DIGITAL INNOVATION 2022

KYUSHU
出展・協賛企業一覧（社名50音順／イベント別）
エンタープライズDX
軽量Rubyフォーラム（小間番号：222）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

（小間番号：324）
KOTRA 韓国貿易センター（福岡）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

四恩システム（小間番号：212）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

シティアスコム（小間番号：113）
迫る法改正！業務デジタル化を実現するAI-OCRソリューション

会期

電子帳簿保存法やインボイス制度など法改正はもう目の前。法改正への対応は
もちろん、業務デジタル化は急務です。今回は電子帳簿保存法に対応し、OCRと
文書管理をオールインワンで実現する
「SPA」
や
「ラクヨミAI」など、業務デジタ
ル化実現の手法の１つであるAI-OCRを活用したソリューションを中心にご紹
介。
その他業務デジタル化に関する課題やお悩みなどお気軽にご相談ください！

2022年6月28日
（火）
〜6月29日
（水） 会 場 福岡国際会議場

主催

展示会 10：30〜17：00 セミナー 10：00〜16：40
後援

日経BP

TRIART（小間番号：215）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

福岡県（小間番号：312）

経済産業省 九州経済産業局、総務省 九州総合通信局、福岡県、鹿児島県、熊本県、
佐賀県、長崎県、
宮崎県、福岡市、
熊本市、
九州商工会議所連合会、福岡商工会議所、福岡県商工会連合会、一般社団法人九州経済連合会、一般社団法人九州ニュービジネス協議会、
一般社団法人福岡県情報サービス産業協会、一般社団法人鹿児島県情報サービス産業協会、一般社団法人熊本県情報サービス産業協会、
一般社団法人沖縄県情報産業協会、一般社団法人長崎県情報産業協会、一般社団法人宮崎県情報産業協会、
公益財団法人福岡県中小企業振興センター、特定非営利活動法人AIP、福岡県ベンチャービジネス支援協議会、
大分県情報サービス産業協会、
テレビ西日本、
日本経済新聞社西部支社

Gold Sponsor

展示ブースへお立ち寄り下さい。

クラウド
アマゾン ウェブ サービス ジャパン（小間番号：311）
AWSクラウドの最新情報と九州の事例をご紹介

アマゾン ウェブ サービス(AWS) は、200種類以上のクラウドサービスを提供
しており、大企業から、中小企業、
スタートアップまで、
「運用負荷軽減」
「コスト
削減」
「事業継続」
「DX」
を目的に幅広く活用されています。昨年、大阪リージョ
ンを開設し、九州地域のお客様は、
より活用頂きやすい環境となりました。本
ブースでは、
サービス概要や九州の最新の活用事例などをご紹介します。

TOKAIコミュニケーションズ（小間番号：112）
業務システムのクラウド・AWSへの移行はお任せください

業務システムをAWSに移行することで、利便性向上やコスト削減の実現をご支
援いたします。AWS上で利用することで、
これまでのような物理サーバの保守
や機器交換が不要になり、運用負荷・コストを削減できます。IT管理にコストを
かけられない方向けに内製化支援も行っており、
お客様ご自身でAWSの運用・
保守が行えるよう支援しております。

会場案内図

ネットレックス（小間番号：213）
物品管理クラウドサービス
「Convi.BASE（コンビベース）」

抽選
コーナー
参加特典
配布場所

休憩スペース

TOKAIコミュニケーションズ
111

112

固定資産、IT資産、重要書類など…あらゆるモノを管理する
「Convi.BASE（コ
ンビベース）」
を展示します。柔軟な管理台帳機能に加えて、ICタグ、バーコー
ド、
カラーコードを活用した棚卸し機能もあるクラウドサービスです。業務に必
要な機能を自在に組み合わせることができ、棚卸し工数は約1/10に圧縮する
ことができます。会期中はスマホを利用した棚卸し体験も可能です。
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「企業の安全と生産性の両立」
を実現するエンドポイント管理！

RPAテクノロジーズ／TACT

アドバンスト・メディア シティアスコム
ソリトンシステムズ

四恩システム

201

212

宝情報
202

211

ネットレックス
213

エムオーテックス
214

TRIART

ネオジャパン

215

221

216

222

住友電工情報
システム＜2＞

インフォマート
マネーフォワード
223

231

information
224

軽量Rubyフォーラム

■エンタープライズDX ■製造業DX
■クラウド ■セキュリティ
福岡県

312

HENNGE

301

アマゾン ウェブ
サービス ジャパン
311

241

■働き方改革 ■HRテック＆ラーニングテクノロジー
■営業支援/マーケティング
321

コネクシオ＜1＞
313

314

233

ナレッジスイート

ナテック

コネクシオ＜2＞

232

丸紅情報
ビズリーチ
システムズ

プラスアルファ・
エイコー コンサルティング
セールスフォース・
ジャパン
（Slack）
331
333

ラクス
323

322

324

スターティアレイズ クロスキャット
332

334

341

入口

422

九州パビリオン

第3会場、第４会場は

４Fにお越しください。

ランサムウェア対策、
パッチ適用、操作ログ管理ならMCore

ランサムウェア対策、
パッチ適用の運用工数過多、情報漏洩対策…
IT担当者が抱える様々な課題を1システムで解決できるパッケージ『MCore』。
セキュリティパッチ適用状況の把握や自動適用、超高速操作ログ検索など全て
の機能が管理者の工数を削減することに直結！海外拠点やグループ会社も含
めたPCをスムーズかつ確実な管理で手間やコストを大幅カット！

