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eラーニング講座

▶分かりやすい動画構成
▶音声付きだから安心

RPA

どこでもWinActor

「どこでもWinActor」は初級から応用まで学べるeラーニングコンテンツです。
ご自身に合ったコースをお選びいただき、学習することができます。
このような方におすすめです。

どこでもWinActorの
コンテンツ内容を一部ご紹介
YouTubeへGO!

▶ＷinActorを初めて操作する方

▶独自で学習していたため、基礎からしっかりと学びたい方

▶基本操作および簡単なシナリオ作成は出来るが、もっと効果的
なシナリオ作成を学びたい方

＜どこでもWinActor ３つの特徴＞
当社の教育研修ノウハウを集結・活用

分かりやすい動画とナレーション付き

各チャプターは3〜20分。
「合間」に「効率よく」学べる！

eラーニングコンテンツラインナップ
どこでもWinActor
〜レベル1 初心者編〜
（ version6/version7）

どこでもWinActor
〜レベル2 スキル習得編〜
（ version6/version7）

基本的な機能説明とともに、簡単なシナリオ作成を通じて使
い方の理解を深めることができます。
学習時間 約165分 受講料 5,500円（税込）/人
■対象者
ＷinActorをこれから操作する方、初めて触れる方

どこでもWinActor
〜レベル3 発展スキル編〜
（ version6/version7）

実践的な例題によるシナリオ作成・講師による解説を通じ、
効果的なシナリオ作成を実現するための知識を養うことが
できます。

実践的なシナリオ作成方法を学習したい方向けのコンテンツ
となります。

学習時間 約225分 受講料 13,200円（税込）/ 人

■対象者
決められた手順情報からシナリオ作成が自立的にできる方
基本操作を理解した方で、決められた手順書からシナリオ
を作成できることに重点を置いています。

■対象者
基本操作および簡単なシナリオ作成が出来る方

学習時間 約167分 受講料 8,800円（税込）/人

裏面のコンテンツ一覧もぜひご覧ください。そして何から学ぼうか？とお考えの方へ

質問に答えるとあなたに合った学習法がわかる

おすすめ研修診断 https://bit.ly/3rJYPpm
おすすめ研修診断とは…

WinActorを習得するために、ヒューマンリソシアの研修やe-ラーニングコンテンツなどで学習を進めるうえで、
「自分は何を勉強したらよいか」
とお悩みの方へ質問にお答えいただくとおすすめの学習方法をご案内いたします。
おすすめ研修診断は【無料】です！ぜひご活用ください。

eラーニングコンテンツラインナップ
コース

内容

対象者

時間

価格（税込）

どこでもWinActor
《レベル1》初心者編
（version6・version7）

基本的な機能と
簡単なシナリオ作成スキルの習得

WinActorをこれから操作する方、
初めて触れる方

約165分

5,500円/人

どこでもWinActor
《レベル1補足》
スタートアップ（version6）

WinActorを使用する際、知っておくべき
知識や理解しておくべき用語の解説および
演習

WinActorを初めて操作する方、
または使い始めの方

約100分

3,300円/人

どこでもWinActor
《レベル1補足》
初めてのRPA化対象業務選定編
（version6）

WinActorを初めて操作する方、
または使い始めの方

WinActorで自動化に向いている業務の
選び方の基本的な考え方の習得

約80分

5,500円/人

どこでもWinActor
《レベル1補足》
初めてのRPA化フローチャート作成編
（version6）

WinActorを初めて操作する方、
または使い始めの方

WinActorでシナリオ化するための業務の
可視化やフローチャートの書き方の習得

約45分

3,300円/人

どこでもWinActor
《レベル2》スキル習得編
（version6・version7）

実践的なシナリオ作成スキルの養成

WinActorの基本操作および
簡単なシナリオ作成が出来る方

約225分

13,200円/人

どこでもWinActor
《レベル2補足》IE操作編
（version6）

Internet Explorerを使用した
シナリオ作成方法の解説

WinActorの基本操作ができ、
Internet Explorerを利用する方

約60分

3,300円/人

基本操作ができ、Excelを利用する方

Excelを使用したシナリオ作成方法の解説

約60分

3,300円/人

利用頻度の高いシナリオ作成方法を解説

WinActorの基本操作を理解した方で、
現場でシナリオを作成するにあたり、
利用頻度の高いシナリオ作成方法を学習したい方

約170分

22,000円/人

エラー回避の方法など、
より実践的な
シナリオ作成スキルを習得

決められた手順情報からシナリオ作成が
自立的にできる方

約167分

8,800円/人

どこでもWinActor
《レベル3》V6機能操作編

WinActor Version6の新機能について、
開発作業効率UPに向けた使い方の解説など

決められた手順情報から
シナリオ作成が自立的にできる方

約145分

7,700円/人

どこでもWinActor
《レベル3》V７機能操作編

WinActor Version７の新機能について、
開発作業効率UPに向けた使い方の解説など

決められた手順情報から
シナリオ作成が自立的にできる方

約145分

7,700円/人

WinActor Version7の新機能である
ノーコードエディタ
「WinActor Storyboard」、
シナリオファイル呼び出し機能などを解説

決められた手順情報から
シナリオ作成が自立的にできる方

約103分

7,700円/人

WinActorを基本的な操作を学習している
方または使い始めの方、RPA技術者検定アソ
シエイトの受験を予定している方

RPA技術者検定で出題される範囲の
WinActorに関わる知識とベースとなる
プログラミングの概念の理解

約77分

5,500円/人

どこでもWinActor
《レベル2補足》Excel操作編
（version6）
どこでもWinActor
《レベル2補足》
シナリオ作成よくある操作編
（version6）
どこでもWinActor
《レベル3》発展スキル編
（version6・version7）

どこでもWinActor
《レベル3》V7新機能紹介編
RPA技術者検定
アソシエイト対策講座
※ご利用期間30日間

選べる４つのプラン
プラン

【法人限定】お得な、1年間視聴可能な年額プラン！
※2021年8月1日より名称変更・新設
価格（税込）

１ユーザー
(旧ライト）
５ユーザー
(新設）
10ユーザー
（旧スタンダード）
30ユーザー
(旧プロ）

99,000 円

、
90,000 円( 税抜）
月額換算 7,500 円( 税抜）/1 アカウント

462,000 円

月額換算

、
420,000 円( 税抜）
7,000 円(税抜） /1 アカウント

660,000 円

600,000 円 (税抜）
、
月額換算 5,000 円 ( 税抜）/1 アカウント

1,188,000 円

月額換算

、
1,080,000 円 (税抜）
3,000 円( 税抜）/1 アカウント

ID 数

1
５
10

○1年間、学び放題！
○コンテンツごとに買うより断然お得！
○追加されるコンテンツも見放題！

※「RPA技術者検定」は株式会社NTTデータの登録商標です。

https://dx.resocia.jp/learn/elearning/

Email : rpa-resocia@athuman.com

RPA

※対象外コンテンツ
○レベル2補足〜シナリオ作成よくある操作編
○RPA技術者検定アソシエイト対策講座
(ご受講を希望される場合は、当コンテンツを別途ご購入いただく必要がございます。)

30

※「WinActor」は、NTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

eラーニング講座の詳細・お申込みは
Webサイトをご覧ください。

おすすめポイント

eラーニングに関するお問い合わせフォームはこちら

https://bit.ly/39HZLEF

