
●テレワーク支援ツール	 ●RPAツール ●チャットボット	 ●AI-OCR
●社内SNS ●ビジネスチャット	 ●Web会議システム
●ファイル転送サービス	 ●文書電子化サービス 	・・・等

dxpo.jp 検索https://box.dxpo.jp/osaka来場事前登録（無料）はコチラから▶
※一般ユーザー･学生･18才未満（乳幼児含む）の方のご入場はできません。※展示会開催会社の方、出展社へのセールス・勧誘を目的とした方の入場は固くお断りします。

（受付開始 9：00）
会
期 主催： ブティックス（株）

会場：インテックス大阪
当社よりご招待します

招待券

3月14日（火） 9：30～18：00
3月15日（水） 9：30～16：00

 働き方改革・テレワーク支援展
 RPA・業務プロセス自動化展

入場には来場事前登録
（無料）が必須です

●総務・人事・経理	 ●経営者・経営企画
●情報システム ●DX推進部門
●営業・営業事務 ・・・等

業 務 効率 化・生 産 性向上・D X 推 進 の ため の IT 製品が 集 結!
▼出展社（製品） ※出展製品一覧は、裏面をご覧ください。 ▼来場対象者（部門）

本分野 関西最大級！ 上記をはじめ、主要企業310社※が出展！
※前半２日間 (3/14～15) ＋ 後半２日間 (3/16～17) の合計出展見込社数

《前半2日間》 2023年

基  調  講  演
B01  3/14（火）10:00～11:00

DX で実 現する組 織 改 革と働き方 改 革
～ 淡 路 島 へ の 本 社 機 能 一 部 移 転 の 挑 戦 ～

	（株）パソナグループ	専務執行役員	CIO・CCO
グループ DX 統括本部長　　河野 一	氏

B21  3/15（水）10:00～11:00

人材・組 織を活かすゲーム理 論
～ 戦 略 の 科 学が 変える日本のDXと人 材 活 用～

大阪大学大学院	経済学研究科	教授　　安田 洋祐	氏

製品紹介セミナー
B54 3/15（水） 13:20 ～13:50
国内2,000社が導入！クラウド電話システム
Dialpadが変える未来の働き方
Dialpad	Japan（株）　 		働き方改革・テレワーク支援展

働き方改革コース テレワークコース
B05 3/14（火） 11:40 ～12:40

従業員の生産性向上に向けた我が社の働き方改革

ダイドードリンコ（株）	取締役	執行役員	人事総務部長　濱中	昭一

B13 3/14（火） 15:00 ～16:00
働き方改革は社員のためならず 
～社長！残業なんてさせてたら利益は出ませんよ～

actuarise（株）	代表取締役　三島	浩一
B17 3/14（火） 16:40 ～17:40
待ったなし！“人的資本経営時代”へ向き合う
ファーストステップ
People	Trees（同）	Co-Founder	&	COO	最高執行責任者　中谷	真紀子

B29 3/15（水） 13:20 ～14:20

ダイバーシティが求められる時代の働き方改革入門

Faith	経営労務事務所	代表	特定社会保険労務士・人事コンサルタント　髙田	崇一

B02 3/14（火） 10:00 ～11:00
ハイブリッドワーク時代は電話も DX！
オフィスワーク×テレワークの業務環境ソリューション

（株）プロディライト	事業管理本部	本部長　岡田	良平

B09 3/14（火） 13:20 ～14:20
「選ばれる企業」になる！ハイブリッド時代の働き方 
～出社×テレワークの労務管理～

社会保険労務士法人NSR	テレワークスタイル推進室CWO	社会保険労務士　武田	かおり

B22 3/15（水） 10:00 ～11:00
テレワーク導入企業から学ぶ、
新しい働き方と組織づくり

（株）ノベルワークス	代表取締役　満村	聡

B11 3/14（火） 13:20 ～14:20
中小企業における RPA 活用事例 
～なぜ導入7ヶ月で月間177時間を削減できたのか？～

（株）ドットコネクト	代表取締役　兎澤	直樹

B19 3/14（火） 16:40 ～17:40
「RPA ×書類のデータ化」による業務自動化の
成功ポイントとは？事例を交えてご紹介
RPAテクノロジーズ（株）	LX	Division	大阪オフィス	責任者　本間	匠

B24 3/15（水） 10:00 ～11:00
「自動化」があなたの会社の業務改革を実現する！
RPA 導入のススメ

シー・システム（株）	専務取締役　森下	亮佑

RPA・業務自動化コース

※写真は、東京展（2022年８月開催）の様子です。※写真は、東京展（2022年８月開催）の様子です。

全 64 セッション開催！　プログラム詳細・受講申込は ▶ https://box.dxpo.jp/osaka

専門セミナー インテックス大阪 6号館
展示会場内 セミナー会場

会
場 ※本セミナーを受講希望の方は公式HPにて来場事前登録を済ませた後、セミナー受講申込をしてください。

※定員になり次第、申込締切となりますのでお早めにお申込みください。申込状況は公式HPにてご確認ください。

受講料：無料   Webでの事前の受講申込みが必須です

上記のほか、全 64 セッション開催！

※敬称略　※ 都合により、講師･プログラム内容が変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。※講演内容のビデオ撮影･録音は固くお断りします。

の数字はセッション番号です。

入場には、来場事前登録が必須です。▶https://box.dxpo.jp/osaka

前半2日間､後半2日間で､展示内容が異なります。入場には、前半・後半、それぞれ来場事前登録(無料)が必要です。

本分野 関西最大級！ 主要企業310社※が出展！
※前半２日間 (3/14～15) ＋ 後半２日間 (3/16～17) の合計出展見込社数

（株）エイチ・シー・エス
法人向け名刺受発注システム
SAKUZOを使って名刺受発注をスムーズに！展示会
価格にてご紹介。

NECソリューションイノベータ（株）
文書管理、RPA、AIOCR
DX推進の第１歩はここから～あなたの働き方改革を
支援します～。

（株）ソフトクリエイト
ワークフロー、ノーコード
ワークフロー、kintoneの導入から活用までを支援！

Chatwork（株）
コミュニケーションチャット
国内利用者36万社以上！シンプル設計で導入しやす
いチャット。

ブレインズテクノロジー（株）
企業内検索、業務効率化ツール
企業内の資料・ナレッジを最大限に活用し、業務効
率・生産性UP！

A10ネットワークス（株）
ゼロトラスト
ゼロトラスト実現への最初の一歩。

ギンガシステム（株）
オンラインコミュニケーション
拠点間を常時接続TVでワンフロア化／TV窓口で商
圏拡大＆省力化！

Dialpad Japan（株）
クラウドPBX
国内2,000社が導入！ビジネス電話のすべてがここ
に。

日本インフォメーション（株）
ペーパーレス会議システム
450社が導入！ペーパーレス会議で社内のDX化を！

MIKATA（株）
メディア
バックオフィス担当者が完全無料で使える！

（株）アイシーソフト
顔認証勤怠システム
本展でご契約の場合は、特別な特典をご用意してお
ります！

（株）エスエヌシー
3年保証付きリユースパソコン
ニーズ拡大中！リユースPCの活用でコスト削減と環
境問題に貢献！

（株）システムエグゼ
ワークフローシステム
Excelで申請書を簡単作成、そのまま使ってスピード
導入を実現！

ダイトロン（株）
ビデオ会議デバイス
ハイブリッド会議に最適！先端技術を詰込んだビデ
オ会議デバイス。

（株）フォーバルテレコム
特化型クラウドERPサービス
サブスクビジネスを即実現！顧客、契約、請求管理ク
ラウドサービス！

（株）夢テクノロジー
ITエンジニア派遣サービス
即戦力IT人材を全国に1名から派遣！転籍も可能！！

（株）ヴィス
ワークデザイン
オフィスや「はたらく」をデザインし、継続的な企業
価値向上を支援。

（株）NTTデータ関西
FAXペーパレス
電帳法にも対応！ペーパーレス化を進める絶好のチ
ャンスです！

篠原電機（株）
テレワーク支援
テレワークやオンラインミーティング普及による会議
室不足解消に！

竹田印刷（株）
受発注システム・WMS
BtoBに特化した受発注および倉庫管理システムをご
提供！

プライズ（株）
情報共有ツール
1800組織以上で導入！情報資産活用から組織のDX
を加速させます。

リックソフト（株）
ナレッジ・情報共有ツール
導入から定着までワンストップでサポート！無料プラ
ン有！

凡
例

■ 出展社名
製品ジャンル
出展製品の特長 など

■ 働き方改革・テレワーク支援展 （オフィスDX）　出展社一覧 (一部抜粋）

下記の他にも、多数の企業が出展！　全出展社の一覧・製品詳細は　▶　https://box.dxpo.jp/osaka
※2022年12月15日現在

下記の他にも、多数の企業が出展！　全出展社の一覧・製品詳細は　▶　https://box.dxpo.jp/osaka
※2022年12月15日現在

（株）エーアイスクエア
チャットボット／文書要約AI
社内問い合わせに自動応答／蓄積された報告書など
を要約・分析。

GROWIT（株）
RPA,AI-OCR
今ならトライアル一カ月間無償！

（株）システムサポート
RPAツール
RPAのグローバルリーダー【Automation360】ご
紹介！

（株）テリロジーサービスウェア
IT初心者向けRPAツール
現場主導で導入できる“究極的にかんたん”なRPAツ
ールです！

（株）BluePort
自動マニュアル作成ツール
2000社以上が導入！マニュアル作成が驚くほど簡
単になります。

（株）RPAソリューションズ
RPAツール
ITレビューランキング5000製品中10位のRPA製
品！

オートロ（株）
RPAツール

【継続率99%】充実サポートで誰でも簡単に業務自動
化！

（株）経営管理センター
AI-OCR､業務自動化
データ化できない紙媒体の処理や煩雑な事務業務を
自動化します！

スターティアレイズ（株）
RPAツール
複数人で使える月額5万円のRPA！初心者でも簡単操
作で業務自動化。

（株）ドットコネクト／RPA運用サポートドットコム
RPAツール、RPA運用保守
1ライセンスで複数台利用可！スピーディーなRPA運
用サポート！

ペネトレイト・オブ・リミット（株）
チャットボット
読まれない資料をなくす→DXが加速するAIチャット
ボット。

アイティクラウド（株）
SaaS管理ツール
情シス・経理必見！DXの為のSaaS一元管理ツール
ITboard。

北日本コンピューターサービス（株）
AI搭載　FAQ検索システム
よくある質問をスピード解決！準備から運用までとに
かくカンタン！

（株）サイシード
AI搭載FAQシステム
どんな人でも一瞬で回答に辿りつけるAI搭載高性能
FAQシステム。

（株）ソフトネット
受託開発
各ニーズに合わせたシステム構築、開発を行います。

日本ソフト開発（株）
DX推進ソリューション
業務効率化(RPA),帳票デジタル化などの効率化はお
任せください。

ベルズシステム（株）
Roanna
AIを利用した社内情報循環サイクルのAutomation
化！

（株）AI Shift
ボイスボット,チャットボット
100社以上が導入！電話対応の自動化を支援いたし
ます。

（株）ギブリー
チャットボット
直感操作で誰でも簡単に AIチャットボットを作成可
能。

C-RISE（株）
クラウド型RPAサービス
本展でご契約の場合、開発支援サポート大幅割引！

（株）タイタンコミュニケーションズ
RPAツール
ミラロボRPAの３大特徴『カンタン・ローコスト・サポ
ート充実』。

FutureRays（株）
RPAツール
すぐに体感できる！トライアルでRPAロボ代行作成し
ます。

（株）ラスティックシステム
RPAツール
弊社が取り扱う4種類のRPAツールの中から最適な
ツールをご提案。

■ RPA・業務プロセス自動化展 （RPA・業務自動化）　出展社一覧 (一部抜粋）

本展に関するお問合せ先：DXPO事務局／ブティックス（株） 
〒108-0073	東京都港区三田	1-4-28	三田国際ビル17階（総合受付：11階）	TEL：03-6809-4451

前半2日間 （3/14～15）主要企業170社が出展 ！ 後半2日間 （3/16～17）主要企業140社が出展 ！

※右記は構成展示会

※右記は構成展示会

※写真は、東京展（2022年８月開催）の様子です。



ハイブリッド展示会   ●オンライン展で出来ること
   ①400社/600製品の動画視聴・資料ダウンロード
   ②見積依頼・質問・商談設定 (大阪展以外の日程でも設定可)
   ③オンラインセミナーの無料視聴

  ●オンライン展を利用するには…
    ※下記のいずれかで､即日､利用可能 (無料)
  A) リアル展(大阪開催)に来場事前登録
  B) オンライン展に会員登録 ⇒ dxpo.jp

本展の主催者である
ブティックス (東証グロース上場) について

365日開催のオンライン展示会と、東京・大阪・福岡開催の
リアル展示商談会をシームレスに融合したハイブリッド展
示会。来場者がオンラインとリアルの垣根なく、出展製品・
サービスを比較検討できる、まったく新しい商談プラット
フォームです。

とは？
只今、オンライン展示会 (会期：365日､24時間) を開催中!

本展の主催者であるブティックス(東証グロース上場 証券コード:9272）
は､業界に特化した商談型展示会事業､M&A仲介事業等で急成長している
企業です。業界に特化したマッチング・プラットフォームNo.1企業を目
指し、新たなサービスを次々に立ち上げています。

※最終の出展見込社数 ※最終の出展見込社数

会場：インテックス大阪 6号館
※都合により会場レイアウトは変更になる場合があります。

会場：インテックス大阪 6号館
※都合により会場レイアウトは変更になる場合があります。

dxpo.jp 検索https://box.dxpo.jp/osaka来場事前登録（無料）はコチラから▶
※一般ユーザー･学生･18才未満（乳幼児含む）の方のご入場はできません。※展示会開催会社の方、出展社へのセールス・勧誘を目的とした方の入場は固くお断りします。

※社数は全て最終の出展見込社数 ※社数は全て最終の出展見込社数

※一般ユーザー･学生･18才未満（乳幼児含む）の方のご入場はできません。※展示会開催会社の方、出展社へのセールス・勧誘を目的とした方の入場は固くお断りします。

（受付開始 9：00）（受付開始 9：00）
会 

期
会 

期 主催： ブティックス（株）
会場：インテックス大阪

主催： ブティックス（株）
会場：インテックス大阪

《後半2日間》《前半2日間》  2023年 2023年

dxpo.jp 検索https://fox.dxpo.jp/osaka来場事前登録（無料）はコチラから▶

招待券招待券

3月16日（木） 9：30～17：00
3月17日（金） 9：30～17：00

3月14日（火） 9：30～18：00
3月15日（水） 9：30～16：00

関西最大級！関西最大級！ 310社※が出展！310社※が出展！ 本
分
野

本
分
野 ※前半２日間 (3/14～15) ＋ 後半２日間 (3/16～17) の合計出展見込社数※前半２日間 (3/14～15) ＋ 後半２日間 (3/16～17) の合計出展見込社数

入場には来場事前登録
（無料）が必須です

入場には来場事前登録
（無料）が必須です

売上アップ・生産性向上・DX推進のためのIT製品が集結！業務効率化・生産性向上・DX推進のためのIT製品が集結！

前半２日間、後半２日間で展示内容・セミナー内容が異なります。入場には、前半・後半、それぞれ来場事前登録(無料)が必要です。ご注意ください。

後半2日間 （3/16～17）主要企業140※社が出展 ！前半2日間 （3/14～15）主要企業170※社が出展 ！

《 会場レイアウト図 》　構成展示会 ／ 出展社 ／ 来場対象者 《 会場レイアウト図 》　構成展示会 ／ 出展社 ／ 来場対象者
営業・マーケ・販促部門 ／ 小売店・飲食店・EC の皆様必見!経営者・総務・人事・経理・ DX推進部門 の皆様必見!

