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取得手続きが重なると『台帳』への個人情報
入力が思った以上に大変 

入社連絡時「扶養家族のフリガナがない」 
「基礎年金番号がない」「月額賃金はいくら？」
「週所定労働時間は何時間？」ؼ手続きに必要な
情報が足りないこともあり、とても非効率 

個人情報の『台帳』への登録、「本当に 
これで大丈夫！？」 ミスがないかどうか
を確認しすぎて疲れてしまうこともؼ 

顧問先から送信されてきた手続き連絡は 
『台帳』の個人情報にボタンクリックで反映可能。
圧倒的な時短効果により、一度にたくさん連絡が来
ても大丈夫！ 

顧問先に必須項目を備えた定型フォーマットへ 
情報を入力してもらうため、必要な情報が 
一度に集まり、効率的！ 

ミスの原因となり得る入力作業。送信されてきた
データをそのまま取り込むことで「入力しない」
スタイルに。ミスの原因を断つ！ 

ココがすごい！ 

 

＜社労士事務所側 『台帳』「連絡データ管理」＞ 

入社時のように社員1人につき預かるデータが多くても

クリック操作だけで受信した連絡データを取り込める 

ため、一気に大勢の入社連絡を受けても、扶養家族が 

多くてもこわくない。 



 

＜顧問先側「事業所マイページ」＞ 

ココがすごい！ 

送付案内作成・ラベル印刷・封入作業ؼ 
電子申請後に顧問先へ公文書を送る作業を
考えると憂うつ。。。 

公文書をメールで送信する場合、社会保険の 
場合は3')変換したり、公文書フォルダを圧
縮したりؼ「メール」といえども結構手間が
かかる 

印刷代や郵送代が馬鹿にならない 

印刷した公文書をファイリングするのは 
意外と大変。 
公文書もだんだん増える一方ؼ 

印刷代・郵送代は大幅にカット！ 

 
ボタンをクリックするだけで顧問先に 
送信完了！ 

ペーパーレスで管理の場所もとらない。 
面倒なファイリングも整理整頓も必要なし！ 
法定保存期間（�年）も満たすため、安心。 

ファイルの変換も圧縮も不要！システムが自動で
[VOファイルと[POファイルを結合し、KWPO形式に
変換するため、手動の煩わしさから解放！ 

顧問先側の画面では、公文書がこの通りすっきり整列。 

社労士事務所は「公開（アップロード）」をクリック 

するだけで、この見栄え！ 

＜社労士事務所側『台帳』＞ 
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&HOOVドライブは、株式会社セルズが提供するクラウドサービスです。 

弊社は、「人事労務とＩＴを融合したサービスで社会に貢献」という経営理念に基づき、 

お客様に信頼性・安全性のより高いソフトウェアおよびクラウドサービスをご提供するために、 

 。の認証を取得していますٓ�پ�及び ,62�����ْٓ�پ62�����ْ,

これらの規格は、情報セキュリティ管理における国際標準規格です。 

 
 ISO27001：【1پ】
情報セキュリティマネジメントシステム�,606�に関する国際規格です。 
情報の機密性・完全性・可用性の�つをバランスよくマネジメントし、情報を有効活用するための組織の枠組みを 
示しています。 
 
 ISO27017：【2پ】
クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策のガイドライン規格です。 

 

弊社では、情報セキュリティ全般に関するマネジメントシステム規格である,62�����の取り 

組みを,62�����で強化することで、クラウドサービスにも対応した情報セキュリティ管理体制

を構築しています。 
 
 �ISO27001および ISO27017は、株式会社セルズ本社にて認証取得پ
 
 株式会社セルズ オフィシャルサイト「情報セキュリティへの取り組み」ٹ
   85/：KWWSV���ZZZ�FHOOV�FR�MS�LVPV 

,62������および ,62�����認証取得

株式会社セルズにおける情報セキュリティへの取り組み  



 



 

【事業所アカウントの設定】 
&HOOVドライブマイページ＞ 
事業所アカウント＞詳細「変更」＞ 
事業所パスワード変更設定/ 
事業所マイページツール利用設定/ 
給与入力表利用設定を「許可」または 
「有効」にする。 
● ツール 
● パスワード 
● 給与入力表 

