企業の DX 化をサポート！

「RPA」と「OCR」の組み合わせでの作業時間削減※
トライアル内容
A社
（賃貸不動産）
B社
（税理士）
C社
（メーカー）

賃貸契約申込書のデータ化、及び
基幹システムへの投入自動化
相続業務のための通帳のデータ化、
及び読取結果のエラーチェック

作業時間（1 作業あたり）
導入前
1 分 34 秒

42 秒

▲ 55％

54 分 42 秒

9 分 15 秒

▲ 83％

3分

1 分 36 秒

▲ 47％

給湯器の登録書のデータ化、及び
申請書の作成

さいたま
商工会議所

削減効果

導入後

※削減効果等についてはトライアルによる結果となります。導入時の効果については内容や作業環境などにより異なる場合があります
ので予めご了承ください。

SAI - デジ

少子高齢化やコロナ禍といった社会背景において、企業活動での業務効率化や生産性向上に係るデジタル化への取
組が必要不可欠なものとなっております。さいたま商工会議所では、中小・小規模事業者皆様のデジタル化への取組
に向けたニーズを踏まえ、DX ツール・ソフトを【DX ツール「SAI- デジ」】として整備し、2021 年 10 月 1 日より
提供を開始しました。
サービスの一部ではシェアリングモデル※を導入するなど利用価格の低廉化を実現し、中小企業の DX 化を強力に
ご支援します。

その他デジタル化に係るサービス

「身の丈 IT 診断」のご案内

お悩み解決に
活用ください

御社のＩＴ・デジタル化をお手伝いします！
市内事業者皆様の「ＩＴ・デジタル化」を支援する新たな取り組みを開始しています！
経営課題の解決や生産性向上、新たな事業展開に活用できる、御社に最適な手法やデジタルツール等のご提案から
導入支援まで、ご要望に合わせてお手伝いします。
その第一歩として、まずは IT のコーディネーターが御社を訪問し、
「ＩＴ・デジタル化」の課題を見つけ出す「身の丈
ＩＴ診断」をご案内申し上げます。この機会にデジタル化への取り組みを進めてみませんか？

ラインナップ
1 SAI- デジ「RPA」（業務自動化サービス）※①シェアリングモデル
①
2 SAI- デジ「OCR」（手書き帳票読み取りサービス）※②シェアリングモデル
②
3 SAI- デジ「ストレージ」（クラウドストレージサービス）
③
4 SAI- デジ「サポート」（IT 業務コールセンターサポートサービス）
④
※シェアリングモデルとは
① SAI- デジ「RPA」
：使用できる時間帯をスケジュール管理する等により、他の利用者と共同して利用（シェア）するモデル。
② SAI- デジ「OCR」
：利用者全体として月に読み取れる項目数を、１企業に対し月 2,000 項目としてシェアするモデル。