専門セミナー 専門セミナーインテックス大阪 6号館
展示会場内 セミナー会場

会
場

インテックス大阪 6号館
展示会場内 セミナー会場

会
場※本セミナーを受講希望の方は公式HPにて来場事前登録を済ませた後、セミナー受講申込をしてください。

※定員になり次第、申込締切となりますのでお早めにお申込みください。申込状況は公式HPにてご確認ください。
※本セミナーを受講希望の方は公式HPにて来場事前登録を済ませた後、セミナー受講申込をしてください。
※定員になり次第、申込締切となりますのでお早めにお申込みください。申込状況は公式HPにてご確認ください。

受講料：無料 受講料：無料  Webでの事前の受講申込みが必須です   Webでの事前の受講申込みが必須です

※敬称略　※ 都合により、講師･プログラム内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。※講演内容のビデオ撮影･録音は固くお断りします。
の数字はセッション番号です。

B01  3/14（火）10:00～11:00
DX で実 現する組 織 改 革と働き方 改 革
～ 淡 路 島 へ の 本 社 機 能 一 部 移 転 の 挑 戦 ～
 （株）パソナグループ 専務執行役員 CIO・CCO
                             グループ DX 統括本部長　　河野 一 氏

基  調  講  演
B21  3/15（水）10:00～11:00
人材・組 織を活かすゲーム理 論
～ 戦 略 の 科 学が 変える日本のDXと人 材 活 用～

大阪大学大学院 経済学研究科 教授　　安田 洋祐 氏

F01  3/16（木）10:00～11:00
データサイエンスを活用して
ビジネス拡 大！

滋賀大学 学長　　竹村 彰通 氏

基  調  講  演
F17  3/17（金）10:00～11:00
デジタル活用で大 阪をアジアNo.1の
国際 文化 観 光 都 市へ！

大阪観光局 理事長　　溝畑 宏 氏

製品紹介セミナー製品紹介セミナー
B54 3/15（水） 13:20 ～13:50
国内2,000社が導入！クラウド電話システム
Dialpadが変える未来の働き方
Dialpad Japan（株）　　         　  働き方改革・テレワーク支援展

B55 3/15（水） 14:10 ～14:40
BCPが変わる！AIによるリアルタイムなリスク分析で
レジリエントな企業づくり

（株）Spectee　　      DX・業務改革支援展 ／ 総務ソリューション展

F42 3/16（木） 10:50 ～11:20

【マスコミ露出】請負人

ワールドアイ（株）　　               デジタルマーケ＆ SNS 運用支援展

F50 3/17（金） 10:00 ～10:30
9割の営業担当者が必要に感じている？
実態調査でみえてきた「リスキリング」の重要性

（株）RevComm　 営業支援システム展 ／ 営業コンサル・アウトソーシング展

F55 3/17（金） 14:10 ～14:40
国内2,000社が導入！クラウド電話システム
Dialpadが変える未来の働き方
Dialpad Japan（株）    営業支援システム展 ／ 営業コンサル・アウトソーシング展

F02 3/16（木） 10:00 ～11:00
圧倒的な業績拡大と収益アップを創り上げる！
～キーエンス出身者が説く 営業の仕組み化～

（株）カクシン 代表取締役社長 CEO　田尻 望

F10 3/16（木） 13:20 ～14:20
お客様の「されたい」営業と DX 
～買い手の気持ちに寄り添うデジタル営業を考えよう～

（株）セレブリックス セールスカンパニー 執行役員 カンパニー CMO/セールスエバンジェリスト　今井 晶也

F14 3/16（木） 15:00 ～16:00
進化する DX 時代の営業スタイル 
～今、求められるセンスとスキルとは～

（有）アクトコンサルタント 代表取締役　大森 啓司

F19 3/17（金） 10:00 ～11:00
売上アップ＆労働時間削減を実現する！
営業プロセスの「見える化」と SFA 活用

ソフトブレーン（株） 執行役員 関西支社長　井上 裕太

F21 3/17（金） 11:40 ～12:40
中小企業こそ導入すべき！
営業がみるみる変わる DX 活用法

（株）渡辺ホールディングス 代表取締役　渡辺 大河

F30 3/17（金） 15:00 ～16:00
両利きの営業力 
～デジタル＆アナログで勝つ営業 DX 人材になる／育てる～

トライツコンサルティング（株） 代表取締役　角川 淳

F08 3/16（木） 11:40 ～12:40
EC のスペシャリストが指南！
ネットショップ出店先の選び方と売れる仕組みづくり

ソノサキニン（株） 代表取締役　本木 敬祐

F12 3/16（木） 13:20 ～14:20
SEO 対策はキーワードが9割！！
超初心者の SEO ライティング講座

アド・リング 代表　田中 十升

F20 3/17（金） 10:00 ～11:00
EC 販促につながる！
SNS ファン作りマーケティングについて徹底解説

Novum Nexus　津金澤 健人

F24 3/17（金） 11:40 ～12:40

いよいよ登場「GA4」を使ったアクセス分析と改善

（株）ミルズ 主任研究員　石井 研二

F28 3/17（金） 13:20 ～14:20
売れない EC サイトの3つの共通点と売上アップ
12の法則 ～店舗×EC × SNS の最新 DX とは～
エスアンドティーパートナーズ（株） 代表取締役／（一社）ジャパン E コマースコンサルタント協会 理事　松本 順士

営業コース

EC コース

F05 3/16（木） 11:40 ～12:40
小規模企業のデジタルマーケティングの始め方 

「デジタルツール検討」と「人材育成」のポイント
（株）エムティブレイン 代表取締役　山口 透

F09 3/16（木） 13:20 ～14:20
無駄なコストを使わない！
効率的な販売・営業促進＆WEB マーケティング

（株）ヨロコバレーナ 代表取締役　宗 琢未

F13 3/16（木） 15:00 ～16:00
経済環境の激変に備え、日本企業が今創るべき

「売れる仕組み」とは
シンフォニーマーケティング（株） 代表取締役　庭山 一郎

F18 3/17（金） 10:00 ～11:00

いまさらきけない WEB マーケティング導入セミナー

デザインエッグス　鈴木 克彦

F25 3/17（金） 13:20 ～14:20
成長企業が実践する攻めの DX 
～落とし穴と対処法～

（株）船井総研デジタル 執行役員　斉藤 芳宜

F29 3/17（金） 15:00 ～16:00
デジタル時代の BtoB マーケティング 
～新たな挑戦・実験をし続けるところが生き残る～
佛教大学 社会学部 教授／京都大学 名誉教授／京都大学経営管理大学院 客員教授　若林 靖永

F04 3/16（木） 10:00 ～11:00
オムニチャネルを目指す企業の9割が陥る
大きな落とし穴

中山茂マーケティングデザイン（株） 代表取締役　中山 茂

F07 3/16（木） 11:40 ～12:40
「さっぱり分からない」から踏み出す！
小売・店舗 DX 基本のキ

グラスハパコンサルティング（株） 代表取締役　中野 雅公

F16 3/16（木） 15:00 ～16:00
感覚マーケティング視点で捉える店舗 DX 
～DX 環境で消費者の購買体験をどう高めるか～

中央大学 商学部 教授　朴 宰佑

F23 3/17（金） 11:40 ～12:40
小さなお店の SNS 活用
～広告費をかけずにできる、お客様とつながる仕組みづくり～

モバイルエール 代表　橘 明日香

F27 3/17（金） 13:20 ～14:20
消費者視点の小売イノベーションと顧客エンゲージメント 
～お客様との「関係性」はどうつくられるのか？～

同志社大学 商学部 教授　髙橋 広行

マーケティングコース

店舗支援コース

F03 3/16（木） 10:00 ～11:00
WEB 広告はコピーライティングが命！
商品・サービスの価値の伝え方

ライズマーケティングオフィス（株） 代表　田中 みのる

F06 3/16（木） 11:40 ～12:40
Google で上位表示されるサイトのつくり方とは？
～コストを抑えて集客するために～

（一社）全日本 SEO 協会 代表理事　鈴木 将司

F15 3/16（木） 15:00 ～16:00

成果と売上の上がるコンテンツマーケティング

（株）ウェブライダー 代表取締役　松尾 茂起

F22 3/17（金） 11:40 ～12:40
今やるべき SEO 対策10のポイント 
～ブログ記事から外部リンクまで～

（株）バリューエージェント 代表取締役　上野山 光雄

F26 3/17（金） 13:20 ～14:20
低コストで爆発的に売上が上がる、
最強 Web 広告運用術とは？

（株）ウィニングフィールド 代表取締役　勝原 潤

F31 3/17（金） 15:00 ～16:00
大幅仕様変更！Google Analytics 4の
使い方と活用法とは？
（株）博報堂アイ・スタジオ デジタルコンサルタント　田中 剛

F11 3/16（木） 13:20 ～14:20
脱・ど根性経営！店舗利益を上げる為の
飲食店 DX 経営のはじめ方
（一社）これからの時代の・飲食店マネジメント協会 代表理事　山川 博史

F32 3/17（金） 15:00 ～16:00
「人材×IT」でフード産業を元気に！
逆境に負けない V 字回復の秘訣とは？

クックビズ（株） 代表取締役社長　藪ノ 賢次

広告・販促コース

飲食店支援コース

B05 3/14（火） 11:40 ～12:40

従業員の生産性向上に向けた我が社の働き方改革

ダイドードリンコ（株） 取締役 執行役員 人事総務部長　濱中 昭一

B13 3/14（火） 15:00 ～16:00
働き方改革は社員のためならず 
～社長！残業なんてさせてたら利益は出ませんよ～

actuarise（株） 代表取締役　三島 浩一

B17 3/14（火） 16:40 ～17:40
待ったなし！“人的資本経営時代”へ向き合う
ファーストステップ
People Trees（同） Co-Founder & COO 最高執行責任者　中谷 真紀子

B29 3/15（水） 13:20 ～14:20

ダイバーシティが求められる時代の働き方改革入門

Faith 経営労務事務所 代表 特定社会保険労務士・人事コンサルタント　髙田 崇一

B02 3/14（火） 10:00 ～11:00
ハイブリッドワーク時代は電話も DX！
オフィスワーク×テレワークの業務環境ソリューション

（株）プロディライト 事業管理本部 本部長　岡田 良平

B09 3/14（火） 13:20 ～14:20
「選ばれる企業」になる！ハイブリッド時代の働き方 
～出社×テレワークの労務管理～
社会保険労務士法人 NSR テレワークスタイル推進室 CWO 社会保険労務士　武田 かおり

B22 3/15（水） 10:00 ～11:00
テレワーク導入企業から学ぶ、
新しい働き方と組織づくり

（株）ノベルワークス 代表取締役　満村 聡

B10 3/14（火） 13:20 ～14:20
DX を追い風に総務人事部が引き起こす福利厚生革命 
～社員への「愛」の届け方～

（株）Hite&Co. 代表取締役社長　金 英範

B18 3/14（火） 16:40 ～17:40

外部の脅威から我が社を守る情報セキュリティ対策

（特非）ヒューリット経営研究所 IT コーディネータ　藤岡 秀和

B23 3/15（水） 10:00 ～11:00

これからの「行きたくなるオフィス」とは？

（株）ヴィス デザイナーズオフィス第 4 事業部 アカウントセールス部 サブマネージャー　木下 拓馬

B26 3/15（水） 11:40 ～12:40
いまさら聞けない、働き方改革対応のための実務 
～関連法の知識と就業規則の見直し～

大阪社労士事務所 代表　桑野 真浩

働き方改革コース

テレワークコース

戦略総務コース

B08 3/14（火） 11:40 ～12:40
リモートワーク時代だからこそ出来る

『部下のやる気を引き出し、成長を促す方法』を考える
傾聴共感研究所 代表　山本 勝美

B20 3/14（火） 16:40 ～17:40
職場における「アサーティブネス」の重要性 
～リモートワーク時代のコミュニケーション課題解決のために～
近畿大学 総合社会学部 総合社会学科 心理系専攻 教授　堀田 美保

B32 3/15（水） 13:20 ～14:20
無理のない人事・労務管理のデジタルシフトの進め方 
～通常業務と並行して働き方を変えるには？～
（株）エフアンドエム オフィスステーション事業本部 副本部長　池邉 俊貴

B12 3/14（火） 13:20 ～14:20
“DX 人材” 採用最前線 
～DX 人材採用成功のポイント～

（株）morich 代表取締役 オールラウンダーエージェント　森本 千賀子

B16 3/14（火） 15:00 ～16:00
一般企業でこそ活かされる Web 人材を
どう発掘するか？

（株）アップポイント マネージャー /Web ディレクター　永田 俊之（株）アップポイント マネージャー /Web ディレクター　永田 俊之

B28 3/15（水） 11:40 ～12:40
オンライン時代の採用プロモーション講座 
～自社採用サイト構築と SNS 活用～

（株）採用戦略研究所 代表取締役社長　郷戸 理永

B04 3/14（火） 10:00 ～11:00

3ヵ月で実現させる経理効率化プロジェクト

（株）M&T コンサルティング 取締役　二口 大介

B07 3/14（火） 11:40 ～12:40
経理部で実現できるペーパーレス化＆デジタル化戦略 
～インボイス制度が及ぼす影響～

（株）ICS パートナーズ 会計ソリューション部 グループリーダー　土田 勇治

B31 3/15（水） 13:20 ～14:20
知らないでは済まされない！
消費税インボイス制度の準備と対策
松尾経営会計事務所 代表／（同）ONE UP 代表社員　松尾 充哲

経理・財務コース

人事・労務コース

採用・研修コース

B03 3/14（火） 10:00 ～11:00
システム導入は目的ではない！
強い組織をつくる DX とは

（株）コンフォーム CEO　宮野 真一

B06 3/14（火） 11:40 ～12:40
DX、その前に！労働力減少時代に求められる
業務改善と生産性向上
大阪工業大学 情報科学部 データサイエンス学科 教授　皆川 健多郎

B14 3/14（火） 15:00 ～16:00
DX の一歩先を行く Digital-Oriented へ 
～「業務はデジタルを中心に回す」という発想転換～

B&DX（株） 代表取締役社長　安部 慶喜

B30 3/15（水） 13:20 ～14:20
DX とは業務改革です！
～デジタル技術の導入だけでは成果がでないわけ～

（株）リビカル 代表取締役　元山 文菜

B11 3/14（火） 13:20 ～14:20
中小企業における RPA 活用事例 
～なぜ導入7ヶ月で月間177時間を削減できたのか？～

（株）ドットコネクト 代表取締役　兎澤 直樹

B19 3/14（火） 16:40 ～17:40
「RPA ×書類のデータ化」による業務自動化の
成功ポイントとは？事例を交えてご紹介
RPA テクノロジーズ（株） LX Division 大阪オフィス 責任者　本間 匠

B24 3/15（水） 10:00 ～11:00
「自動化」があなたの会社の業務改革を実現する！
RPA 導入のススメ

シー・システム（株） 専務取締役　森下 亮佑

DX・業務改革コース

RPA・業務自動化コース

B25 3/15（水） 11:40 ～12:40
中小企業がデジタル変革を成功させるポイント 
～現場主導で推進するデジタル化へ～

（株）dTosh 代表取締役／奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科 情報科学領域 助教　平尾 俊貴