 

【『台帳』情報公開】 
『台帳』事業所ファイル＞会社情報 
＞「&HOOVドライブ」タブ＞ 
事業所マイページマイナンバー設定・
個人情報公開設定をチェック＞公開 

 がグレーアウトしてクリック「公開」پ
 できない場合は、アカウント情報取得 
 をクリックし、利用認証をします。

● 〇〇（事業所名）様労務管理 
 
 

● マイナンバー利用履歴 
   事業所マイページマイナンバー 
       設定が「非公開」の場合、非表示。 
● カスタム項目設定 
   個人情報が�名も公開されていない 
       場合、非表示。 

 

【登録（アップロード）】 
社労士事務所がファイル、 
公文書データをアップロード 
する。 
● 事業所%2; 
● 公文書確認 

      事業所%2;登録方法ٹ
&HOOVドライブ事業所%2;操作マニュアル（事業所ファイル ＞「&HOOVドライブ」タブ ＞ 事業所%2;） 
  公文書アップロード方法ٹ
&HOOVドライブクイックマニュアル（初期設定から公文書アップロードまでの流れ）3��-3�� 

関連 



 

電子申請の公文書管理について、事務所の方針として&HOOVドライブで公文書アップロードすることを決め、

����年�月�日からそれを一斉スタートしたアイ社会保険労務士法人様。代表を務める土屋さんと事務スタッ

フの川名さんにお話をうかがいました。（インタビュー：����年�月��日） 

お客様と共有できるサービスに魅かれた 
 ？HOOVドライブを利用する前はどのようなイメージをお持ちでしたか&ص

土屋さん：&HOOVドライブのことを知ったのは����年の秋に参加したセミナーでした。電子申請の公文書の保

存管理のしやすさが強く印象に残り、お客様との間で共有できるところに魅力を感じました。当事務所は手続

き事務が非常に多く、その負担をなくしたいと思っていました。手続きベースの機能、電子申請の延長として

利用できる機能がある点は興味深かったですね。 

 ？手続きが多いとのことですが、�か月の電子申請送信件数はどれぐらいあるのでしょうかص

土屋さん：だいたい���件～���件でしょうか。取得、喪失、扶養異動、月変はコンスタントにあります。 

川名さん：育児休業給付や高年齢雇用継続給付も多いですね。 

 ！とても多いですねص

土屋さん：基本的には電子申請できない手続き以外はすべて電子申請で、手続きを電子申請していない顧問先

はありません。 

 ？HOOVドライブ利用開始前、不安はありましたか&ص

土屋さん：不安というのか、やはりセキュリティに関してはきちんと確認しておく必要があると思いました。 

 

平成�年�月土屋社会保険労務士事務所を開業し、平成��年法人化。現在埼玉県川口市にて�名のスタッフと共に 

アイ社会保険労務士法人の代表を務める。得意分野は、,32や0	$およびリスク対応にかかわる労務監査や就業 

規則整備。証券会社、税理士会、宅建業協会、ロータリークラブ、異業種交流会等でのセミナーに多数登壇。 

東京都墨田区年金相談員、埼玉県社会保険労務士会理事、社会保険労務士会川口支部副支部長などを歴任。  

アイ社会保険労務士法人 
特定社会保険労務士 土屋 信彦 氏 



 