次のようなお悩みをお持ちでしたら、

先ずは気軽にお申込みを！

診断費用 無料

※ツール等の導入・利用に係る費
用は別途要します。

◆何をIT・デジタル化できるかわからない･･･
◆自社の取組を考えたいが何をしたら良いか
わからない…

診断方法

IT のコーディネーターが訪問
します。

申込方法

 記 QR コードから
右
お申込みください

◆やってみたいことはあるが費用が掛かるの
でなかなか取組めない。
◆顧 客管理や帳簿管理、従業員
勤怠管理を効率化したい。


サービス等に関する詳細は担当
もしくはホームページのご確認
をお願いいたします。

さいたま商工会議所

上記 1 ～ 4 のパッケージを

ポイント１

ポイント 2

国内データ保管

さいたま商工会議所
総務・会員サービス部

38,500 円／月（消費税込み）

※ SAI- デジパッケージの利用には条件がありますので、詳細は問合せ先までご連絡ください。

業務効率化

など

問合せ先

提供価格

手書き書類や帳票の文字読み取りを行い、データ化する OCR と、帳票処理
業務の自動化できる RPA を組み合わせ作業時間の削減が期待できます。

画面を見ただけで直感的に使えるように会社パソコンと同じフォルダ構成
になっており、いつものパソコン操作感覚で、誰でも簡単に使えます。

情報政策課 デジタル化推進担当

TEL：048-838-7708
Ｅ -mail：digital@saitamacci.or.jp
「令和１年度補正

ものづくり補助金により作成」

ポイント 3

サポート充実

深夜・早朝でも故障連絡を有人窓口にて受け付けるほか、訪問による機器
交換を 24 時間行います。

（クラウドストレージサービス）
3 SAI- デジ「ストレージ」

「SAI - デジ」サービス概要

従来のファイルサーバや NAS（ネットワーク接続ストレージ）と変わらない運用を実現し、安全にインターネット

（業務自動化サービス）
1 SAI- デジ「RPA」

を介してどこからでも利用できるクラウドストレージサービスです。慣れ親しんだデスクトップと同じ感覚で使える

Windows 端末上のさまざまな業務を自動化でき、作業時間や人的コストの削減、業務の品質向上などが期待できます。

効率化

生産性向上と人的ミスの防止

減

10ID】

①デスクトップ感覚で使える高い操作性
②柔軟な権限管理が可能

PC を使う雑務が多く
生産性が上がらない

人的コスト低減

入力・転記作業の自動化
で生産性が大幅にアップ

業務自動化

④様々なソフトウェアサービスとの連携により業務効率化

より帳票処理業務の稼働削減が期待できます。

（IT 業務コールセンターサポートサービス）
4 SAI- デジ「サポート」

時のサポートを充実させたい方におすすめです。

● 分かりにくいパソコン操作も遠隔からサポート
● パソコンや Microsoft®Office の使い方までまるごとサポート

ディープラーニング、住所 DB 等を用いた補正による高い識字率（ト
紙・FAX ベースの伝票を入力して
デジタル化する人手が確保できない

？

オフィスのトラブル時だけでなく、テレワーク環境等でのトラブル

● オフィスやテレワーク環境のトラブルシュートを一元受付

AI の活用による高い識字率
紙・FAX ベースの伝票を
簡単にデジタル化

IT 担当者不在でソフトや
ネットワーク設定に苦慮

精通したオペレーターが
遠隔でサポート

IT 業務コールセンターサポート

手書き帳票読み取り
SAI- デジサービスを活用したペーパレス化に向けたイメージ

• このような字でも読み取れました •
くせ字

紙を使った定型業務の効率化のために、① SAI- デジ「RPA」と② SAI- デジ「OCR」とのセット利用

くせ字

導入前
枠はみだし

クラウドストレージ

に応じて、訪問での故障箇所の特定や代替機の貸出もいたします。

手書き書類や帳票の文字読取を行い、データ化する AI 技術を使った OCR サービスです。大量の書類のデータ化に

※ NTT 東日本が 2018 年 8 月～ 9 月に 3 社で行った AI-OCR サービスのトライアルにおける､申込書・
現金通帳（手書き文字を含む 20,275 文字）の読取精度（正解数／全文字数）の平均です｡

クラウド

パソコンなどの IT 機器・ソフトウェアの使い方からトラブルまで、まとめてサポートします。トラブルの発生状況

（手書き帳票読み取りサービス）
2 SAI- デジ「OCR」

ライアルでは 96％以上の識字率）を実現。

紙ベースの資料が
保管スペースを圧迫

③国内事業者による強固なセキュリティ

設定次第で決められた日時に作業を実行できるため、作業工数や残
業時間を削減でき、人的コスト低減が可能になります。

識字率

【プラン内容：１TB

クラウドストレージサービスの 4 つの特徴

従来の業務を RPA に代行させることで、作業にかかる時間を短縮し、
生産性の向上が期待できます。また一度記録した作業を正確に再現
できるので、人的ミスの防止につながります。

低

高い操作性が特長で、大切なデータは強固な情報セキュリティ対策のもと国内にて保管しています。

訂正印

枠はみだし

データ入力

訂正印

・単純な打込みに時間がかかる。
・疲れてミスしそう。

申込書

・モチベーションも下がってくる。

社内
システム

利便性

直観的で分かりやすい利用者画面

導入後

ブラウザベースの利用者画面は直感的で分かりやすく、効率的な作業が可能です。

申込書

プルダウンで
情報種別を選択

ドラッグ＆ドロップで
読取箇所を簡単に設定

出力前に読取結果を
画 面 上 で 確 認 し て、
その場で修正

紙のデータ化

自動入力

SAI - デジ
「OCR」

SAI - デジ
「RPA」

スキャン

社内
システム