B15 3/14（火） 15:00 ～16:00

経理部門必見！インボイス制度開始に向けた対応ポイント
辻・本郷税理士法人 税理士 DX 事業推進室 パートナー／

辻・本郷 IT コンサルティング（株） 取締役　菊池 典明

B27 3/15（水） 11:40 ～12:40

今取り組むべき改正電子帳簿保存法対策
辻・本郷税理士法人 税理士 DX 事業推進室 パートナー／

辻・本郷 IT コンサルティング（株） 取締役　菊池 典明

●テレワーク支援
●ペーパーレス化ツール
●コミュニケーションツール
●ITインフラ構築　　   等

●DX支援サービス
●BIツール
●総務ソリューション
●情報セキュリティ　等

●RPAツール
●チャットボット
●AI-OCR
●業務自動化ツール　等

●総務・人事
●経営者
●情報システム
●DX推進　 等

●経営・経営企画
●DX推進
●総務
●情報システム　等

●経営・経営企画
●情報システム
●DX推進
●総務・人事・経理　等

▼ 出展社（製品）

▼ 出展社（製品）

▼ 出展社（製品）

▼ 来場対象者（部門）

▼ 来場対象者（部門）

▼ 来場対象者（部門）

▼来場対象者（部門）

DXDX・・業務改革支援展業務改革支援展
総務ソリューション展総務ソリューション展

経営・総務
DX

RPA・業務プロセス自動化展RPA・業務プロセス自動化展RPA・業務
自動化

働き方改革・テレワーク支援展オフィス
DX

●POSレジ
●店舗集客ツール
●店舗管理システム
●店舗用ロボット 等

▼ 出展社（製品） ▼来場対象者（部門）
●従業員エンゲージメント
●採用支援サービス
●eラーニング・LMS
●人事システム     等

●人事・労務
●採用・研修部門
●人材開発
●経営者　  等

●小売店経営者
●飲食店経営者
●店舗管理
●FC本部　  等

人事・労務システム展人事・労務システム展
採用・研修ソリューション展採用・研修ソリューション展

人事・労務
DX

▼ 出展社（製品）
●会計システム
●経費精算システム
●インボイス対応ツール
●請求書電子化  　 等

▼来場対象者（部門）
●経理・財務
●経営者
●経営企画
●DX推進　等

営業支援システム展営業支援システム展
営業コンサル・アウトソーシング展営業コンサル・アウトソーシング展

営業
DX

デジタルマーケ＆SNS運用支援展デジタルマーケ＆SNS運用支援展マーケ
DX

広告・販促ソリューション展広告・販促ソリューション展集客・宣伝
DX

店舗・飲食店店舗・飲食店 売上拡大支援展売上拡大支援展
店舗・飲食店店舗・飲食店 業務効率化支援展業務効率化支援展

店舗
DX

ECEC 売上拡大支援展売上拡大支援展
ECEC 開業支援展開業支援展

EC
支援経理・財務システム展経理・財務システム展経理・財務

DX

●顧客管理システム（SFA,CRM）   
●セールス自動化ツール      
●営業アウトソーシング
●営業研修・人材育成　等

●営業・営業企画
●マーケティング
●経営・経営企画
●情報システム　等

▼ 出展社（製品） ▼ 来場対象者（部門）

●PRコンテンツ制作           
●広告運用自動化・最適化            
●WEBメディア構築          
●販促ノベルティ　　　等   

●マーケティングツール（MA）
●WEBサイト分析・改善
●SNSマーケティング支援
●コンテンツマーケティング  等

●集客・PR
●マーケティング
●販促・イベント企画
●WEB制作・運用　等

●マーケティング
●販促
●WEB担当
●営業・営業企画　等

▼ 出展社（製品）

▼ 出展社（製品）

▼来場対象者（部門）
●ECサイト構築支援
●SNS連携サービス
●オムニチャネル
●フルフィルメント  等

●EC・通販担当者
●マーケティング
●販促・営業企画
●経営者　　  等

▼ 出展社（製品）

▼ 出展社（製品） ▼ 来場対象者（部門）

▼ 来場対象者（部門）

30社が出展

30社が出展

30社が出展

25社が出展

55社が出展

35社が出展

25社が出展

25社が出展

30社が出展

25社が出展

出入口出入口 出入口出入口



ハイブリッド展示会   ●オンライン展で出来ること
   ①400社/600製品の動画視聴・資料ダウンロード
   ②見積依頼・質問・商談設定 (大阪展以外の日程でも設定可)
   ③オンラインセミナーの無料視聴

  ●オンライン展を利用するには…
    ※下記のいずれかで､即日､利用可能 (無料)
  A) リアル展(大阪開催)に来場事前登録
  B) オンライン展に会員登録 ⇒ dxpo.jp

本展の主催者である
ブティックス (東証グロース上場) について

365日開催のオンライン展示会と、東京・大阪・福岡開催の
リアル展示商談会をシームレスに融合したハイブリッド展
示会。来場者がオンラインとリアルの垣根なく、出展製品・
サービスを比較検討できる、まったく新しい商談プラット
フォームです。

とは？
只今、オンライン展示会 (会期：365日､24時間) を開催中!

本展の主催者であるブティックス(東証グロース上場 証券コード:9272）
は､業界に特化した商談型展示会事業､M&A仲介事業等で急成長している
企業です。業界に特化したマッチング・プラットフォームNo.1企業を目
指し、新たなサービスを次々に立ち上げています。

※最終の出展見込社数 ※最終の出展見込社数

会場：インテックス大阪 6号館
※都合により会場レイアウトは変更になる場合があります。

会場：インテックス大阪 6号館
※都合により会場レイアウトは変更になる場合があります。

dxpo.jp 検索https://box.dxpo.jp/osaka来場事前登録（無料）はコチラから▶
※一般ユーザー･学生･18才未満（乳幼児含む）の方のご入場はできません。※展示会開催会社の方、出展社へのセールス・勧誘を目的とした方の入場は固くお断りします。

※社数は全て最終の出展見込社数 ※社数は全て最終の出展見込社数

※一般ユーザー･学生･18才未満（乳幼児含む）の方のご入場はできません。※展示会開催会社の方、出展社へのセールス・勧誘を目的とした方の入場は固くお断りします。

（受付開始 9：00）（受付開始 9：00）
会 

期
会 

期 主催： ブティックス（株）
会場：インテックス大阪

主催： ブティックス（株）
会場：インテックス大阪

《後半2日間》《前半2日間》  2023年 2023年

dxpo.jp 検索https://fox.dxpo.jp/osaka来場事前登録（無料）はコチラから▶

招待券招待券

3月16日（木） 9：30～17：00
3月17日（金） 9：30～17：00

3月14日（火） 9：30～18：00
3月15日（水） 9：30～16：00

関西最大級！関西最大級！ 310社※が出展！310社※が出展！ 本
分
野

本
分
野 ※前半２日間 (3/14～15) ＋ 後半２日間 (3/16～17) の合計出展見込社数※前半２日間 (3/14～15) ＋ 後半２日間 (3/16～17) の合計出展見込社数

入場には来場事前登録
（無料）が必須です

入場には来場事前登録
（無料）が必須です

売上アップ・生産性向上・DX推進のためのIT製品が集結！業務効率化・生産性向上・DX推進のためのIT製品が集結！

前半２日間、後半２日間で展示内容・セミナー内容が異なります。入場には、前半・後半、それぞれ来場事前登録(無料)が必要です。ご注意ください。

後半2日間 （3/16～17）主要企業140※社が出展 ！前半2日間 （3/14～15）主要企業170※社が出展 ！

《 会場レイアウト図 》　構成展示会 ／ 出展社 ／ 来場対象者 《 会場レイアウト図 》　構成展示会 ／ 出展社 ／ 来場対象者
営業・マーケ・販促部門 ／ 小売店・飲食店・EC の皆様必見!経営者・総務・人事・経理・ DX推進部門 の皆様必見!

専門セミナー 専門セミナーインテックス大阪 6号館
展示会場内 セミナー会場

会
場

インテックス大阪 6号館
展示会場内 セミナー会場

会
場※本セミナーを受講希望の方は公式HPにて来場事前登録を済ませた後、セミナー受講申込をしてください。

※定員になり次第、申込締切となりますのでお早めにお申込みください。申込状況は公式HPにてご確認ください。
※本セミナーを受講希望の方は公式HPにて来場事前登録を済ませた後、セミナー受講申込をしてください。
※定員になり次第、申込締切となりますのでお早めにお申込みください。申込状況は公式HPにてご確認ください。

受講料：無料 受講料：無料  Webでの事前の受講申込みが必須です   Webでの事前の受講申込みが必須です

※敬称略　※ 都合により、講師･プログラム内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。※講演内容のビデオ撮影･録音は固くお断りします。
の数字はセッション番号です。

B01  3/14（火）10:00～11:00
DX で実 現する組 織 改 革と働き方 改 革
～ 淡 路 島 へ の 本 社 機 能 一 部 移 転 の 挑 戦 ～
 （株）パソナグループ 専務執行役員 CIO・CCO
                             グループ DX 統括本部長　　河野 一 氏

基  調  講  演
B21  3/15（水）10:00～11:00
人材・組 織を活かすゲーム理 論
～ 戦 略 の 科 学が 変える日本のDXと人 材 活 用～

大阪大学大学院 経済学研究科 教授　　安田 洋祐 氏

F01  3/16（木）10:00～11:00
データサイエンスを活用して
ビジネス拡 大！

滋賀大学 学長　　竹村 彰通 氏

基  調  講  演
F17  3/17（金）10:00～11:00
デジタル活用で大 阪をアジアNo.1の
国際 文化 観 光 都 市へ！

大阪観光局 理事長　　溝畑 宏 氏

製品紹介セミナー製品紹介セミナー
B54 3/15（水） 13:20 ～13:50
国内2,000社が導入！クラウド電話システム
Dialpadが変える未来の働き方
Dialpad Japan（株）　　         　  働き方改革・テレワーク支援展

B55 3/15（水） 14:10 ～14:40
BCPが変わる！AIによるリアルタイムなリスク分析で
レジリエントな企業づくり

（株）Spectee　　      DX・業務改革支援展 ／ 総務ソリューション展

F42 3/16（木） 10:50 ～11:20

【マスコミ露出】請負人

ワールドアイ（株）　　               デジタルマーケ＆ SNS 運用支援展

F50 3/17（金） 10:00 ～10:30
9割の営業担当者が必要に感じている？
実態調査でみえてきた「リスキリング」の重要性

（株）RevComm　 営業支援システム展 ／ 営業コンサル・アウトソーシング展

F55 3/17（金） 14:10 ～14:40
国内2,000社が導入！クラウド電話システム
Dialpadが変える未来の働き方
Dialpad Japan（株）    営業支援システム展 ／ 営業コンサル・アウトソーシング展

F02 3/16（木） 10:00 ～11:00
圧倒的な業績拡大と収益アップを創り上げる！
～キーエンス出身者が説く 営業の仕組み化～

（株）カクシン 代表取締役社長 CEO　田尻 望

F10 3/16（木） 13:20 ～14:20
お客様の「されたい」営業と DX 
～買い手の気持ちに寄り添うデジタル営業を考えよう～

（株）セレブリックス セールスカンパニー 執行役員 カンパニー CMO/セールスエバンジェリスト　今井 晶也

F14 3/16（木） 15:00 ～16:00
進化する DX 時代の営業スタイル 
～今、求められるセンスとスキルとは～

（有）アクトコンサルタント 代表取締役　大森 啓司

F19 3/17（金） 10:00 ～11:00
売上アップ＆労働時間削減を実現する！
営業プロセスの「見える化」と SFA 活用

ソフトブレーン（株） 執行役員 関西支社長　井上 裕太

F21 3/17（金） 11:40 ～12:40
中小企業こそ導入すべき！
営業がみるみる変わる DX 活用法

（株）渡辺ホールディングス 代表取締役　渡辺 大河

F30 3/17（金） 15:00 ～16:00
両利きの営業力 
～デジタル＆アナログで勝つ営業 DX 人材になる／育てる～

トライツコンサルティング（株） 代表取締役　角川 淳

F08 3/16（木） 11:40 ～12:40
EC のスペシャリストが指南！
ネットショップ出店先の選び方と売れる仕組みづくり

ソノサキニン（株） 代表取締役　本木 敬祐

F12 3/16（木） 13:20 ～14:20
SEO 対策はキーワードが9割！！
超初心者の SEO ライティング講座

アド・リング 代表　田中 十升

F20 3/17（金） 10:00 ～11:00
EC 販促につながる！
SNS ファン作りマーケティングについて徹底解説

Novum Nexus　津金澤 健人

F24 3/17（金） 11:40 ～12:40

いよいよ登場「GA4」を使ったアクセス分析と改善

（株）ミルズ 主任研究員　石井 研二

F28 3/17（金） 13:20 ～14:20
売れない EC サイトの3つの共通点と売上アップ
12の法則 ～店舗×EC × SNS の最新 DX とは～
エスアンドティーパートナーズ（株） 代表取締役／（一社）ジャパン E コマースコンサルタント協会 理事　松本 順士

営業コース

EC コース

F05 3/16（木） 11:40 ～12:40
小規模企業のデジタルマーケティングの始め方 

「デジタルツール検討」と「人材育成」のポイント
（株）エムティブレイン 代表取締役　山口 透

F09 3/16（木） 13:20 ～14:20
無駄なコストを使わない！
効率的な販売・営業促進＆WEB マーケティング

（株）ヨロコバレーナ 代表取締役　宗 琢未

F13 3/16（木） 15:00 ～16:00
経済環境の激変に備え、日本企業が今創るべき

「売れる仕組み」とは
シンフォニーマーケティング（株） 代表取締役　庭山 一郎

F18 3/17（金） 10:00 ～11:00

いまさらきけない WEB マーケティング導入セミナー

デザインエッグス　鈴木 克彦

F25 3/17（金） 13:20 ～14:20
成長企業が実践する攻めの DX 
～落とし穴と対処法～

（株）船井総研デジタル 執行役員　斉藤 芳宜

F29 3/17（金） 15:00 ～16:00
デジタル時代の BtoB マーケティング 
～新たな挑戦・実験をし続けるところが生き残る～
佛教大学 社会学部 教授／京都大学 名誉教授／京都大学経営管理大学院 客員教授　若林 靖永

F04 3/16（木） 10:00 ～11:00
オムニチャネルを目指す企業の9割が陥る
大きな落とし穴

中山茂マーケティングデザイン（株） 代表取締役　中山 茂

F07 3/16（木） 11:40 ～12:40
「さっぱり分からない」から踏み出す！
小売・店舗 DX 基本のキ

グラスハパコンサルティング（株） 代表取締役　中野 雅公

F16 3/16（木） 15:00 ～16:00
感覚マーケティング視点で捉える店舗 DX 
～DX 環境で消費者の購買体験をどう高めるか～

中央大学 商学部 教授　朴 宰佑

F23 3/17（金） 11:40 ～12:40
小さなお店の SNS 活用
～広告費をかけずにできる、お客様とつながる仕組みづくり～

モバイルエール 代表　橘 明日香

F27 3/17（金） 13:20 ～14:20
消費者視点の小売イノベーションと顧客エンゲージメント 
～お客様との「関係性」はどうつくられるのか？～

同志社大学 商学部 教授　髙橋 広行

マーケティングコース

店舗支援コース

F03 3/16（木） 10:00 ～11:00
WEB 広告はコピーライティングが命！
商品・サービスの価値の伝え方

ライズマーケティングオフィス（株） 代表　田中 みのる

F06 3/16（木） 11:40 ～12:40
Google で上位表示されるサイトのつくり方とは？
～コストを抑えて集客するために～

（一社）全日本 SEO 協会 代表理事　鈴木 将司

F15 3/16（木） 15:00 ～16:00

成果と売上の上がるコンテンツマーケティング

（株）ウェブライダー 代表取締役　松尾 茂起

F22 3/17（金） 11:40 ～12:40
今やるべき SEO 対策10のポイント 
～ブログ記事から外部リンクまで～

（株）バリューエージェント 代表取締役　上野山 光雄

F26 3/17（金） 13:20 ～14:20
低コストで爆発的に売上が上がる、
最強 Web 広告運用術とは？

（株）ウィニングフィールド 代表取締役　勝原 潤

F31 3/17（金） 15:00 ～16:00
大幅仕様変更！Google Analytics 4の
使い方と活用法とは？
（株）博報堂アイ・スタジオ デジタルコンサルタント　田中 剛