お客様からストレートに聞かれたときに答えられるようにしておかなくてはなりませんから。 

&HOOVドライブはマイクロソフトのサーバーを利用しているとのことで、誰もが知っている「マイクロソフ

ト」という点は安心感がありました。また、御社（セルズ）が,62（3پ�参照）を取得していると知り、 

より信頼のおけるサービスであることがわかりました。セキュリティに関する資料として、お客様にすぐに 

お渡しできる案内資料をセルズさんから提供していただけるのも心強かったですね。 

ただ、私が&HOOVドライブの操作方法を所内のみなさんにわかりやすく伝えられるかという点は若干不安では

ありました（笑）しかし、&HOOVドライブのマイページ画面を起動したら、ビジュアル的にとてもわかりやす

かったので、不安は吹っ飛びましたよ。 

 ？HOOVドライブは、主にどのようなシーンで利用されていますか&ص

土屋さん：今は専ら、公文書アップロードを電子申請の公文書管理に利用しています。 

 ？手続きの案件がとても多いですが、申請から公文書アップロードまではどのように進めていますかص

川名さん：手続きは私を含めて�名のスタッフが分担して電子申請しています。審査終了となったら、各顧問

先の担当者（営業スタッフ）が公文書の内容を確認してアップロードする、という流れです。 

土屋さん：当事務所では、顧問先毎にチームで関与しているので、もし対応できないときは代わりのスタッフ

がカバーするようにしています。これができるのも、誰が見てもわかるシステムだからだと思います。 

 。を活用してくださっているのですね「申請データ一覧」ص

土屋さん：はい。画面を見れば手続きが今どのような状況か一目でわかるのが良いですよね。 

＜『台帳』電子申請「申請データ一覧」＞ 
● 全事業所の電子申請案件の手続き状況を一目で把握 
● &HOOVドライブがH-*RYから申請したデータの最新進捗状況を自動取得、状況欄にそれを反映。 
● 一覧ではざっくり状況確認、「詳細」から手続きごとの具体的な情報を確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

複雑で難しい設定はなかった 

 ？公文書アップロードを利用するまでの設定で苦労なさった部分はありますかص

川名さん：特にありませんでした。 

 �笑�本当ですか？遠慮なさらないでくださいね！？ص

川名さん：はい！公文書アップロードするまでの設定として、まずはひたすら事業所アカウントを発行しまし

た。やったことといえばそれぐらいです。 

もっと複雑で難しい設定が必要でもっと手間がかかると思っていたのですが、やってみたら想像していたより

もずっと簡単で、これだけでいいんだ！と思いましたね。 

 

まずは、とにかく「事業所アカウント」を発行する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ？現在、全顧問先の何割ぐらい公文書アップロードしていますかص

土屋さん：�割はアップロードしていると思います。 

 ？そのうち顧問先が事業所マイページから公文書を確認してくださっているのは何割ですかص

土屋さん：まだ１割で、そこが課題ですね。ちょうど今朝この割合を上げていこうと共有したばかりなんで

す。 

  ？HOOVドライブを頻繁に使用されているのはどのようなお客様ですか&ص

土屋さん：業種としては、不動産業と中古車販売業のお客様です。中古車販売業のお客様については全体の 

電子申請案件の１割を占める手続き量があります。 

川名さん：当事務所もそうなのですが、まずは大きい会社だけでも&HOOVドライブを導入すれば事務はだいぶ

楽になると思います。 

土屋さん：新規顧問先については、はじめから&HOOVドライブを案内していきたいと思っています。 

新規の顧客には、はじめから&HOOVドライブありきのスタンスで 

 

 

32,17 

32,17 

土屋さん（左）と、川名さん（右） 



 

 ？HOOVドライブからの公文書確認に至るまで、お客様から抵抗感を示されたことはありませんでしたか&ص

土屋さん：なかったですね。規模が大きい会社になると、社内稟議が必要なケースもありましたが、お客様に

は受け入れていただくことができましたよ。というのも、&HOOVドライブからダウンロードできる提案文書と

その他案内文書一式をお渡ししたことにより、信頼と理解を示していただくことができたように思います。 

 

顧客への案内時は、&HOOVドライブからダウンロードできる資料をフル活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&HOOVドライブからダウンロード可能な案内資料（テンプレート）の一例 

 

 ？HOOVドライブを使用して、所内で改善されたことはありますか&ص

土屋さん：残業が減りました！！&HOOVドライブを導入して間もないので、まだきちんと数値的な計測はでき

ていませんが、最近は残業が少なくなっているのは確かです。 

川名さん：今年の�月は去年より残業が減り、あまり残業せずに済みました。公文書アップロードを使用する

までは、公文書のダウンロードだけで１日終わってしまうこともありました。�月は得喪の手続きがとても多

く、残業が恒例となっていました。それが今年はありませんでした！！思えば、去年は春に電子申請した手続

きの公文書を�月や�月にダウンロードしていました。急ぎの分以外は２～３か月後にダウンロードしていた

ことが多かったです。 

 。わかりやすい変化ですねص

川名さん：公文書アップロードと同時に、「公文書チェック」も愛用していますよ。 

手続きの件数が多いというのもありますが、�月の新卒の社会保険の取得手続きの場合、基礎年金番号があり

ません。手続き終了後に公文書を見て『台帳』に登録しなくてはいけませんでしたが、公文書チェックによっ

て登録しなくても自動的に反映できるのがありがたいです。公文書アップロードも公文書チェックも機能を使

うか使わないかで一連の処理にかかる時間が全く違いますね。 

 

