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～日本マイクロソフト・シネックスジャパンと協業、「Microsoft Power Platform基本研修」も開講～ 
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総合人材サービス会社で、RPA をはじめとした IT ソリューションを活用したデジタル化支援サービスを展開するヒューマ

ンリソシア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：御旅屋 貢、以下「当社」）は、デジタル化支援を拡大

し、10月 1日より、「Microsoft Power Platform」の導入・活用支援サービスを提供します。 

これにあたり、日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田 仁志、以下「マイクロソ

フト社」）およびシネックスジャパン株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：國持 重隆、以下「シネッ

クスジャパン」）と、「Microsoft Power Platform」のライセンス提供およびサポートにおいて協業を開始、活用支援と

して、2021年 9月より担当者向けの研修プログラム「Microsoft Power Platform基本研修」も開講いたしました。 

詳細を見る 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件のポイント】 

●デジタル化推進に向け、「Microsoft Power Platform」導入・活用支援サービスを提供 

●マイクロソフト社およびシネックスジャパンと、ライセンス提供とサポートで協業 

●教育サービスも提供し、ソリューション販売にとどまらず、導入後の活用も支援 

■背景・概要                                                              

 IT ソリューションを活用した業務のデジタル化に向けた取り組みは、コロナ禍においてより一層注目を集めています。 

 当社はこれまで、IT ソリューションに加え、それらを効果的に活用するための研修を提供し、顧客企業のデジタル化支

援を行ってまいりました。RPA ソリューション「WinActor®」の導入支援では、法人担当者に向けた RPA研修を提供し

ており、受講者は約 1,400社 10,000名超に上ります（※1）。受講者の約 8割が RPA活用において「スキルを持

った人材の育成が難しい」と回答しており、IT ソリューションの活用においては、それらを活用できる人材育成の重要性が

浸透しています。 
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■本件に関するお問い合わせ■  

ヒューマンリソシア株式会社 広報担当 吉田 E-mail： resocia-pr@athuman.com 

https://dx.resocia.jp/powerplatform/


以上の背景を踏まえ、当社は、マイクロソフト社および、マイクロソフト社とグローバルかつ長きに渡るパートナーシップに

加え、マイクロソフト製品の導入支援経験と知見を豊富に持つシネックスジャパンと協業し、「Microsoft Power 

Platform」のライセンス提供を開始します。開始にあたり、法人担当者向けの教育サービスとして、2021 年 9 月より、

「Microsoft Power Platform基本研修」を開講いたしました。 

今回のサービス提供により当社は、ソリューション提供と教育支援をかけ合わせ、「Microsoft Power Platform」を

活用したデジタル化への取り組みを支援してまいります。 

※1）参照：2021 年 7 月 29 日発表 「RPA スキル向上研修の受講者が 10,000 名を突破、コロナ禍でも約 90％が RPA

活用の拡大を意向」、URL：https://corporate.resocia.jp/info/news/2021/20210729_rpa_training 

 

■ヒューマンリソシアの「Microsoft Power Platform」導入・活用支援サービスについて                                                           

これまでの RPA をはじめとした IT ソリューション導入支援、そして人材サービスで培ったバックオフィス業務のノウハウを

元に、「Microsoft Power Platform」活用による企業のデジタル化を支援します。さらに、顧客企業自らデジタル化を

図れるように、Microsoft 365を利用して開発を進めるためのスキルを、ノーコード／ローコード開発の「適正」および「技

量」の両面から習得するプログラム、「Microsoft Power Platform基本研修」を提供します。 

◆「Microsoft Power Platform」について 

ビジネスユーザー自身がローコーディングでアプリケーション開発や業務の自動化が可能なプラットフォームで、

Power Apps、Power Automate、Power BI、Power Virtual Agentsの 4 つのソフトウェア・サービスから構

成されています。この 4 つを基本構成として Microsoft 365 とも連携することにより、データの取得・分析、ワークフ

ローの自動化などの実用的なビジネスアプリケーションの開発を実現します。 

サービス URL： https://dx.resocia.jp/powerplatform/ 

◆「Microsoft Power Platform」基本研修について 

 Microsoft Power Platform を活用して業務のデジタル化を目指す企業の担当者を対象とした、「Microsoft 

Power Platform 基本研修」の初級編を、2021 年 9 月より提供しています。なお、研修ラインナップを拡大し、

中級編・上級編も順次開講する予定です。 

  開講講座（一部抜粋） 

講座名 
『初級 Microsoft Power Apps編』 

～アプリを作ってみよう～ 

『初級 Microsoft Power Automate編』 

～自動化してみよう～ 

形式 オンライン開催 オンライン開催 

受講料 38,500円（税込・一人当たり） 38,500円（税込・一人当たり） 

日程 

詳細 
https://dx.resocia.jp/powerplatform/#link01 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ■  

ヒューマンリソシア株式会社 広報担当 吉田 E-mail： resocia-pr@athuman.com 

https://corporate.resocia.jp/info/news/2021/20210729_rpa_training
https://dx.resocia.jp/powerplatform/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