F11 3/16（木） 13:20 ～14:20
脱・ど根性経営！店舗利益を上げる為の
飲食店 DX 経営のはじめ方
（一社）これからの時代の・飲食店マネジメント協会 代表理事　山川 博史

F32 3/17（金） 15:00 ～16:00
「人材×IT」でフード産業を元気に！
逆境に負けない V 字回復の秘訣とは？

クックビズ（株） 代表取締役社長　藪ノ 賢次

広告・販促コース

飲食店支援コース

B05 3/14（火） 11:40 ～12:40

従業員の生産性向上に向けた我が社の働き方改革

ダイドードリンコ（株） 取締役 執行役員 人事総務部長　濱中 昭一

B13 3/14（火） 15:00 ～16:00
働き方改革は社員のためならず 
～社長！残業なんてさせてたら利益は出ませんよ～

actuarise（株） 代表取締役　三島 浩一

B17 3/14（火） 16:40 ～17:40
待ったなし！“人的資本経営時代”へ向き合う
ファーストステップ
People Trees（同） Co-Founder & COO 最高執行責任者　中谷 真紀子

B29 3/15（水） 13:20 ～14:20

ダイバーシティが求められる時代の働き方改革入門

Faith 経営労務事務所 代表 特定社会保険労務士・人事コンサルタント　髙田 崇一

B02 3/14（火） 10:00 ～11:00
ハイブリッドワーク時代は電話も DX！
オフィスワーク×テレワークの業務環境ソリューション

（株）プロディライト 事業管理本部 本部長　岡田 良平

B09 3/14（火） 13:20 ～14:20
「選ばれる企業」になる！ハイブリッド時代の働き方 
～出社×テレワークの労務管理～
社会保険労務士法人 NSR テレワークスタイル推進室 CWO 社会保険労務士　武田 かおり

B22 3/15（水） 10:00 ～11:00
テレワーク導入企業から学ぶ、
新しい働き方と組織づくり

（株）ノベルワークス 代表取締役　満村 聡

B10 3/14（火） 13:20 ～14:20
DX を追い風に総務人事部が引き起こす福利厚生革命 
～社員への「愛」の届け方～

（株）Hite&Co. 代表取締役社長　金 英範

B18 3/14（火） 16:40 ～17:40

外部の脅威から我が社を守る情報セキュリティ対策

（特非）ヒューリット経営研究所 IT コーディネータ　藤岡 秀和

B23 3/15（水） 10:00 ～11:00

これからの「行きたくなるオフィス」とは？

（株）ヴィス デザイナーズオフィス第 4 事業部 アカウントセールス部 サブマネージャー　木下 拓馬

B26 3/15（水） 11:40 ～12:40
いまさら聞けない、働き方改革対応のための実務 
～関連法の知識と就業規則の見直し～

大阪社労士事務所 代表　桑野 真浩

働き方改革コース

テレワークコース

戦略総務コース

B08 3/14（火） 11:40 ～12:40
リモートワーク時代だからこそ出来る

『部下のやる気を引き出し、成長を促す方法』を考える
傾聴共感研究所 代表　山本 勝美

B20 3/14（火） 16:40 ～17:40
職場における「アサーティブネス」の重要性 
～リモートワーク時代のコミュニケーション課題解決のために～
近畿大学 総合社会学部 総合社会学科 心理系専攻 教授　堀田 美保

B32 3/15（水） 13:20 ～14:20
無理のない人事・労務管理のデジタルシフトの進め方 
～通常業務と並行して働き方を変えるには？～
（株）エフアンドエム オフィスステーション事業本部 副本部長　池邉 俊貴

B12 3/14（火） 13:20 ～14:20
“DX 人材” 採用最前線 
～DX 人材採用成功のポイント～

（株）morich 代表取締役 オールラウンダーエージェント　森本 千賀子

B16 3/14（火） 15:00 ～16:00
一般企業でこそ活かされる Web 人材を
どう発掘するか？

（株）アップポイント マネージャー /Web ディレクター　永田 俊之（株）アップポイント マネージャー /Web ディレクター　永田 俊之

B28 3/15（水） 11:40 ～12:40
オンライン時代の採用プロモーション講座 
～自社採用サイト構築と SNS 活用～

（株）採用戦略研究所 代表取締役社長　郷戸 理永

B04 3/14（火） 10:00 ～11:00

3ヵ月で実現させる経理効率化プロジェクト

（株）M&T コンサルティング 取締役　二口 大介

B07 3/14（火） 11:40 ～12:40
経理部で実現できるペーパーレス化＆デジタル化戦略 
～インボイス制度が及ぼす影響～

（株）ICS パートナーズ 会計ソリューション部 グループリーダー　土田 勇治

B31 3/15（水） 13:20 ～14:20
知らないでは済まされない！
消費税インボイス制度の準備と対策
松尾経営会計事務所 代表／（同）ONE UP 代表社員　松尾 充哲

経理・財務コース

人事・労務コース

採用・研修コース

B03 3/14（火） 10:00 ～11:00
システム導入は目的ではない！
強い組織をつくる DX とは

（株）コンフォーム CEO　宮野 真一

B06 3/14（火） 11:40 ～12:40
DX、その前に！労働力減少時代に求められる
業務改善と生産性向上
大阪工業大学 情報科学部 データサイエンス学科 教授　皆川 健多郎

B14 3/14（火） 15:00 ～16:00
DX の一歩先を行く Digital-Oriented へ 
～「業務はデジタルを中心に回す」という発想転換～

B&DX（株） 代表取締役社長　安部 慶喜

B30 3/15（水） 13:20 ～14:20
DX とは業務改革です！
～デジタル技術の導入だけでは成果がでないわけ～

（株）リビカル 代表取締役　元山 文菜

B11 3/14（火） 13:20 ～14:20
中小企業における RPA 活用事例 
～なぜ導入7ヶ月で月間177時間を削減できたのか？～

（株）ドットコネクト 代表取締役　兎澤 直樹

B19 3/14（火） 16:40 ～17:40
「RPA ×書類のデータ化」による業務自動化の
成功ポイントとは？事例を交えてご紹介
RPA テクノロジーズ（株） LX Division 大阪オフィス 責任者　本間 匠

B24 3/15（水） 10:00 ～11:00
「自動化」があなたの会社の業務改革を実現する！
RPA 導入のススメ

シー・システム（株） 専務取締役　森下 亮佑

DX・業務改革コース

RPA・業務自動化コース

B25 3/15（水） 11:40 ～12:40
中小企業がデジタル変革を成功させるポイント 
～現場主導で推進するデジタル化へ～

（株）dTosh 代表取締役／奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科 情報科学領域 助教　平尾 俊貴

B15 3/14（火） 15:00 ～16:00

経理部門必見！インボイス制度開始に向けた対応ポイント
辻・本郷税理士法人 税理士 DX 事業推進室 パートナー／

辻・本郷 IT コンサルティング（株） 取締役　菊池 典明

B27 3/15（水） 11:40 ～12:40

今取り組むべき改正電子帳簿保存法対策
辻・本郷税理士法人 税理士 DX 事業推進室 パートナー／

辻・本郷 IT コンサルティング（株） 取締役　菊池 典明

●テレワーク支援
●ペーパーレス化ツール
●コミュニケーションツール
●ITインフラ構築　　   等

●DX支援サービス
●BIツール
●総務ソリューション
●情報セキュリティ　等

●RPAツール
●チャットボット
●AI-OCR
●業務自動化ツール　等

●総務・人事
●経営者
●情報システム
●DX推進　 等

●経営・経営企画
●DX推進
●総務
●情報システム　等

●経営・経営企画
●情報システム
●DX推進
●総務・人事・経理　等

▼ 出展社（製品）

▼ 出展社（製品）

▼ 出展社（製品）

▼ 来場対象者（部門）

▼ 来場対象者（部門）

▼ 来場対象者（部門）

▼来場対象者（部門）

DXDX・・業務改革支援展業務改革支援展
総務ソリューション展総務ソリューション展

経営・総務
DX

RPA・業務プロセス自動化展RPA・業務プロセス自動化展RPA・業務
自動化

働き方改革・テレワーク支援展オフィス
DX

●POSレジ
●店舗集客ツール
●店舗管理システム
●店舗用ロボット 等

▼ 出展社（製品） ▼来場対象者（部門）
●従業員エンゲージメント
●採用支援サービス
●eラーニング・LMS
●人事システム     等

●人事・労務
●採用・研修部門
●人材開発
●経営者　  等

●小売店経営者
●飲食店経営者
●店舗管理
●FC本部　  等

人事・労務システム展人事・労務システム展
採用・研修ソリューション展採用・研修ソリューション展

人事・労務
DX

▼ 出展社（製品）
●会計システム
●経費精算システム
●インボイス対応ツール
●請求書電子化  　 等

▼来場対象者（部門）
●経理・財務
●経営者
●経営企画
●DX推進　等

営業支援システム展営業支援システム展
営業コンサル・アウトソーシング展営業コンサル・アウトソーシング展

営業
DX

デジタルマーケ＆SNS運用支援展デジタルマーケ＆SNS運用支援展マーケ
DX

広告・販促ソリューション展広告・販促ソリューション展集客・宣伝
DX

店舗・飲食店店舗・飲食店 売上拡大支援展売上拡大支援展
店舗・飲食店店舗・飲食店 業務効率化支援展業務効率化支援展

店舗
DX

ECEC 売上拡大支援展売上拡大支援展
ECEC 開業支援展開業支援展

EC
支援経理・財務システム展経理・財務システム展経理・財務

DX

●顧客管理システム（SFA,CRM）   
●セールス自動化ツール      
●営業アウトソーシング
●営業研修・人材育成　等

●営業・営業企画
●マーケティング
●経営・経営企画
●情報システム　等

▼ 出展社（製品） ▼ 来場対象者（部門）

●PRコンテンツ制作           
●広告運用自動化・最適化            
●WEBメディア構築          
●販促ノベルティ　　　等   

●マーケティングツール（MA）
●WEBサイト分析・改善
●SNSマーケティング支援
●コンテンツマーケティング  等

●集客・PR
●マーケティング
●販促・イベント企画
●WEB制作・運用　等

●マーケティング
●販促
●WEB担当
●営業・営業企画　等

▼ 出展社（製品）

▼ 出展社（製品）

▼来場対象者（部門）
●ECサイト構築支援
●SNS連携サービス
●オムニチャネル
●フルフィルメント  等

●EC・通販担当者
●マーケティング
●販促・営業企画
●経営者　　  等

▼ 出展社（製品）

▼ 出展社（製品） ▼ 来場対象者（部門）

▼ 来場対象者（部門）

30社が出展

30社が出展

30社が出展

25社が出展

55社が出展

35社が出展

25社が出展

25社が出展

30社が出展

25社が出展

出入口出入口 出入口出入口



①右下の二次元コードまたは、公式HPにアクセス
【管理部門】 ITソリューション総合展 （https://box.dxpo.jp/osaka） 
【営業・マーケ】 ITソリューション総合展 （https://fox.dxpo.jp/osaka）   
【店舗・EC】 ITソリューション総合展

②画面中央の「来場事前登録（無料）」ボタンを
　クリックし、メールアドレスを入力
③ご登録画面にて必要事項をご入力の上、
　登録を完了させてください。
※�来場事前登録により、ブティックス(株)が運営する
　オンライン展示会および関連サービスを利用できるDXPO会員登録も完了します。

■ 営業支援システム展 ／ 
　営業コンサル・アウトソーシング展 （営業DX）

（株）アドバンスト・メディア
AI音声認識AmiVoice
「音声の文字化」で業務効率化・人件費削減・顧客
満足度向上を実現！

（株）かんざし
オンライン商談・接客ツール
ASPICアワード2021会長賞受賞！ずっと無料で使
えるツール。

（株）ジーニー
営業管理ツール
定着率99%！誰でも使えるシンプルな営業管理ツ
ール。

（株）セレブリックス
セールスエージェンシー
「売れる組織」を創る営業代行・営業コンサルティ
ング会社です。

（株）nene
neneChat
有人チャットで最大の問い合わせを最小のコストで
対応します！

（株）補助金ポータル
補助金・助成金の申請支援
国内最大級の公的支援情報掲載サイト「補助金ポ
ータル」運営。

Umee Technologies（株）
商談アシストプラットフォーム
担当者にできる先輩とできる後輩を。CRM強化や
包括的DXまで実現。

（株）ACES
営業支援AI
AIが超高精度の書き起こし・重要文の自動抽出を
実現。

（株）希世舎／VOOM（株）
次世代名刺、及び管理アプリ
スマートフォンにかざすだけの次世代名刺交換！
SDGsに貢献します。

Ｓｋｙ（株）
営業支援 名刺管理サービス
業務で得た名刺情報を会社の重要資産として運用
管理！

（株）即決営業
営業研修
社員全員の成約率が2時間で上がる営業研修を行
います。

ヒューマンシーン（株）
営業支援ツール、コンサル
過去支援実績1000社以上！営業に特化した支援会
社。

（株）マツリカ
営業支援ツール
2,500社超が導入！驚くほど営業成果に直結する
営業支援ツール！

（株）ラクス
CRM(顧客管理)システム
ノーコードでお客様の業務に合わせたカスタマイズ
の実現！

（株）アイドマ・ホールディングス
法人向け営業支援サービス
本展限定で、類似企業の営業勝ちパターンを公開！

エコノス（株）
営業支援ツール
「新規顧客開拓」をもっと「楽に簡単に」！

CrossBorder（株）
営業支援システム
ベストタイミング・ベストターゲットの営業を実現！

スマートキャンプ（株）
SFA/CRMツール
顧客管理や営業の効率化が簡単にできます！

Dialpad Japan（株）
クラウドPBX, CRM連携
国内2000社導入！電話を変えれば営業が変わる、
働き方が変わる。

ファイン・インテリジェンス・グループ（株）
CTIソリューション
コールセンター・CTIのお悩みすべて解決！

（株）メディアシステム
CTIシステム
新サービス「Web専用うけつけ電話LinkPhone」
をご紹介。

（株）アグレックス
営業活動の高度化
営業プロセスの改善から営業事務支援までを幅広
くサポート！

（株）エフ・コード
インサイドセールス、営業代行
【IT/SaaSご支援実績多数！】1か月で商談数2倍に！

（株）研美社
営業DXツール
名刺は配らず、かざす時代に！NFC「nearby」カー
ド。

（株）Saleshub
顧客紹介マッチングサービス
全国3万人の支援者からピンポイントに決裁者を紹
介してもらえる。

Chatwork（株）
コミュニケーションチャット
国内利用者36万社以上！シンプル設計で導入しや
すいチャット。

ブロードマインド（株）
オンライン面談システム
お客様はアプリ不要！スマホで動くBtoCのWEB会
議システム。

ヤマトシステム開発（株）
名刺管理システム
ID無制限で月額3万円～利用可能！無料トライアル
も承っております。

（株）RevComm
IP電話
AI搭載のクラウドIP電話／ユーザー4万人・導入
15,000社。

（株）渡辺ホールディングス
DXAは中小企業専用ツール
デジタル戦略で業績を上げるなら「DXA」完全丸
投げで業績向上DX。

●テレワーク支援　●ペーパーレス化ツール
●コミュニケーションツール　●ITインフラ構築 ・・・ 等が出展

●顧客管理システム（SFA,CRM）　●セールス自動化ツール
●営業アウトソーシング　●営業研修・人材育成 ・・・ 等が出展

●マーケティングツール（MA）   ●WEBサイト分析・改善
●SNSマーケティング支援　●コンテンツマーケティング ・・・ 等が出展

●PRコンテンツ制作　●広告運用自動化・最適化
●WEBメディア構築　●販促ノベルティ ・・・ 等が出展

●POSレジ　●店舗集客ツール
●店舗管理システム　●店舗用ロボット ・・・ 等が出展

●ECサイト構築支援　●SNS連携サービス
●オムニチャネル　●フルフィルメント ・・・ 等が出展

●DX支援サービス ●総務ソリューション
●BIツール　●情報セキュリティ ・・・ 等が出展

●RPAツール　●チャットボット
●AI-OCR　●業務自動化ツール ・・・ 等が出展

展示会への入場方法

本展に関するお問合せ先：DXPO事務局 ／ ブティックス（株）
〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28
三田国際ビル17階（総合受付：11階）TEL：03-6809-4451

