

既にお支払いいただいた金額から初期費用20万円＋税を引いた金額を返金いたします。
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リモート担当者アサインプラン
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安心

STANDARD
★★

丸投げ

PREMIUM
★★★

月額120,000円＋税 月額400,000円＋税

✓ 新規シナリオ開発
難易度によって1～2本程度

✓ シナリオ修正・保守対応

✓ 新規シナリオ開発
難易度によって2～5本程度

✓ シナリオ修正・保守対応

標準サポート時間

25時間／月
標準サポート時間

100時間／月

お手軽

BASIC
★

月額50,000円＋税

✓ 新規シナリオ開発
簡単なシナリオ1本程度

✓ シナリオ修正・保守対応

標準サポート時間

10時間／月

※全プランとも３ヶ月契約となります（自動更新）／※サポート時間の持ち越しは１ヶ月間まで

ご提供ツール

情報名 元情報抽出元 元情報種別 時間 件数

説明/入力例

・xxエクセル作成

・xxへのメール送信

・xxの基幹システム

・レポート作成

・データ抽出

・システムへの情報登録

・基幹システム名

・ソフトウェア名

等システム名

・Webブラウザ

・フォルダ内

・メール添付

・xls

・csv

・その他

・今やっている手順、結果の登録先を大まかに書いていただければ良いです

一般的には以下が謳われます。

・ミス削減

・高頻度化、スピードアップ、夜間含めた自動処理によるサービス向上

・人的工数の削減

・都度

・毎日

・週次

・月次

大凡、月何時間か？

（部署単位）

excel等の複数データを一気に登録する場合は

（回）で記入。基幹システムに一件ずつ

登録する場合は（件）で記入。

・入庫データ Webブラウザ csv

・運行実績 メール添付 xlsx

・店舗別個数検品 フォルダ内 xls

2
システム（客先WEB)

への出庫数入力
データ入力 ・出庫依頼データ 基幹システム csv

・基幹システムを開く

・選択条件を入れて、出庫依頼CSVをダウンロード

・客先webを開く

・選択条件を入れて、CSVダウンロード結果を入力

・ミス削減

・人力工数の削減
毎日 5時間 200件

業務量

1回1
配送KPIデータ（エクセ

ルファイル）の更新
レポート作成

・サイトを開く

・選択条件を入れて、CSVダウンロード

・店舗別検品個数を手入力

・部門別集計欄に当日の出荷台数をペースト

・上記データをKPI作成用元データにペーストし、集計

・ミス削減

・人力工数の削減
毎日 5時間

最終アウトプット 業務種類
インプット

手順 期待効果 業務頻度

RPA説明会資料 ヒアリングシート 業務手順書 オリジナルライブラリ トレーニング資料
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お手軽スタートプラン
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価格 初期費用：150,000円+税 ＋ WinActorライセンス費

提供サービス

✓お手本シナリオ作成代行（１シナリオ）

・新規シナリオを１本開発いたします。

業務マニュアル不要。要件定義から実装・引き渡しまで行います。

※メンテナンス・保守はお客様でご対応をお願いします。

✓メール・チャット等でのシナリオ作成サポート（Q＆A）

・専門スタッフ（RPAエンジニア）がシナリオ作成をサポートいたします

✓弊社オリジナルライブラリの提供

・40種類以上の独自ライブラリを提供いたします。

✓RPA技術者育成トレーニング資料の提供

・実践的なシナリオ作成スキルが身につくオリジナルトレーニング資料を提供いたします。



本資料に関するご質問・お問い合わせは下記までお願いいたします。

株式会社LIVERSE（リバース）

HP ：https://liverse.jp

TEL：03-4405-5888

Mail：info@liverse.jp

住所：東京都千代田区三崎町1-4-17 東洋ビル11F

LIVERSE

https://liverse.jp/
mailto:Mailinfo@liverse.jp