 

32,17 



 

たったひとつ。その作業の効率化から事務所の働き方改革へ 

 。来年����年からはいよいよ大企業の電子申請の義務化がスタートしますねص

土屋さん：時代の流れは間違いなく,7です。今後、中小企業においても手続きが電子化されるのは間違いあり

ません。社労士側が率先して電子化に対応する事務所とそうでない事務所では格差ができるでしょうね。 

電子化に対応できない事務所は手続き業務はできなくなります。迷わずに早く手掛けるべきです。 

そこで、電子化の仕組みがすでに用意されている『台帳』や「&HOOVドライブ」を使わない手はありません。 

たったひとつの作業手順の効率化が、事務所全体では大きな効率化となることを私たちは自覚すべきでしょう

ね。ましてや日々の積み重ねは長い目で見て大きな影響があります。実際に使ってみないとわからないとは 

思いますが、まずは使ってみてどんどん前進していくのが今のタイミングでは必要かと思います。 

日常業務においても、時代の流れを常に意識してわれわれも働き方改革を進めていかなければなりません。 

電子申請、マイナンバー管理、公文書管理については、&HOOVドライブのようなクラウドシステムをどう活用

していくかがこれからの社労士事務所のカギになると思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 。ありがとうございます。最後にこれから&HOOVドライブをはじめる方へメッセージをお願いしますص

土屋さん：習うより慣れろ！ 

所長である土屋さんのリードのもと、改善に向けて事務所が
一丸となって取り組まれるご様子がよく伝わってきました。
取材させていただいのは、&HOOVドライブの利用開始から僅か
約�ヶ月半経過後。その間に、約�割のお客様の電子申請公文
書をアップロード（登録）するスタイルにシフトされた実行
力は驚異的と言わざるを得ません。 
今後、コスト削減や負担の軽減をさらに感じていただければ
幸いです。 
&HOOVドライブの活用が社労士事務所の働き方改革につながり
ますように。 
土屋さん、川名さん、誠にありがとうございました！！ 



 

����年�月に開催したセルズ&DIË『台帳』活用座談会に参加以降、積極的に&HOOVドライブを活用をなさっ

ている忰田さんにお話をうかがいました。（インタビュー：����年�月��日） 

電子申請していれば、自然のこと。 

 。HOOVドライブご利用のきっかけを教えてください&ص

忰田さん：「公文書アップロード」を使いたいと思ったのがきっかけです。電子申請していく中で、この 

機能を利用するのが自然の流れだと感じていました。 

 ？HOOVドライブを使いはじめる前に不安だったことはありますか&ص

忰田さん：「公文書アップロード」についてなのですが、今までパソコンのローカル環境で保存していた 

公文書をクラウドで保管するのはどうなのかと思っていました。しかし、今となっては自分のパソコンで 

保管するよりクラウドで保管した方がよいと感じています。 

 ？それはなぜですかص

パソコンでの保管では、任意のフォルダ名をつけて保存する手間があり、統一していないやり方をしている

と後で探すのも大変です。また、データを誤って削除するリスクがあり、セキュリティの面でもクラウドで

保管した方が安心だと思います。 

 ？操作や設定等で不安に感じたことはありますかص

忰田さん：少なからず操作や設定の不安もありましたが、それよりもお客様にどのような画面が、どのよう

に表示されるのかというのがはじめは全然わからなくて。自分の事務所のマイページをテスト用で作成して

試すうちにわかるようになりました。 

か せ だ 

かせだ社会保険労務士事務所  
社会保険労務士 忰田 幸彦 氏 

 