入場には、来場事前登録が必須です。

※会場内でのカメラ ･ビデオなどによる撮影は固くお断りします。
※�事務局にて撮影する会場風景の写真・動画を、印刷物やビデオに掲載する場合があり
ます。あらかじめご了承ください。　

　「招待券」のみでは入場できません。入場の際は、予め来場事前登録を行い、
　登録後に出力できる「来場者バッジ」を印刷のうえ、会場入口でご提示ください。

「来場者専用Web」のURLよりログインし、来場者バッジを印刷の上、ご来場ください。

前半2日間

後半2日間

会場へのアクセス
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尼崎今すぐ来場事前登録を！

【営業・マーケ】【店舗・EC】 ITソリューション総合展  出展社・出展製品一覧 (一部抜粋)【管理部門】 ITソリューション総合展  出展社・出展製品一覧 (一部抜粋)

 （3/16～17） （3/14～15）
後半2日間前半2日間

※2022年12月15日現在。下記の他にも、多数の出展社・製品が出展します。 ※2022年12月15日現在。下記の他にも、多数の出展社・製品が出展します。

より詳しい出展製品の情報（写真付き）はWebから！ dxpo.jp https://fox.dxpo.jp/osakaより詳しい出展製品の情報（写真付き）はWebから！ dxpo.jp https://box.dxpo.jp/osaka

１） 来場事前登録を行う

■ 人事・労務システム展 ／ 採用・研修ソリューション展 （人事・労務DX）
（株）Avenir／（株）メンタルヘルステクノロジーズ
顧問産業医・保健師・健康経営
大多数実績による事例により企業様の健康管理を
徹底サポート！

アルー（株）
eラーニングシステム
社内教育にも、社外ビジネスにも使える！従量課金
で無駄なく利用可能。

（株）エスプールプラス／障がい者雇用サポート
障がい者雇用サポート
【500社利用中】定着率92％の障がい者雇用の仕
組みをご提供。

■ デジタルマーケ＆SNS運用支援展 （マーケDX）
（株）iTAN

スマホアプリ開発サービス
上場企業や観光庁での開発実績！月額8万円から自
社スマホアプリ開発。

（株）シャノン
MA,SFA
リード獲得から購買意欲引上げまで一気通貫で行
うならシャノンのMA。

（株）Faber Company
SEO・コンテンツ制作支援
導入実績1,700社超のSEO対策支援サービス。

（株）レトリバ
テキストマイニングツール
顧客の真のニーズを発掘！事業拡大の為のAI分析
やってみませんか？

（株）NTTデータCCS
UI/UX, CX, 開発
マーケティングから開発まで一気通貫でサポート！
個別相談も受付中。

スプリームシステム（株）
BtoC向けMA・CDP
ジュピターショップチャンネル様など、業界を代表
する企業で導入！

（株）PLAN-B
SEOツール
「わかる」から「できる」へ。施策実行に特化したSEO
ツール。

（株）LOM(ロム）
web施策総合コンサル
DX化は導入後が課題！選定から運営まで結果を出
せるのLOMだけ！

（株）グランネット
SEO分析ツール
SEOに詳しくない人でも、いつでもどこでも簡単に
分析が可能。

（株）デイアライブ
デジマケ支援・人材育成ツール
e-learningツール・専門家サポートの両輪でDX化
を支援！

bravesoft（株）／eventos
イベントプラットフォーム
イベント運営のすべてを1ツールで完結できるプラ
ットフォーム。

ワールドアイ（株）
マスコミ露出
貴社の優れた商材を全国ブランドにします。

アイブリッジ（株）
セルフ型アンケートツール
【Freeasy】最短当日、500円からネットリサーチが
可能！

SATORI（株）
MAツール「SATORI」
見込み顧客を増やすマーケティングオートメーショ
ンツール。

テクロ（株）
オウンドメディア支援
BtoB企業のオンラインからのリード獲得を支援。

（株）LeanGo
LP・Webの最適化ツール
【来訪者様限定！】LP・Webサイトの無料診断・改善
提案を実施中。

（株）WACUL
Webサイト診断・改善
3.7万サイト超のWebデータと勝ちパターンから
改善点を導き出す。

キューズフルグループ／（株）キューズフル／社会保険労務士法人キュー
ズフル／(一社)全国企業人財育成協会／ＣＦホールディングス（株）
企業研修・助成金サポート
『実質費用負担0円』で、継続的にプロの研修講師を
手配できます！！

（株）ジェイック
若手採用サービス、社員研修
社員研修事業から始まり、新卒／中途の若手採用
サービスもしています。

（株）Cheer
若手・人事研修システム
本店でご契約の場合、20万円分オプションチケッ
ト特典あり！

（株）東急スポーツオアシス
健康経営支援サービス
フィットネスクラブが提供する新しいオンライン健
康サービスです。

（株）ビズリーチ
中途採用支援サービス
採用したい人材が見つかる�国内最大級のデータベ
ース。

（株）PocketSoft
クラウド型労務管理システム
本気で働き方改革するならアルテミス！本展特別キ
ャンペーン有り！

learningBOX（株）
人材育成、研修
オンライン研修が100名まで年間33,000円からで
きます！

（株）アカルク
LGBTQ e-ラーニング
計13本の豊富なコンテンツと無料相談窓口、受講
分析レポート付き！

（株）アルファプランニング
障害者雇用サテライトオフィス
雇用率達成を最短2ケ月で実現！全国対応可能！伴
走定着支援します！

（株）エフアンドエム
労務管理システム
労務管理クラウドシェアNo.1アラカルト型人事労
務クラウドソフト。

（株）グローアップ
新卒特化スカウト型サービス
“絶対にほしい学生を採用する”攻めの採用を行う
ことができます。

（株）識学
採用コンサル
組織と共に成長する人材を自社採用できる仕組み
づくりを提供します！

（株）ツナググループHC
採用特化DXリクルーティング
1200社以上導入！自動面接設定ツール等で応募後
の工程を削減！

（株）Tobe-Ru
社内提案制度DXツール
社員の知財を活かし組織の成長・個人育成につな
がるサービス！

（株）4COLORS／PIP-Maker
PIP-Maker
LIXIL/三井住友海上導入。現場で効果が出た動画
活用をご紹介！

（株）MyRefer
採用マーケティングSaaS
国内初のリファラル採用SaaS・タレントプール採用
SaaS。

ワークスタイルテック（株）
労務管理システム
手厚いサポートと簡単な操作で労務初心者も安心！

（株）iCARE
健康管理システム
健康管理システムで組織の健康状態を可視化する
なら、Carely。

（株）アスマーク／Humap
在席＆フリーアドレス管理
「せきなび」1ヶ月無料キャンペーン！専任のサポート
付き。

（株）ウィルビー／（株）クロスリンク
採用業務効率化支援サービス
ノーコード／ローコードツールを活用してHR業界の
業務DX化！

（株）FCEトレーニング・カンパニー
Eラーニング/社員教育/研修
30,000アカウント突破！アウトプットが出来るEラ
ーニング！

（株）ケイズコーポレーション
人事評価システム
人的資本情報開示に備えましょう！

jinjer（株）
勤怠管理システム
15,000社が導入！専任サポート担当が運用まで徹
底フォロー。

（株）Techouse／クラウドハウス労務
大手企業向け人事労務クラウド
各社の複雑な手続き・業務フローを柔軟にデジタ
ル化。

（株）日本トリム／電解水素水整水器
健康経営の一環として
開催期間限定の特別価格をご用意しております。ご
自宅、職場に。

（株）フォロアス
ホンネインタビューシステム
業界初！エグジットインタビューサービス化！専門
家がトータル支援！

ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション（株）
メンタルヘルスソリューション
ストレスチェックをDX！組織のウェルビーイングを
実現します。

ワークスタイルテック（株）／グリーン（株）
勤怠管理システム
月額1人100円からの導入しやすい勤怠管理+人事
管理サービス。

iPresence(同)
テレコミュニケーションツール
行く、見る、分かちあう。テレポートコミュニケーシ
ョン。

AME&Company（株）
離職対策SaaS
離職につながる課題の見極めから、施策の実行ま
でサポート！

（株）運動会屋
社内イベント企画・運営
社内イベントの企画から運営まで、運動会屋にお任
せください！

キューサイ（株）
健康食品、青汁
ヴィーガン認証取得、国産ケール１００％。

（株）SAMURAI
IT研修, DX伴走型支援
どこよりも現場に寄り添った教育で圧倒的な成果
にコミットします！

（株）SmartHR
クラウド人事労務ソフト
登録社数4万社以上！人事労務の業務効率から人材
マネジメントまで！

鉄道情報システム（株）(JRシステム)
シフト管理クラウドサービス
ベストなシフトが、自動でカンタン。複雑なシフトを
自動作成します！

HeaR（株）
採用コンサル,採用代行
100社以上の支援実績！採用DXを通して貴社の採
用成功に貢献！

freee（株）
労務業務効率化クラウドソフト
勤怠、給与計算・年末調整まで労務業務を一気通
貫でIT化！

（株）ラーニングエージェンシー
人材育成サービス・診断ツール
「スキルの可視化」で特許取得！社員一人ひとりの適
切な育成を実現！

（株）ワンキャリア
新卒採用支援サービス
50万件を超える学生の口コミデータを活用し新卒
採用の課題を解決！

2） 来場者バッジを印刷する

出展社 最終募集中！
（スペースなくなり次第終了）

こちらにご相談ください TEL：03-6303-9371 MAIL：info@dxpo.jp

前
半
２
日
間

後
半
２
日
間

■ 広告・販促ソリューション展 （集客・宣伝DX）
（株）売れる広告研究所

LIBOT
LINE公式アカウントの登録数を710％アップします！

（株）サムシングファン
動画分析ツールDOOONUT
BtoBマーケティングにおいての動画分析は
DOOONUTが必須！

デジタルシューティングアンドグラフィック（株）
店舗様のWEB運用・店舗撮影
写真撮影からWEB制作・販促、店舗のWEB戦略は
お任せください！

マジセミ（株）
セミナー開催支援ツール
完全無料！集客に強い�ウェビナー支援ツール
SPEAKERS。

（株）アイディーエイ
Webブランディング戦略
「勝てる！」Webブランディングで記憶に残るブラン
ド体験を創る。

エレベーターメディア（株）
エレベーター内サイネージ広告
月間1億人以上にリーチ！音と映像で伝える高視聴
率のOOH広告媒体。

重光商事（株）
販促タオルグッズ
輸入元から直接ご提案！大量在庫！低価格！タオル
の事ならお任せ！

（株）トーン・アップ／TU-MS
企業向け動画担当者養成講座
動画を活用した課題解決ができる人材を養成いた
します。

Micoworks（株）
顧客育成サービス
集客からファン化まで促進するLINE公式アカウン
ト活用サービス。

（株）angenic
動画制作、ビジネスアニメ動画
相場の1/5以下の価格で高品質なアニメ動画が作
れます！

木村情報技術（株）
メタバース、AIチャット
オンラインでのリード獲得の仕組みをご提案いた
します！

（株）中日アド企画／ママ友チャンネル
妊婦さん、ママさん向けPR
産婦人科を起点に妊婦さんやママさんターゲット
のPR策をご提案。

（株）ネクストアライブ
3DVR
バーチャルとは思えないリアルな体験を提供します！

monoAI technology（株）
メタバースプラットフォーム
多人数同時接続可能！メタバースプラットフォーム
XR�CLOUD。

（株）ウィナス
レシートキャンペーンシステム
レシート特化型AI-OCR搭載！マストバイキャン
ペーン。

（株）コズレ
子育てナレッジシェアメディア
95万の子育て世帯が登録！ママパパへの効果的な
PRを実現します！

（株）DIGITALIO
デジタルギフト、販促ツール
販促や集客の景品、謝礼としてお使いいただけるデ
ジタルギフトです。

（株）FANATIC／ザッピング
動画接客ツール
縦型ショート動画を使って店頭の接客をオンライン
上で再現！

Remerge（株）
アプリリターゲティングDSP
CVの活性化、離脱ユーザーの呼戻し、ユーザー維持
を支援。

■ 【店舗・飲食店】 売上拡大支援展／業務効率化支援展 （店舗DX）
アイティクラウド（株）
SaaS管理ツール
情シス・経理必見！DXの為のSaaS一元管理ツール
ITboard。