※Microsoft、Power Platform、Microsoft 365、Power Apps、Power Automate、Power BIは、米国

Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

 

■ヒューマンリソシアの IT ソリューションを活用したデジタル化の推進・支援サービスについて 

「Work Innovation」をミッションに、RPA をはじめとした IT ソリューションの導入・活用によるデジタル化を支援してい

ます。ヒューマングループの中核事業である“教育”を起点としたデジタル・テクノロジー活用スキル向上に向けた、教育支

援が強み。人材サービス会社としてのノウハウとデジタル人材の育成、ITソリューションの提供と定着支援まで、企業の業

務デジタル化を強力にサポートします。 

 ●サービスサイト URL： https://dx.resocia.jp/ 

 

＜シネックスジャパンについて＞ 

シネックスジャパンは、米国 SYNNEX Corporation（※）の日本法人です。 

シネックスジャパンは、従来の卸売ビジネスに加え、お客様の課題を解決するために国内外の製品・サービスを組み合わ

せたソリューション提案を行うことで、「ハイブリッドディストリビューター」としての付加価値を提供しております。また、e コマー

スやデジタルマーケティングにより、ビジネスパートナー様からエンドユーザー様まで幅広くサービスをご提供いたします。 

※SYNNEX Corporationは全世界 26 ヵ国で従業員を有し、IT製品を中心としたディストリビューション、ロジスティク
ス、 ソリューションを提供する、米国フォーチュン 500社(2021年 117位)に選ばれているグローバルディストリビュー
ターです。フォーチュン 500 ランキングについての詳細な情報は、こちらをご参照ください。 

 
■本件に関するお問い合わせ■  

ヒューマンリソシア株式会社 広報担当 吉田 E-mail： resocia-pr@athuman.com 

■日本マイクロソフト社 パートナー事業本部  

副事業本部長 兼パートナービジネス統括本部 業務執行役 統括本部長 近藤 禎夫氏より 

日本マイクロソフトは、ヒューマンリソシア様とシネックスジャパン様の協業による Microsoft Power Platform の

導入、活用支援サービスの開始を心より歓迎いたします。 

Power Platformはお客様やパートナー様から大変注目されているプラットフォームであり、急速な普及が期待さ

れている製品です。ソリューション提供と教育支援を掛け合わせることで中堅中小企業様における働き方改革がより

加速することを期待しています。日本マイクロソフトはヒューマンリソシア様、シネックスジャパン様とともに、これからもお

客様のデジタルトランスフォーメーションの推進に貢献してまいります。 

■ヒューマンリソシア RPA事業本部長 岡本 哲英より

当社では、ヒューマングループの強みである‘教育’をもとに、現場に寄り添ったデジタル化支援を行って参りました。

最近では、「慣れ親しんだアプリケーションを軸にデジタル化のきっかけを掴みたい」といったクライアントからの要望も多

く、Microsoft Power Platformへの期待の高まりを実感しています。 

マイクロソフト様、シネックスジャパン様との協業を通じ、お客様のご期待・ご要望にお応えするとともに、研修サービ

スでは 2024年までの３カ年で計 5,000人の受講を目指し、デジタル化支援を加速する所存です。 

■シネックスジャパン 執行役員 プロダクトマネジメント部門 部門長 伊藤 弘泰氏より 

この度の”Microsoft Power Platform”導入・活用支援サービス提供を心より歓迎いたします。めまぐるしく変

化するビジネス環境を受け、現場視点に立つ迅速なアプリ開発の必要性と、その実現に向けたノーコード・ローコード

ソリューションに寄せる期待は非常に大きい筈です。 

当社は今後も一層、ヒューマンリソシア様、マイクロソフト様との連携を強化し、このような組織のデジタル化支援

拡大に向けた取組みを積極的に提供してまいります。 

https://fortune.com/company/synnex/fortune500/


■本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンリソシア式会社 広報担当 吉田 

E-mail： resocia-pr@athuman.com 

■ヒューマングループに関するお問い合わせ■ ヒューマングループ 広報担当 原、若林 

E-mail： kouhou@athuman.com 

＜ヒューマンリソシアについて＞ 

総合人材サービス会社として、人材派遣、人材紹介、業務受託サービスを全国 27 拠点で展開しています。1988

年創業以来、教育事業をバックボーンに多彩なサービスを展開するグループの総合力を活かし、「人材」に関する幅広い

サービスを提供しています。 

●ヒューマンリソシア WEB サイト： https://resocia.jp 

 

＜ヒューマングループについて＞ 

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、IT と多岐にわたる事業を展開してい

ます。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、教

育格差、労働力不足、高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組

み、独自のビジネスモデルを展開してきました。 

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられた SDGs（持

続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいきます。SDGsへの貢献を通じて、「為世為人」の実現を加速させ、よ

り良い社会づくりに貢献していきます。 

●ヒューマンホールディングスWEBサイト： https://www.athuman.com/ 

 

 

会社概要 

ヒューマンリソシア株式会社 

●代表取締役： 御旅屋 貢   ●所在地： 東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿プライムスクエア 1階 

●資 本 金： 1億円      ●U R L： https://resocia.jp 
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