����年（平成�年）�月、埼玉県新座市にて開業。顧客の多くは地元企業で何かあればすぐに訪問して相談に
応じられるよう、地域密着型の社労士事務所として活動。 
手続き実務の他、会社で発生する様々な労働問題に顧客の立場になって最善の解決を一緒に目指す。 
誠実、正確、迅速をモットーに社労士業務を展開。 



 

それをしないと理解しにくい部分も多いと思います。私も同じようにサンプルの事業所マイページを作成しص

ていろいろなことを試しました。 

忰田さん：案内するときにお客様の画面がわかっていないとやっぱり不安ですもんね。 

テスト用の事業所アカウントを発行する 

 

 ？という点で、気を付けていることはありますか「お客様に見られる」ص

忰田さん：「社員情報の公開」でしょうか。基本的には事業所マイページへ社員情報を公開しているのです

が、公開前には公開しても差し支えないかどうかをお客様に確認するようにしています。こちらでお客様の 

環境はだいたいわかっているので、担当者が�人で１台のパソコンを使っている状況であれば公開しても差し

支えないという判断で、なるべく公開するようにしています。 

 ？社員情報を公開することに躊躇するという方もいらっしゃるようですが、どのように思われますかص

忰田さん：私のお客様の中には、基本的に手続き自体は事業所でやっていて、一部の算定・賞与・年度更新 

だけはこちらで手続きしている顧問先があるんです。お客様の方で手続きした場合は後日その情報をもらって

います。社員情報を公開することによってお客様にも同じ情報が見えていますから、こちらで管理している

データが古かったり、漏れていたりするときには、教えてもらうこともでき、お互いに確認し合えることは 

むしろとてもよいことだと思っています。 

 ？HOOVドライブはどのように習得なさったのでしょうか&ص

忰田さん：マニュアルも参考にしましたが、マニュアルを見ないでやっていたことも結構あります。またセル

ズ&DIË（『台帳』活用座談会）やその後のチャットサポートも利用させていただきました。もともとパソコ

ンなどは試行錯誤してやらないと進まないという意識を持っています。慎重な方も多いと思いますが、「多少

失敗してもいい」というぐらいの気持ちで進めた方がよいと思いながらやっていますね(笑) 

 。公文書アップロード以外の機能も積極的に利用されている印象がありますص

忰田さん：そうですね。公文書アップロードのほかにも、公文書チェック、ファイル送受信、入退社等連絡、

事業所%2;、定型書類なども利用していますね。お客様に使ってもらいたいという気持ちが利用を後押しして

いるのかもしれません。&HOOVドライブはお客様と双方向で使ってこそ、メリットがあると思っています。 

お客様に使ってもらうにはまず自分が使わなければと思っていますから。 

 ？お客様に&HOOVドライブを案内されるときはどのように案内されていますかص

忰田さん：お客様のところへ訪問する際に、印刷した&HOOVドライブの「,'��パスワード通知書」と事業所マ

イページへログインするためのショートカットを86%で持参し、すぐに&HOOVドライブへログインできるよう

にショートカットを担当者のパソコンのデスクトップに置いてもらうようにしています。一緒にパソコンの 

画面を見ながら操作したり、担当者の方に操作してもらったりしながら案内しています。お客様にもよるとは

思いますが、はじめは説明だけでなく、実際にサポートしないと難しいお客様もいます。これは本当にお客様

によりけりなのですが、サポートは粘り強くやっていかないと前進しませんね。 
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事業所マイページ
_ショートカット 

ǆǆǆϬǆǆ 

ショートカットをダブルクリックすると、 
「&HOOVドライブアクセスキー」と「事業所,'」 
が入力済の事業所マイページログイン画面が 
起動するため、顧問先はパスワードだけ入力 
すれば2.！ 
 

＜&HOOVドライブマイページ「,'通知」画面＞ 

顧問先に事業所マイページのショートカットアイコンを提供する 

【ショートカットアイコンのダウンロード方法】&HOOVドライブマイページ ＞事業所アカウント ＞ ,'通知  

 

 

 

 

 

 

 