GROWIT（株）
POSレジ、販売管理システム
小売店様の売上向上・在庫最適化につながるメニ
ューをご提供します。

（株）スピン
リモート接客サービス
人材の有効活用によって、人手不足の解消や販促
支援に貢献します。

ビーモーション（株）
オンライン接客ソリューション
導入実績多数！リモート接客/配膳ロボ/バーチャル
ショップ/など。

イノテック（株）
顔認証AI マーケティング
顔認証AIによる属性分析・勤怠管理・アルコール検
知で工数大幅減！

（株）クロスビット
シフト管理DX
導入事業所数14,000突破、契約継続率99.4%
以上！

ソニーネットワークコミュニケーションズ（株）
CRMツール、AIカメラ
シンプルで安価なCRM、ソニー開発のAIカメラを
展示しています。

ファンテック（株）
デジタルサイネージ
導入実績、2600カ所超のレンタルデジタルサイネー
ジOTOMO。

（株）カンリー
Googleマップ管理ツール
大手チェーンを中心に国内外40,000店舗に導入中
！！

シナラシステムズジャパン（株）
店舗DXパッケージ
大手企業を中心に400社以上が導入！店舗DX化の
カギ。

（株）DFA Robotics
配膳・下膳等サービスロボット
ネコ型配膳ロボット国内導入数、No.１！！

（株）ポイント
自動外貨両替機販売運営請負
これからのインバウンド事業。許認可不要、手軽に
スタート！

グッドプランニング（株）
デジタルサイネージ
コストパフォーマンスの高いご提案を致します！

（株）ジャストプランニング
店舗管理、モバイルオーダー
売上・勤怠・仕入れ管理、モバイルオーダー等飲食
店を徹底サポート！

ドコドア（株）
アプリ開発プラットフォーム
初期費用0円で、どなたでも簡単にアプリ開発。

（株）mov／口コミコム
MEO対策＆口コミ分析ツール
東洋経済『すごいベンチャー100』2022年に選出
されました！

■ RPA・業務プロセス自動化展 （RPA・業務自動化）
（株）エーアイスクエア

チャットボット／文書要約AI
社内問い合わせに自動応答／蓄積された報告書な
どを要約・分析。

GROWIT（株）
RPA,AI-OCR
今ならトライアル一カ月間無償！

（株）システムサポート
RPAツール
RPAのグローバルリーダー【Automation360】ご
紹介！

（株）テリロジーサービスウェア
IT初心者向けRPAツール
現場主導で導入できる“究極的にかんたん”なRPA
ツールです！

（株）BluePort
自動マニュアル作成ツール
2000社以上が導入！マニュアル作成が驚くほど簡
単になります。

（株）RPAソリューションズ
RPAツール
ITレビューランキング5000製品中10位のRPA
製品！

オートロ（株）
RPAツール
【継続率99%】充実サポートで誰でも簡単に業務自
動化！

（株）経営管理センター
AI-OCR､業務自動化
データ化できない紙媒体の処理や煩雑な事務業務
を自動化します！

スターティアレイズ（株）
RPAツール
複数人で使える月額5万円のRPA！初心者でも簡単
操作で業務自動化。

（株）ドットコネクト／RPA運用サポートドットコム
RPAツール、RPA運用保守
1ライセンスで複数台利用可！スピーディーなRPA
運用サポート！

ペネトレイト・オブ・リミット（株）
チャットボット
読まれない資料をなくす→DXが加速するAIチャッ
トボット。

アイティクラウド（株）
SaaS管理ツール
情シス・経理必見！DXの為のSaaS一元管理ツール
ITboard。

北日本コンピューターサービス（株）
AI搭載　FAQ検索システム
よくある質問をスピード解決！準備から運用までと
にかくカンタン！

（株）サイシード
AI搭載FAQシステム
どんな人でも一瞬で回答に辿りつけるAI搭載高性
能FAQシステム。

（株）ソフトネット
受託開発
各ニーズに合わせたシステム構築、開発を行います。

日本ソフト開発（株）
DX推進ソリューション
業務効率化(RPA),帳票デジタル化などの効率化は
お任せください。

ベルズシステム（株）
Roanna
AIを利用した社内情報循環サイクルの
Automation化！

（株）AI Shift
ボイスボット,チャットボット
100社以上が導入！電話対応の自動化を支援いた
します。

（株）ギブリー
チャットボット
直感操作で誰でも簡単に�AIチャットボットを作成
可能。

C-RISE（株）
クラウド型RPAサービス
本展でご契約の場合、開発支援サポート大幅割引！

（株）タイタンコミュニケーションズ
RPAツール
ミラロボRPAの３大特徴『カンタン・ローコスト・サ
ポート充実』。

FutureRays（株）
RPAツール
すぐに体感できる！トライアルでRPAロボ代行作成
します。

（株）ラスティックシステム
RPAツール
弊社が取り扱う4種類のRPAツールの中から最適な
ツールをご提案。

応研（株）
会計･販売管理システム
「大蔵大臣」の応研が法対応と同時に業務のDXを
推進します！

デジタル・インフォメーション・テクノロジー（株）
Excel®を活かし効率化
脱Excel®ではなく、活かすことで500社以上の業
務を効率化。

マネーフォワード クラウド経費／
マネーフォワード クラウド債務支払
経費精算／請求書受領・支払
電子帳簿保存法対応！JIIMA認証済！完全ペーパー
レスの運用実現。

（株）アール・アンド・エー・シー
入金消込・債権管理システム
経理の入金消込業務は「V-ONEクラウド」で自動
化できます！

（株）シスプラ
クラウド財務管理システム
改正電帳法に対応、仕訳の自動作成から財務分析、
予実管理まで連携！

freee（株）
クラウド会計ソフト
電子帳簿保存法、インボイス制度に完全対応！

（株）ミロク情報サービス
企業向けERPシステム
様々な課題を解決し、組織の生産性向上、業務効
率化をサポートします。

（株）ICSパートナーズ
「OPEN21 SIAS」
おまかせください！経理部のDX～自動化を適用す
るべき業務の判断。

jinjer（株）
経費精算システム
15,000社が導入！専任サポート担当が運用まで徹
底フォロー。

（株）フリップロジック
クラウド販売管理システム
30日間無料トライアル&サポートも万全！安心して
お試しください。

（株）ラクス／楽楽販売
電子請求書発行システム
電帳法・インボイス制度対応！楽楽明細で請求書発
行業務を楽楽に！

（株）アイディーエス
財務管理ソリューション
250社様以上の導入実績！資金管理決定版システ
ムで財務改革！

sweeep（株）
受取請求書サービス
AIで受取請求書業務の自動化を実現します。

（株）マネーフォワード クラウドERP
クラウド型ERP
変化をおそれない企業のための、進化しつづける
ERPです。

（株）ラクス／楽楽販売
クラウド型販売管理システム
幅広いExcel業務からの効率化に使える楽楽販売
をご紹介！

凡 

例
■ 出展社名
製品ジャンル
出展製品の特長�など

■ 【EC】 売上拡大支援展／開業支援展 （EC支援）
（株）いつも

EC事業・D2C総合支援
EC専門15年。延べ1万1千件超の実績でEC・通販
事業をサポート。

エー・アール・システム（株）
通販専用の販売管理システム
650社以上が導入！当日ブースでデモをご覧いただ
けます！

（株）ディール
UGC,キャスティングツール
レビュー、Instagram、TikTokを活用し、売上向上！

（株）PULL-NET
ECサイト構築・運営代行
制作実績1000件以上のノウハウでサイト運営をトー
タルサポート！

IRISデータラボ（株）
LINE決済＆マーケティング
これからはLINEショップがトレンド！簡単開設の
Atouch！

NE（株）／ネクストエンジン
EC一元管理ツール
EC運営の効率化＆売上UPを同時に実現！利益を
最大化するなら。

（株）DMM Boost
カスタマーサクセスツール
3000社導入達成！CSコスト90%カット・売上4倍
を実現！

（株）ヘノブファクトリー
WEB改善,ECコンサル
EC売上1.5倍の実績！コンサルから改善実行まで
800社突破！

（株）WUUZY／ECのプロ
EC特化型プロ人材サービス
EC経験者のみで2,000名突破！累計導入企業200
社！

（株）キャトル・ペンシー
EC業務支援
EC業務フルフィルメントを提供可能！

（株）フューチャーショップ
SaaS型ECカート
ECカートの提供のみではなく、手厚いサポートも
充実しております！

MIKATA（株）
メディアプラットフォーム
EC・通販業界に特化したメディアプラットフォーム。

（株）アイズプランニング
ECサイト構築、運営代行
全ての温度帯でのECモール作成、運営支援をワン
ストップで！

（株）売れるネット広告社
D2Cクラウドサービス
1000回以上の【A/Bテスト】の結果をノウハウとし
て全部上乗せ。

（株）これから
ECコンサルティング
自社EC専門2,000社以上の導入実績！

（株）Brandit
EC構築、CRM、MAツール
メルマガ開封率4倍！CV率6倍！ファンを育てる顧
客管理で売上UP。

メグリ（株）
アプリマーケティング
アパレルやコスメなどのリテールを中心に50社以
上の導入実績！

凡 

例
■ 出展社名
製品ジャンル
出展製品の特長�など

■ 働き方改革・テレワーク支援展 （オフィスDX）
（株）エイチ・シー・エス

法人向け名刺受発注システム
SAKUZOを使って名刺受発注をスムーズに！展示
会価格にてご紹介。

NECソリューションイノベータ（株）
文書管理、RPA、AIOCR
DX推進の第１歩はここから～あなたの働き方改革
を支援します～。

（株）ソフトクリエイト
ワークフロー、ノーコード
ワークフロー、kintoneの導入から活用までを支
援！

Chatwork（株）
コミュニケーションチャット
国内利用者36万社以上！シンプル設計で導入しや
すいチャット。

ブレインズテクノロジー（株）
企業内検索、業務効率化ツール
企業内の資料・ナレッジを最大限に活用し、業務効
率・生産性UP！

A10ネットワークス（株）
ゼロトラスト
ゼロトラスト実現への最初の一歩。

ギンガシステム（株）
オンラインコミュニケーション
拠点間を常時接続TVでワンフロア化／TV窓口で
商圏拡大＆省力化！

Dialpad Japan（株）
クラウドPBX
国内2,000社が導入！ビジネス電話のすべてがこ
こに。

日本インフォメーション（株）
ペーパーレス会議システム
450社が導入！ペーパーレス会議で社内のDX化を！

MIKATA（株）
メディア
バックオフィス担当者が完全無料で使える！

（株）アイシーソフト
顔認証勤怠システム
本展でご契約の場合は、特別な特典をご用意してお
ります！

（株）エスエヌシー
3年保証付きリユースパソコン
ニーズ拡大中！リユースPCの活用でコスト削減と環
境問題に貢献！

（株）システムエグゼ
ワークフローシステム
Excelで申請書を簡単作成、そのまま使ってスピー
ド導入を実現！

ダイトロン（株）
ビデオ会議デバイス
ハイブリッド会議に最適！先端技術を詰込んだビデ
オ会議デバイス。

（株）フォーバルテレコム
特化型クラウドERPサービス
サブスクビジネスを即実現！顧客、契約、請求管理
クラウドサービス！

（株）夢テクノロジー
ITエンジニア派遣サービス
即戦力IT人材を全国に1名から派遣！転籍も可能！！

（株）ヴィス
ワークデザイン
オフィスや「はたらく」をデザインし、継続的な企業
価値向上を支援。

（株）NTTデータ関西
FAXペーパレス
電帳法にも対応！ペーパーレス化を進める絶好のチ
ャンスです！

篠原電機（株）
テレワーク支援
テレワークやオンラインミーティング普及による会
議室不足解消に！

竹田印刷（株）
受発注システム・WMS
BtoBに特化した受発注および倉庫管理システムを
ご提供！

プライズ（株）
情報共有ツール
1800組織以上で導入！情報資産活用から組織の
DXを加速させます。

リックソフト（株）
ナレッジ・情報共有ツール
導入から定着までワンストップでサポート！無料プ
ラン有！

■ DX・業務改革支援展 ／ 総務ソリューション展 （経営・総務DX）
（株）エイ・シー・ティ

認証,防犯,勤怠,リスク
【本展限定】イルトンご契約で、Basic版１セット分　
無料！

（株）クロスユーアイエス
ワークフロー、BIツール
クラウド型ワークフロー/国産BIツールを出展しま
す！

（株）Spectee
防災危機管理情報サービス
災害発生1分で被害状況がわかる！AI防災・危機管
理情報サービス。

（株）東海理化電機製作所
社用車予約管理システム
予約～鍵の管理まで一気通貫で社用車の業務効率
を実現します！

（株）ハイエレコン
備品管理・入出庫管理ツール
ICタグを活用して備品管理・入出庫管理の業務負
担を軽減します！

miracleave（株）
DX推進・IT活用・運用保守
先着10社様限定！DXの相談ができるキャンペーン
中！

（株）オービックビジネスコンサルタント
経理・人事労務DXシステム
累計69万社の企業に導入！導入シェアNo.1「業務
クラウド」。

（株）ケイティケイソリューションズ
メールセキュリティサービス
フィッシングメール等の受信対策も誤送信防止等
の送信対策も対応！

セイコーソリューションズ（株）
車両管理　社有車の見える化
安全運転支援クラウドサービス「Drive�Cloud＋」
デモ実施。

（株）TRUSTDOCK
オンライン本人確認eKYC
顧客確認をDX！オンラインでの本人確認の課題を
解決します。

（株）八芳園／SOLVE EIGHT
DXコンサル＆システム開発
“徹底したユーザー目線”を生かした�「伴走型のサ
ービス」。

（株）メタップス
クラウド/SaaS管理ツール
【ブース来場者特典】ハズレなしのくじ引き開催中！

（株）アイ・エス・アイソフトウェアー
ERP,データ連携,RPA
企業のもつ様々なデータを「つなぐ」ことでDXをご
支援いたします。

（株）オンデオマ
Web名刺発注システム
名刺発注業務の「コストダウン・納期短縮・効率化」
を実現できます！

(同)ケトハ
個人情報保護　シンキロウ
システムで取り扱っている個人情報を、漏えいから
安全に守ります！

DIGGLE（株）
予算管理システム
予実管理クラウド「DIGGLE」の製品デモがご覧い
ただけます!

日本ラッド（株）／Board Japan （株）
経営戦略CPM&BIツール
分析・シミュレーション・計画・予測を1つのプラッ
トフォームで実現。

B＆DX（株）
企業変革の請負人
単なるツール導入でない真の変革とは？様々なテー
マでご体験ください。

（株）LIXILリアルティ
社宅業務アウトソーシング
社宅業務は丸投げ☆彡�支払先と窓口を一本化して
業務効率向上！

Yellowfin Japan（株）
BIツール
国内導入実績700社以上、全世界300万エンドユ
ーザー利用のBI。

クラリオンセールスアンドマーケティング（株）
車両管理ソリューション
『SAFE-DR』は車両に関する様々な管理問題を解
決します！

（株）ジャンガ・テック
人事・労務システム
（株）松屋フーズHD様も導入！人事労務の一元管
理を実現！

（株）DATA KIT
リフォーム統合管理システム
20年以上の業界実績！デキる会社の経営管理をカ
タチにしました。

（株）ネットレックス
物品管理システム
＜導入実績1000社突破＞あらゆるモノを管理する
「コンビベース」。

ブリッジコンサルティンググループ（株）
内部監査支援サービス
ベータ版の登録受付中！

（株）ログラス
経営管理クラウド
大手企業での導入多数。経営企画がリードするDX
推進ならログラス。

●採用支援サービス　●従業員エンゲージメント 
●人事システム　●eラーニング・LMS・・・ 等が出展

●会計システム　●経費精算システム
●請求書電子化　●インボイス対応ツール ・・・ 等が出展■ 経理・財務システム展 （経理・財務DX）

※写真は、東京展（2022年８月開催）の様子です。



①右下の二次元コードまたは、公式HPにアクセス
【管理部門】 ITソリューション総合展 （https://box.dxpo.jp/osaka） 
【営業・マーケ】 ITソリューション総合展 （https://fox.dxpo.jp/osaka）   
【店舗・EC】 ITソリューション総合展

②画面中央の「来場事前登録（無料）」ボタンを
　クリックし、メールアドレスを入力
③ご登録画面にて必要事項をご入力の上、
　登録を完了させてください。
※�来場事前登録により、ブティックス(株)が運営する
　オンライン展示会および関連サービスを利用できるDXPO会員登録も完了します。