 ？HOOVドライブの中で最も利用している機能は何ですか&ص

忰田さん：「公文書アップロード」ですね。それと同時に「公文書チェック」も利用しています。 

あれはすごく便利ですよね！雇用保険や社会保険の資格取得届を電子申請した後に公文書データと『台帳』に

登録してある資格取得年月日、雇用保険番号、基礎年金番号、健保12を自動チェックしてくれるのはありが

たいです。事業所マイページから入退社連絡をしてくださるお客様がいるのですが、たまに入社連絡の情報が

誤っていることがあるんですよね。先日も基礎年金番号の１桁が間違っていました。先方が入力してくださっ

ているので、「厳密にデータ入力してくれ」とはさすがに言えませんよね。しかし、そのようなことがあって

も公文書チェックのおかげでミスに気づくことができ、助けられています。確認できるだけでなく、『台帳』

の登録データに相違があった場合には、公文書データの正しい情報をクリック操作だけで『台帳』に取り込

み、相違を正すことができるのもすごい。そんなことができるなんて今までは考えられませんでしたから。 

 ？HOOVドライブを利用して「変化」はありましたか&ص

忰田さん：電子申請によって交通費や郵送費は削減できているのはいうまでもなく、最も利用している公文書

アップロードによってまず時間的に大きな短縮になっていると思います。今までは電子申請の公文書をフォル

ダに名前をつけて自分のパソコンへ保存していました。フォルダ名に手続き名、会社名、被保険者名を入力し

て所定の場所へ保存することに手間がかかっていましたが、今はそれが１クリックで完結します。入社連絡に

ついても、まだすべての顧問先に利用してもらっているわけではありませんが、&HOOVドライブから入社連絡

を受信することによってそのデータを『台帳』に取り込むことができ、入力せずに済みます。&HOOVドライブ

の入社連絡を利用していないお客様からは、社員の入社情報がメールで送られてきたり、訪問時に紙で資料を

いただいたり、郵送で送られてきたりといろいろで管理も大変です。そして、社員情報を『台帳』に登録する

には、�件あたり��～��分はかかっているのが現状です。お客様に&HOOVドライブから入社連絡してもらえれ

ば、こちらで情報を手入力する必要がないので、登録ミスも防げますし、人件費の削減にもつながります。 

 ？お客様側の「変化」はありましたかص

忰田さん：セキュリティに対する意識でしょうか。自発的に&HOOVドライブからマイナンバーを入力してくれ

る会社が出てきました。そこは社員情報を公開している会社なのですが、マイナンバーを&HOOVドライブから

入力する欄を担当者ご自身が見つけてくださり、編集できるとわかったのでしょう。こちらから特に何もお伝 
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えしていなかったのですが、あるとき気づいたらマイナンバーが入力されていたんです。それまではマイナン

バーが履歴書の端に書かれていたこともありました。また、給与計算している事業所では、給与データのやり

とりをメールから&HOOVドライブのファイル送受信に切り替えてくださったお客様もいます。後からデータの

確認もしやすいですし、相手がデータを確認したことをこちらで把握できるのもよいですよね。いずれのケー

スもセキュリティの観点から&HOOVドライブを利用した方が安全、安心とお客様が判断なさった結果です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ？HOOVドライブはどのような事業所におすすめですか&ص

忰田さん：逆におすすめしない理由が特に見当たらないですね。パソコンがあってインターネット環境がある

お客様なら利用した方がよいと思います。お客様に「([FHOでデータを集計してください」とお願いするわけ

ではありません。高い,7スキルは決して必要なく、肝心なのは慣れることだと思います。 

それにお客様は&HOOVドライブを無料で利用できますもんね。お金に関係なく無料で使えるサービスというこ

とにまず感謝されるのではないでしょうか。 

お客様と双方向で利用するための工夫が大切 

 。これから&HOOVドライブを利用される方にアドバイスをお願いしますص

忰田さん：マイナンバーなどの機密事項を扱うのが社労士ですから、セキュリティがしっかりしているクラウ

ドサービスでデータ管理でき、電子申請したあとの手続きの書類もお客様に負担なく保管できることは大きな

メリットです。電子申請していれば公文書アップロードだけでも利用する価値があるので、おすすめです。た

だ、お客様によっては手続きがあまり発生しない事業所もありますので、公文書アップロードだけでは&HOOV

ドライブがお客様との双方向の利用に発展しないこともあります。やはり公文書アップロード以外の機能も社

労士の方で積極的に使い、お客様が利用するきっかけをどんどんつくってあげることが大切なのだと思いま

す。そうしなければ、双方向における活用は進みません。私は、お客様に一度&HOOVドライブを案内した後

に、こちらからファイル送信したり、アップロードしたりとお客様が利用するきっかけづくりを日々心掛けて

います。 

お客様に合わせて機能を提案なさる忰田さん。お客様と双方向で利用することにこだわり、そのために&HOOV
ドライブを探求し、お客様が利用しやすい工夫を惜しまない姿勢がとても印象的でした。 
忰田さん、誠にありがとうございました！！ 
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目指すゴールは「活用」 

私どもは、皆様が&HOOVドライブを活用できるようにすることをゴールとしています。 

「活用」と聞いて、どのような状態をイメージなさるでしょうか。 

私どもが考える活用とは、&HOOVドライブを単なる機能としてではなく、社労士事務所のサービスとしてお客様に 

アウトプットできること、そしてお客様とともに利用するサービスとして確立していただくことです。 

顧問先のお客様にも喜んでいただいてこそ、社労士事務所にとってプラスになると思っています。 

 

確実に&HOOVドライブをマスターしていただきたい 

座談会は、�時間という限られた時間の中で開催します。座談会では質問できない場合もあるかもしれません。

また、座談会を経てご自身でソフトを触るうちに生じる疑問もあるでしょう。 

そこで、座談会参加者を対象にアフターサポートとして&KDWZRUNを利用した「チャットサポート」を実施して

います。この取り組みは、知りたいときにすぐ質問できる体制を整え、&HOOVドライブの習得を加速させることが

目的です。座談会参加メンバーがグループチャットに加入し、オンラインで会話や質問を展開します。 

グループチャット内のメンバーは同じ会に参加した「顔見知り」ということもあり、発言もしやすいのではない

でしょうか。以下は、チャットサポートを体験された方々の声です。 

＜チャットサポート終了後のアンケートから抜粋＞ 

● その都度不明点を遠慮なく確認できてよかった 

● 他社様がどのように活用しているかを聞ける機会になった 

● 使い方がよくわかる 

● 回答がはやかった 

● 皆さんの疑問は自分の疑問と共通点があるため参考になった 

 

����年�月・�月ともに「&HOOVドライブ」をメインテーマに、開催しました。 



 

何回かCellsドライブに関する研修等に

出席しましたが、なかなか導入できま

せんでした。今回の座談会をきっかけ

に急速にCellsドライブ導入に拍車がか

かりました。顧問先訪問の都度、Cells

ドライブの導入を勧めています。 

よりCellsドライブを 

活用したいと思いました。 

今までCellsドライブを案内していなかった

（ITスキルの問題で大丈夫かな…と判断 

しかねていた）企業にも案内し、公文書

アップロードの活用に至りました。 

便利さを再認識 

できました。 

ペーパーレス化を勧め 

やすくなりました。 

 

今後もセルズFDIH『台帳』活用座談会は定期的に開催する予定です。 

過去に座談会へ参加してくださった方からは「『台帳』ユーザーと知り合う機会がないからこのような場が

ありがたい」とお言葉をいだだくことが多く、ユーザー同士のコミュニケーションの場としてのニーズも 

うかがえます。 

インターネットが普及し、オンラインでできることも多い昨今において、『台帳』活用座談会のような 

少人数制でアットホームな空間でのオフラインのつながりも大切にしたいと考えています。 

セルズFDIHの開催は弊社オフィスを構える銀座がメインとなっていますが、他の地域での開催や 

取り扱うテーマ等、セルズFDIHに関するご要望がございましたら、お気軽にお聞かせください。 

今後とも皆様のご来店を心よりお待ちしています。 

＜お問い合わせ先＞ LQIR#FHOOV�FR�MS  株式会社セルズ 鳴子 

座談会終了後に記念撮影！ 

皆様とてもいい笑顔です♪ 



 

 