■ 営業支援システム展 ／ 
　営業コンサル・アウトソーシング展 （営業DX）

（株）アドバンスト・メディア
AI音声認識AmiVoice
「音声の文字化」で業務効率化・人件費削減・顧客
満足度向上を実現！

（株）かんざし
オンライン商談・接客ツール
ASPICアワード2021会長賞受賞！ずっと無料で使
えるツール。

（株）ジーニー
営業管理ツール
定着率99%！誰でも使えるシンプルな営業管理ツ
ール。

（株）セレブリックス
セールスエージェンシー
「売れる組織」を創る営業代行・営業コンサルティ
ング会社です。

（株）nene
neneChat
有人チャットで最大の問い合わせを最小のコストで
対応します！

（株）補助金ポータル
補助金・助成金の申請支援
国内最大級の公的支援情報掲載サイト「補助金ポ
ータル」運営。

Umee Technologies（株）
商談アシストプラットフォーム
担当者にできる先輩とできる後輩を。CRM強化や
包括的DXまで実現。

（株）ACES
営業支援AI
AIが超高精度の書き起こし・重要文の自動抽出を
実現。

（株）希世舎／VOOM（株）
次世代名刺、及び管理アプリ
スマートフォンにかざすだけの次世代名刺交換！
SDGsに貢献します。

Ｓｋｙ（株）
営業支援 名刺管理サービス
業務で得た名刺情報を会社の重要資産として運用
管理！

（株）即決営業
営業研修
社員全員の成約率が2時間で上がる営業研修を行
います。

ヒューマンシーン（株）
営業支援ツール、コンサル
過去支援実績1000社以上！営業に特化した支援会
社。

（株）マツリカ
営業支援ツール
2,500社超が導入！驚くほど営業成果に直結する
営業支援ツール！

（株）ラクス
CRM(顧客管理)システム
ノーコードでお客様の業務に合わせたカスタマイズ
の実現！

（株）アイドマ・ホールディングス
法人向け営業支援サービス
本展限定で、類似企業の営業勝ちパターンを公開！

エコノス（株）
営業支援ツール
「新規顧客開拓」をもっと「楽に簡単に」！

CrossBorder（株）
営業支援システム
ベストタイミング・ベストターゲットの営業を実現！

スマートキャンプ（株）
SFA/CRMツール
顧客管理や営業の効率化が簡単にできます！

Dialpad Japan（株）
クラウドPBX, CRM連携
国内2000社導入！電話を変えれば営業が変わる、
働き方が変わる。

ファイン・インテリジェンス・グループ（株）
CTIソリューション
コールセンター・CTIのお悩みすべて解決！

（株）メディアシステム
CTIシステム
新サービス「Web専用うけつけ電話LinkPhone」
をご紹介。

（株）アグレックス
営業活動の高度化
営業プロセスの改善から営業事務支援までを幅広
くサポート！

（株）エフ・コード
インサイドセールス、営業代行
【IT/SaaSご支援実績多数！】1か月で商談数2倍に！

（株）研美社
営業DXツール
名刺は配らず、かざす時代に！NFC「nearby」カー
ド。

（株）Saleshub
顧客紹介マッチングサービス
全国3万人の支援者からピンポイントに決裁者を紹
介してもらえる。

Chatwork（株）
コミュニケーションチャット
国内利用者36万社以上！シンプル設計で導入しや
すいチャット。

ブロードマインド（株）
オンライン面談システム
お客様はアプリ不要！スマホで動くBtoCのWEB会
議システム。

ヤマトシステム開発（株）
名刺管理システム
ID無制限で月額3万円～利用可能！無料トライアル
も承っております。

（株）RevComm
IP電話
AI搭載のクラウドIP電話／ユーザー4万人・導入
15,000社。

（株）渡辺ホールディングス
DXAは中小企業専用ツール
デジタル戦略で業績を上げるなら「DXA」完全丸
投げで業績向上DX。

●テレワーク支援　●ペーパーレス化ツール
●コミュニケーションツール　●ITインフラ構築 ・・・ 等が出展

●顧客管理システム（SFA,CRM）　●セールス自動化ツール
●営業アウトソーシング　●営業研修・人材育成 ・・・ 等が出展

●マーケティングツール（MA）   ●WEBサイト分析・改善
●SNSマーケティング支援　●コンテンツマーケティング ・・・ 等が出展

●PRコンテンツ制作　●広告運用自動化・最適化
●WEBメディア構築　●販促ノベルティ ・・・ 等が出展

●POSレジ　●店舗集客ツール
●店舗管理システム　●店舗用ロボット ・・・ 等が出展

●ECサイト構築支援　●SNS連携サービス
●オムニチャネル　●フルフィルメント ・・・ 等が出展

●DX支援サービス ●総務ソリューション
●BIツール　●情報セキュリティ ・・・ 等が出展

●RPAツール　●チャットボット
●AI-OCR　●業務自動化ツール ・・・ 等が出展

展示会への入場方法

本展に関するお問合せ先：DXPO事務局 ／ ブティックス（株）
〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28
三田国際ビル17階（総合受付：11階）TEL：03-6809-4451

入場には、来場事前登録が必須です。

※会場内でのカメラ ･ビデオなどによる撮影は固くお断りします。
※�事務局にて撮影する会場風景の写真・動画を、印刷物やビデオに掲載する場合があり
ます。あらかじめご了承ください。　

　「招待券」のみでは入場できません。入場の際は、予め来場事前登録を行い、
　登録後に出力できる「来場者バッジ」を印刷のうえ、会場入口でご提示ください。

「来場者専用Web」のURLよりログインし、来場者バッジを印刷の上、ご来場ください。

前半2日間

後半2日間

会場へのアクセス
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尼崎今すぐ来場事前登録を！

【営業・マーケ】【店舗・EC】 ITソリューション総合展  出展社・出展製品一覧 (一部抜粋)【管理部門】 ITソリューション総合展  出展社・出展製品一覧 (一部抜粋)

 （3/16～17） （3/14～15）
後半2日間前半2日間

※2022年12月15日現在。下記の他にも、多数の出展社・製品が出展します。 ※2022年12月15日現在。下記の他にも、多数の出展社・製品が出展します。

より詳しい出展製品の情報（写真付き）はWebから！ dxpo.jp https://fox.dxpo.jp/osakaより詳しい出展製品の情報（写真付き）はWebから！ dxpo.jp https://box.dxpo.jp/osaka

１） 来場事前登録を行う

■ 人事・労務システム展 ／ 採用・研修ソリューション展 （人事・労務DX）
（株）Avenir／（株）メンタルヘルステクノロジーズ
顧問産業医・保健師・健康経営
大多数実績による事例により企業様の健康管理を
徹底サポート！

アルー（株）
eラーニングシステム
社内教育にも、社外ビジネスにも使える！従量課金
で無駄なく利用可能。

（株）エスプールプラス／障がい者雇用サポート
障がい者雇用サポート
【500社利用中】定着率92％の障がい者雇用の仕
組みをご提供。

■ デジタルマーケ＆SNS運用支援展 （マーケDX）
（株）iTAN

スマホアプリ開発サービス
上場企業や観光庁での開発実績！月額8万円から自
社スマホアプリ開発。

（株）シャノン
MA,SFA
リード獲得から購買意欲引上げまで一気通貫で行
うならシャノンのMA。

（株）Faber Company
SEO・コンテンツ制作支援
導入実績1,700社超のSEO対策支援サービス。

（株）レトリバ
テキストマイニングツール
顧客の真のニーズを発掘！事業拡大の為のAI分析
やってみませんか？

（株）NTTデータCCS
UI/UX, CX, 開発
マーケティングから開発まで一気通貫でサポート！
個別相談も受付中。

スプリームシステム（株）
BtoC向けMA・CDP
ジュピターショップチャンネル様など、業界を代表
する企業で導入！

（株）PLAN-B
SEOツール
「わかる」から「できる」へ。施策実行に特化したSEO
ツール。

（株）LOM(ロム）
web施策総合コンサル
DX化は導入後が課題！選定から運営まで結果を出
せるのLOMだけ！

（株）グランネット
SEO分析ツール
SEOに詳しくない人でも、いつでもどこでも簡単に
分析が可能。

（株）デイアライブ
デジマケ支援・人材育成ツール
e-learningツール・専門家サポートの両輪でDX化
を支援！

bravesoft（株）／eventos
イベントプラットフォーム
イベント運営のすべてを1ツールで完結できるプラ
ットフォーム。

ワールドアイ（株）
マスコミ露出
貴社の優れた商材を全国ブランドにします。

アイブリッジ（株）
セルフ型アンケートツール
【Freeasy】最短当日、500円からネットリサーチが
可能！

SATORI（株）
MAツール「SATORI」
見込み顧客を増やすマーケティングオートメーショ
ンツール。

テクロ（株）
オウンドメディア支援
BtoB企業のオンラインからのリード獲得を支援。

（株）LeanGo
LP・Webの最適化ツール
【来訪者様限定！】LP・Webサイトの無料診断・改善
提案を実施中。

（株）WACUL
Webサイト診断・改善
3.7万サイト超のWebデータと勝ちパターンから
改善点を導き出す。

キューズフルグループ／（株）キューズフル／社会保険労務士法人キュー
ズフル／(一社)全国企業人財育成協会／ＣＦホールディングス（株）
企業研修・助成金サポート
『実質費用負担0円』で、継続的にプロの研修講師を
手配できます！！

（株）ジェイック
若手採用サービス、社員研修
社員研修事業から始まり、新卒／中途の若手採用
サービスもしています。

（株）Cheer
若手・人事研修システム
本店でご契約の場合、20万円分オプションチケッ
ト特典あり！

（株）東急スポーツオアシス
健康経営支援サービス
フィットネスクラブが提供する新しいオンライン健
康サービスです。

（株）ビズリーチ
中途採用支援サービス
採用したい人材が見つかる�国内最大級のデータベ
ース。

（株）PocketSoft
クラウド型労務管理システム
本気で働き方改革するならアルテミス！本展特別キ
ャンペーン有り！

learningBOX（株）
人材育成、研修
オンライン研修が100名まで年間33,000円からで
きます！

（株）アカルク
LGBTQ e-ラーニング
計13本の豊富なコンテンツと無料相談窓口、受講
分析レポート付き！

（株）アルファプランニング
障害者雇用サテライトオフィス
雇用率達成を最短2ケ月で実現！全国対応可能！伴
走定着支援します！

（株）エフアンドエム
労務管理システム
労務管理クラウドシェアNo.1アラカルト型人事労
務クラウドソフト。

（株）グローアップ
新卒特化スカウト型サービス
“絶対にほしい学生を採用する”攻めの採用を行う
ことができます。

（株）識学
採用コンサル
組織と共に成長する人材を自社採用できる仕組み
づくりを提供します！

（株）ツナググループHC
採用特化DXリクルーティング
1200社以上導入！自動面接設定ツール等で応募後
の工程を削減！

（株）Tobe-Ru
社内提案制度DXツール
社員の知財を活かし組織の成長・個人育成につな
がるサービス！

（株）4COLORS／PIP-Maker
PIP-Maker
LIXIL/三井住友海上導入。現場で効果が出た動画
活用をご紹介！

（株）MyRefer
採用マーケティングSaaS
国内初のリファラル採用SaaS・タレントプール採用
SaaS。

ワークスタイルテック（株）
労務管理システム
手厚いサポートと簡単な操作で労務初心者も安心！

（株）iCARE
健康管理システム
健康管理システムで組織の健康状態を可視化する
なら、Carely。

（株）アスマーク／Humap
在席＆フリーアドレス管理
「せきなび」1ヶ月無料キャンペーン！専任のサポート
付き。

（株）ウィルビー／（株）クロスリンク
採用業務効率化支援サービス
ノーコード／ローコードツールを活用してHR業界の
業務DX化！

（株）FCEトレーニング・カンパニー
Eラーニング/社員教育/研修
30,000アカウント突破！アウトプットが出来るEラ
ーニング！

（株）ケイズコーポレーション
人事評価システム
人的資本情報開示に備えましょう！

jinjer（株）
勤怠管理システム
15,000社が導入！専任サポート担当が運用まで徹
底フォロー。

（株）Techouse／クラウドハウス労務
大手企業向け人事労務クラウド
各社の複雑な手続き・業務フローを柔軟にデジタ
ル化。

（株）日本トリム／電解水素水整水器
健康経営の一環として
開催期間限定の特別価格をご用意しております。ご
自宅、職場に。

（株）フォロアス
ホンネインタビューシステム
業界初！エグジットインタビューサービス化！専門
家がトータル支援！

ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション（株）
メンタルヘルスソリューション
ストレスチェックをDX！組織のウェルビーイングを
実現します。

ワークスタイルテック（株）／グリーン（株）
勤怠管理システム
月額1人100円からの導入しやすい勤怠管理+人事
管理サービス。

iPresence(同)
テレコミュニケーションツール
行く、見る、分かちあう。テレポートコミュニケーシ
ョン。

AME&Company（株）
離職対策SaaS
離職につながる課題の見極めから、施策の実行ま
でサポート！

（株）運動会屋
社内イベント企画・運営
社内イベントの企画から運営まで、運動会屋にお任
せください！

キューサイ（株）
健康食品、青汁
ヴィーガン認証取得、国産ケール１００％。

（株）SAMURAI
IT研修, DX伴走型支援
どこよりも現場に寄り添った教育で圧倒的な成果
にコミットします！

（株）SmartHR
クラウド人事労務ソフト
登録社数4万社以上！人事労務の業務効率から人材
マネジメントまで！

鉄道情報システム（株）(JRシステム)
シフト管理クラウドサービス
ベストなシフトが、自動でカンタン。複雑なシフトを
自動作成します！

HeaR（株）
採用コンサル,採用代行
100社以上の支援実績！採用DXを通して貴社の採
用成功に貢献！

freee（株）
労務業務効率化クラウドソフト
勤怠、給与計算・年末調整まで労務業務を一気通
貫でIT化！

（株）ラーニングエージェンシー
人材育成サービス・診断ツール
「スキルの可視化」で特許取得！社員一人ひとりの適
切な育成を実現！

（株）ワンキャリア
新卒採用支援サービス
50万件を超える学生の口コミデータを活用し新卒
採用の課題を解決！

2） 来場者バッジを印刷する

出展社 最終募集中！
（スペースなくなり次第終了）

こちらにご相談ください TEL：03-6303-9371 MAIL：info@dxpo.jp

前
半
２
日
間

後
半
２
日
間

■ 広告・販促ソリューション展 （集客・宣伝DX）
（株）売れる広告研究所

LIBOT
LINE公式アカウントの登録数を710％アップします！

（株）サムシングファン
動画分析ツールDOOONUT
BtoBマーケティングにおいての動画分析は
DOOONUTが必須！

デジタルシューティングアンドグラフィック（株）
店舗様のWEB運用・店舗撮影
写真撮影からWEB制作・販促、店舗のWEB戦略は
お任せください！

マジセミ（株）
セミナー開催支援ツール
完全無料！集客に強い�ウェビナー支援ツール
SPEAKERS。

（株）アイディーエイ
Webブランディング戦略
「勝てる！」Webブランディングで記憶に残るブラン
ド体験を創る。

エレベーターメディア（株）
エレベーター内サイネージ広告
月間1億人以上にリーチ！音と映像で伝える高視聴
率のOOH広告媒体。

重光商事（株）
販促タオルグッズ
輸入元から直接ご提案！大量在庫！低価格！タオル
の事ならお任せ！

（株）トーン・アップ／TU-MS
企業向け動画担当者養成講座
動画を活用した課題解決ができる人材を養成いた
します。

Micoworks（株）
顧客育成サービス
集客からファン化まで促進するLINE公式アカウン
ト活用サービス。

（株）angenic
動画制作、ビジネスアニメ動画
相場の1/5以下の価格で高品質なアニメ動画が作
れます！

木村情報技術（株）
メタバース、AIチャット
オンラインでのリード獲得の仕組みをご提案いた
します！

（株）中日アド企画／ママ友チャンネル
妊婦さん、ママさん向けPR
産婦人科を起点に妊婦さんやママさんターゲット
のPR策をご提案。

（株）ネクストアライブ
3DVR
バーチャルとは思えないリアルな体験を提供します！

monoAI technology（株）
メタバースプラットフォーム
多人数同時接続可能！メタバースプラットフォーム
XR�CLOUD。

（株）ウィナス
レシートキャンペーンシステム
レシート特化型AI-OCR搭載！マストバイキャン
ペーン。

（株）コズレ
子育てナレッジシェアメディア
95万の子育て世帯が登録！ママパパへの効果的な
PRを実現します！

（株）DIGITALIO
デジタルギフト、販促ツール
販促や集客の景品、謝礼としてお使いいただけるデ
ジタルギフトです。

（株）FANATIC／ザッピング
動画接客ツール
縦型ショート動画を使って店頭の接客をオンライン
上で再現！

Remerge（株）
アプリリターゲティングDSP
CVの活性化、離脱ユーザーの呼戻し、ユーザー維持
を支援。

■ 【店舗・飲食店】 売上拡大支援展／業務効率化支援展 （店舗DX）
アイティクラウド（株）
SaaS管理ツール
情シス・経理必見！DXの為のSaaS一元管理ツール
ITboard。

GROWIT（株）
POSレジ、販売管理システム
小売店様の売上向上・在庫最適化につながるメニ
ューをご提供します。

（株）スピン
リモート接客サービス
人材の有効活用によって、人手不足の解消や販促
支援に貢献します。

ビーモーション（株）
オンライン接客ソリューション
導入実績多数！リモート接客/配膳ロボ/バーチャル
ショップ/など。

イノテック（株）
顔認証AI マーケティング
顔認証AIによる属性分析・勤怠管理・アルコール検
知で工数大幅減！

（株）クロスビット
シフト管理DX
導入事業所数14,000突破、契約継続率99.4%
以上！

ソニーネットワークコミュニケーションズ（株）
CRMツール、AIカメラ
シンプルで安価なCRM、ソニー開発のAIカメラを
展示しています。

ファンテック（株）
デジタルサイネージ
導入実績、2600カ所超のレンタルデジタルサイネー
ジOTOMO。

（株）カンリー
Googleマップ管理ツール
大手チェーンを中心に国内外40,000店舗に導入中
！！

シナラシステムズジャパン（株）
店舗DXパッケージ
大手企業を中心に400社以上が導入！店舗DX化の
カギ。

（株）DFA Robotics
配膳・下膳等サービスロボット
ネコ型配膳ロボット国内導入数、No.１！！

（株）ポイント
自動外貨両替機販売運営請負
これからのインバウンド事業。許認可不要、手軽に
スタート！

グッドプランニング（株）
デジタルサイネージ
コストパフォーマンスの高いご提案を致します！

（株）ジャストプランニング
店舗管理、モバイルオーダー
売上・勤怠・仕入れ管理、モバイルオーダー等飲食
店を徹底サポート！

ドコドア（株）
アプリ開発プラットフォーム
初期費用0円で、どなたでも簡単にアプリ開発。

（株）mov／口コミコム
MEO対策＆口コミ分析ツール
東洋経済『すごいベンチャー100』2022年に選出
されました！

■ RPA・業務プロセス自動化展 （RPA・業務自動化）
（株）エーアイスクエア

チャットボット／文書要約AI
社内問い合わせに自動応答／蓄積された報告書な
どを要約・分析。

GROWIT（株）
RPA,AI-OCR
今ならトライアル一カ月間無償！

（株）システムサポート
RPAツール
RPAのグローバルリーダー【Automation360】ご
紹介！

（株）テリロジーサービスウェア
IT初心者向けRPAツール
現場主導で導入できる“究極的にかんたん”なRPA
ツールです！

（株）BluePort
自動マニュアル作成ツール
2000社以上が導入！マニュアル作成が驚くほど簡
単になります。

（株）RPAソリューションズ
RPAツール
ITレビューランキング5000製品中10位のRPA
製品！

オートロ（株）
RPAツール
【継続率99%】充実サポートで誰でも簡単に業務自
動化！

（株）経営管理センター
AI-OCR､業務自動化
データ化できない紙媒体の処理や煩雑な事務業務
を自動化します！

スターティアレイズ（株）
RPAツール
複数人で使える月額5万円のRPA！初心者でも簡単
操作で業務自動化。

（株）ドットコネクト／RPA運用サポートドットコム
RPAツール、RPA運用保守
1ライセンスで複数台利用可！スピーディーなRPA
運用サポート！

ペネトレイト・オブ・リミット（株）
チャットボット
読まれない資料をなくす→DXが加速するAIチャッ
トボット。

アイティクラウド（株）
SaaS管理ツール
情シス・経理必見！DXの為のSaaS一元管理ツール
ITboard。

北日本コンピューターサービス（株）
AI搭載　FAQ検索システム
よくある質問をスピード解決！準備から運用までと
にかくカンタン！

（株）サイシード
AI搭載FAQシステム
どんな人でも一瞬で回答に辿りつけるAI搭載高性
能FAQシステム。

（株）ソフトネット
受託開発
各ニーズに合わせたシステム構築、開発を行います。

日本ソフト開発（株）
DX推進ソリューション
業務効率化(RPA),帳票デジタル化などの効率化は
お任せください。

ベルズシステム（株）
Roanna
AIを利用した社内情報循環サイクルの
Automation化！

（株）AI Shift
ボイスボット,チャットボット
100社以上が導入！電話対応の自動化を支援いた
します。

（株）ギブリー
チャットボット
直感操作で誰でも簡単に�AIチャットボットを作成
可能。

C-RISE（株）
クラウド型RPAサービス
本展でご契約の場合、開発支援サポート大幅割引！

（株）タイタンコミュニケーションズ
RPAツール
ミラロボRPAの３大特徴『カンタン・ローコスト・サ
ポート充実』。

FutureRays（株）
RPAツール
すぐに体感できる！トライアルでRPAロボ代行作成
します。

（株）ラスティックシステム
RPAツール
弊社が取り扱う4種類のRPAツールの中から最適な
ツールをご提案。

応研（株）
会計･販売管理システム
「大蔵大臣」の応研が法対応と同時に業務のDXを
推進します！

デジタル・インフォメーション・テクノロジー（株）
Excel®を活かし効率化
脱Excel®ではなく、活かすことで500社以上の業
務を効率化。

マネーフォワード クラウド経費／
マネーフォワード クラウド債務支払
経費精算／請求書受領・支払
電子帳簿保存法対応！JIIMA認証済！完全ペーパー
レスの運用実現。

（株）アール・アンド・エー・シー
入金消込・債権管理システム
経理の入金消込業務は「V-ONEクラウド」で自動
化できます！

（株）シスプラ
クラウド財務管理システム
改正電帳法に対応、仕訳の自動作成から財務分析、
予実管理まで連携！

freee（株）
クラウド会計ソフト
電子帳簿保存法、インボイス制度に完全対応！

（株）ミロク情報サービス
企業向けERPシステム
様々な課題を解決し、組織の生産性向上、業務効
率化をサポートします。

（株）ICSパートナーズ
「OPEN21 SIAS」
おまかせください！経理部のDX～自動化を適用す
るべき業務の判断。

jinjer（株）
経費精算システム
15,000社が導入！専任サポート担当が運用まで徹
底フォロー。

（株）フリップロジック
クラウド販売管理システム
30日間無料トライアル&サポートも万全！安心して
お試しください。

（株）ラクス／楽楽販売
電子請求書発行システム
電帳法・インボイス制度対応！楽楽明細で請求書発
行業務を楽楽に！

（株）アイディーエス
財務管理ソリューション
250社様以上の導入実績！資金管理決定版システ
ムで財務改革！

sweeep（株）
受取請求書サービス
AIで受取請求書業務の自動化を実現します。

（株）マネーフォワード クラウドERP
クラウド型ERP
変化をおそれない企業のための、進化しつづける
ERPです。

（株）ラクス／楽楽販売
クラウド型販売管理システム
幅広いExcel業務からの効率化に使える楽楽販売
をご紹介！

凡 

例
■ 出展社名
製品ジャンル
出展製品の特長�など

■ 【EC】 売上拡大支援展／開業支援展 （EC支援）
（株）いつも

EC事業・D2C総合支援
EC専門15年。延べ1万1千件超の実績でEC・通販
事業をサポート。

エー・アール・システム（株）
通販専用の販売管理システム
650社以上が導入！当日ブースでデモをご覧いただ
けます！

（株）ディール
UGC,キャスティングツール
レビュー、Instagram、TikTokを活用し、売上向上！

（株）PULL-NET
ECサイト構築・運営代行
制作実績1000件以上のノウハウでサイト運営をトー
タルサポート！

IRISデータラボ（株）
LINE決済＆マーケティング
これからはLINEショップがトレンド！簡単開設の
Atouch！

NE（株）／ネクストエンジン
EC一元管理ツール
EC運営の効率化＆売上UPを同時に実現！利益を
最大化するなら。

（株）DMM Boost
カスタマーサクセスツール
3000社導入達成！CSコスト90%カット・売上4倍
を実現！

（株）ヘノブファクトリー
WEB改善,ECコンサル
EC売上1.5倍の実績！コンサルから改善実行まで
800社突破！

（株）WUUZY／ECのプロ
EC特化型プロ人材サービス
EC経験者のみで2,000名突破！累計導入企業200
社！

（株）キャトル・ペンシー
EC業務支援
EC業務フルフィルメントを提供可能！

（株）フューチャーショップ
SaaS型ECカート
ECカートの提供のみではなく、手厚いサポートも
充実しております！

MIKATA（株）
メディアプラットフォーム
EC・通販業界に特化したメディアプラットフォーム。

（株）アイズプランニング
ECサイト構築、運営代行
全ての温度帯でのECモール作成、運営支援をワン
ストップで！

（株）売れるネット広告社
D2Cクラウドサービス
1000回以上の【A/Bテスト】の結果をノウハウとし
て全部上乗せ。

（株）これから
ECコンサルティング
自社EC専門2,000社以上の導入実績！

（株）Brandit
EC構築、CRM、MAツール
メルマガ開封率4倍！CV率6倍！ファンを育てる顧
客管理で売上UP。

メグリ（株）
アプリマーケティング
アパレルやコスメなどのリテールを中心に50社以
上の導入実績！

凡 

例
■ 出展社名
製品ジャンル
出展製品の特長�など

■ 働き方改革・テレワーク支援展 （オフィスDX）
（株）エイチ・シー・エス

法人向け名刺受発注システム
SAKUZOを使って名刺受発注をスムーズに！展示
会価格にてご紹介。

NECソリューションイノベータ（株）
文書管理、RPA、AIOCR
DX推進の第１歩はここから～あなたの働き方改革
を支援します～。

（株）ソフトクリエイト
ワークフロー、ノーコード
ワークフロー、kintoneの導入から活用までを支
援！

Chatwork（株）
コミュニケーションチャット
国内利用者36万社以上！シンプル設計で導入しや
すいチャット。

ブレインズテクノロジー（株）
企業内検索、業務効率化ツール
企業内の資料・ナレッジを最大限に活用し、業務効
率・生産性UP！

A10ネットワークス（株）
ゼロトラスト
ゼロトラスト実現への最初の一歩。

ギンガシステム（株）
オンラインコミュニケーション
拠点間を常時接続TVでワンフロア化／TV窓口で
商圏拡大＆省力化！

Dialpad Japan（株）
クラウドPBX
国内2,000社が導入！ビジネス電話のすべてがこ
こに。

日本インフォメーション（株）
ペーパーレス会議システム
450社が導入！ペーパーレス会議で社内のDX化を！

MIKATA（株）
メディア
バックオフィス担当者が完全無料で使える！

（株）アイシーソフト
顔認証勤怠システム
本展でご契約の場合は、特別な特典をご用意してお
ります！

（株）エスエヌシー
3年保証付きリユースパソコン
ニーズ拡大中！リユースPCの活用でコスト削減と環
境問題に貢献！

（株）システムエグゼ
ワークフローシステム
Excelで申請書を簡単作成、そのまま使ってスピー
ド導入を実現！

ダイトロン（株）
ビデオ会議デバイス
ハイブリッド会議に最適！先端技術を詰込んだビデ
オ会議デバイス。

（株）フォーバルテレコム
特化型クラウドERPサービス
サブスクビジネスを即実現！顧客、契約、請求管理
クラウドサービス！

（株）夢テクノロジー
ITエンジニア派遣サービス
即戦力IT人材を全国に1名から派遣！転籍も可能！！

（株）ヴィス
ワークデザイン
オフィスや「はたらく」をデザインし、継続的な企業
価値向上を支援。

（株）NTTデータ関西
FAXペーパレス
電帳法にも対応！ペーパーレス化を進める絶好のチ
ャンスです！

篠原電機（株）
テレワーク支援
テレワークやオンラインミーティング普及による会
議室不足解消に！

竹田印刷（株）
受発注システム・WMS
BtoBに特化した受発注および倉庫管理システムを
ご提供！

プライズ（株）
情報共有ツール
1800組織以上で導入！情報資産活用から組織の
DXを加速させます。

リックソフト（株）
ナレッジ・情報共有ツール
導入から定着までワンストップでサポート！無料プ
ラン有！

■ DX・業務改革支援展 ／ 総務ソリューション展 （経営・総務DX）
（株）エイ・シー・ティ

認証,防犯,勤怠,リスク
【本展限定】イルトンご契約で、Basic版１セット分　
無料！

（株）クロスユーアイエス
ワークフロー、BIツール
クラウド型ワークフロー/国産BIツールを出展しま
す！

（株）Spectee
防災危機管理情報サービス
災害発生1分で被害状況がわかる！AI防災・危機管
理情報サービス。

（株）東海理化電機製作所
社用車予約管理システム
予約～鍵の管理まで一気通貫で社用車の業務効率
を実現します！

（株）ハイエレコン
備品管理・入出庫管理ツール
ICタグを活用して備品管理・入出庫管理の業務負
担を軽減します！

miracleave（株）
DX推進・IT活用・運用保守
先着10社様限定！DXの相談ができるキャンペーン
中！

（株）オービックビジネスコンサルタント
経理・人事労務DXシステム
累計69万社の企業に導入！導入シェアNo.1「業務
クラウド」。

（株）ケイティケイソリューションズ
メールセキュリティサービス
フィッシングメール等の受信対策も誤送信防止等
の送信対策も対応！

セイコーソリューションズ（株）
車両管理　社有車の見える化
安全運転支援クラウドサービス「Drive�Cloud＋」
デモ実施。

（株）TRUSTDOCK
オンライン本人確認eKYC
顧客確認をDX！オンラインでの本人確認の課題を
解決します。

（株）八芳園／SOLVE EIGHT
DXコンサル＆システム開発
“徹底したユーザー目線”を生かした�「伴走型のサ
ービス」。

（株）メタップス
クラウド/SaaS管理ツール
【ブース来場者特典】ハズレなしのくじ引き開催中！

（株）アイ・エス・アイソフトウェアー
ERP,データ連携,RPA
企業のもつ様々なデータを「つなぐ」ことでDXをご
支援いたします。

（株）オンデオマ
Web名刺発注システム
名刺発注業務の「コストダウン・納期短縮・効率化」
を実現できます！

(同)ケトハ
個人情報保護　シンキロウ
システムで取り扱っている個人情報を、漏えいから
安全に守ります！

DIGGLE（株）
予算管理システム
予実管理クラウド「DIGGLE」の製品デモがご覧い
ただけます!

日本ラッド（株）／Board Japan （株）
経営戦略CPM&BIツール
分析・シミュレーション・計画・予測を1つのプラッ
トフォームで実現。

B＆DX（株）
企業変革の請負人
単なるツール導入でない真の変革とは？様々なテー
マでご体験ください。

（株）LIXILリアルティ
社宅業務アウトソーシング
社宅業務は丸投げ☆彡�支払先と窓口を一本化して
業務効率向上！

Yellowfin Japan（株）
BIツール
国内導入実績700社以上、全世界300万エンドユ
ーザー利用のBI。

クラリオンセールスアンドマーケティング（株）
車両管理ソリューション
『SAFE-DR』は車両に関する様々な管理問題を解
決します！

（株）ジャンガ・テック
人事・労務システム
（株）松屋フーズHD様も導入！人事労務の一元管
理を実現！

（株）DATA KIT
リフォーム統合管理システム
20年以上の業界実績！デキる会社の経営管理をカ
タチにしました。

（株）ネットレックス
物品管理システム
＜導入実績1000社突破＞あらゆるモノを管理する
「コンビベース」。

ブリッジコンサルティンググループ（株）
内部監査支援サービス
ベータ版の登録受付中！

（株）ログラス
経営管理クラウド
大手企業での導入多数。経営企画がリードするDX
推進ならログラス。

●採用支援サービス　●従業員エンゲージメント 
●人事システム　●eラーニング・LMS・・・ 等が出展

●会計システム　●経費精算システム
●請求書電子化　●インボイス対応ツール ・・・ 等が出展■ 経理・財務システム展 （経理・財務DX）

※写真は、東京展（2022年８月開催）の様子です。


	fill_19: 小間番号8-4／FutureRays ㈱
	fill_20: 〒530-0047　大阪市北区西天満2-8-1　大江ビルヂング217号室