ソリトンシステムズ（小間番号：211）
あらゆる業務システムをシングルサインオン、Soliton OneGate

オフィスと在宅を行き来するハイブリッドワークが定着する中、従業員が利用す
るパスワードに関する運用を見直す動きが出始めています。
オフィスにいれば”
正しいユーザー”であるという境界防御の前提がなくなる中、
日本の組織環境に
おいても運用し易い、
ゼロトラスト時代に最適なID認証・MFAサービスをご紹
介します。

宝情報（小間番号：202）
端末のインターネット接続をより安全に！どこからでも！

Check Point 製品を中心としたクラウドUTMなどのセキュリティソリューショ
ンについてご紹介します。是非この機会に製品デモをお試しください。

ディー・オー・エス（小間番号：201）
SS1は、社内外端末の管理／セキュリティ対策／労務管理／IT運用効率化に
ご活用いただける顧客満足度No.1(※)の国産ソフトウェアです。基本のIT資産
管理機能に加え、
ログ収集やデバイス制限など様々なオプション機能を搭載し
ています。最新版ver.13ではMS 365管理機能も新登場。詳細はぜひ配布資
料やセミナーにてご確認ください。
※ITreviewカテゴリーレポート
「IT資産管
理」(2022 Winter)

デフィデ インフォセンス

421

セミナー第2会場、

住友電工情報システム＜2＞（小間番号：216）

【顧客満足度No.1(※)】
IT資産管理ソフトSystem Support best 1

住友電工情報 KOTRA 韓国貿易センター（福岡）
システム＜１＞
BCC

第1セミナー会場

ディー・オー・エス

①「令和を、平和に働く」
をキーワードに、妻夫木聡さんがCM出演もしたIT資産
管理・ログ管理ツール
『LANSCOPE』
②”AIによる予測防御”でEmotet含むマルウェア、
ランサムウェアを未然に防ぐ
アンチウイルス
『CPMS』
③セキュリティチェックから問 合せ対 応まで実 現する業 務自動 化ツール
『SYNCPIT』

423

出口

HENNGE（小間番号：301）
「＋1でSaaSが加速する」HENNGE One

HENNGE OneはMicrosoft 365、Google Workspaceなど、複数のクラウ
ドサービスへのセキュアなアクセスとシングルサインオンを実現するSaaS認証
基盤（IDaaS）
です。
クラウドメールの誤送信や脱PPAP、標的型攻撃対策、
メー
ル監査機能など、幅広いメールセキュリティにも対応しています。本ブースでは
HENNGE Oneの新機能を含む、最新ソリューションをご紹介します。

製造業DX
アドバンスト・メディア（小間番号：111）
議事録作成や検査結果の音声入力など
最新のAI音声認識技術を紹介

音声認識市場シェア No.1※出典：ITR「ITR Market View : AI 市場 2021」
音声認識市場ベンダー別売上金額シェア
（2015〜2021 年度予測）
の音声認
識精度や声の特徴から話者を自動識別する機能を備えたWeb会議対応の議
事録作成システムや設備点検、巡視・保守点検、報告業務など様々な業務の効
率化や精度向上を実現するＡＩと最新の音声認識技術を使ったソリューション
をご紹介します。

ナテック（小間番号：321）
ICカードやRFIDタグを使ったIoTソリューションで
省力化を実現致します。

近年求められている人材不足解消や作業効率アップをＩＣカードやＲＦＩＤタグ
を使った様々なソリューションで実現致します。主な分野は、製造、物流、販売、
セキュリティ等が挙げられます。
また働き方改革改正法に対応したＩＣカードを
使った勤怠管理システムをご提案。簡単にシフト管理や残業時間の管理を実現
致します。是非一度、
お困り事をご相談下さい。

ネオジャパン（小間番号：221）
組織の業務をまるごと改善グループウェア desknet's NEO

グループウェア「desknet's NEO（デスクネッツ ネオ）」、
ビジネスチャット
「ChatLuck（チャットラック）」、desknet's NEO上で動作するカスタムメイド
型業務アプリ作成ツール
「AppSuite（アップスイート）」
など、
これからの
『働く』
を支えるツールを展示、
ご紹介いたします。

丸紅情報システムズ（小間番号：233）
MSYSが提供するインフラソリューションをまとめてご紹介します。

■リモートワーク(安全で快適なリモートアクセス)
・NetMotionSoftware、AbsoluteSoftware、ExtremeNetworks
■ストレージ
（ランサムウェア対策や、
マルチクラウドの実現）

働き方改革

ラクス（小間番号：323）

RPAテクノロジーズ（小間番号：131）

企業の成長を支援するクラウドサービス
「楽楽ファミリー」

「RPA 書類のデータ化」
で紙処理を含めた業務を効率化！

人手不足が課題と感じる方必見！導入実績2,200社以上！あらゆる業界のパソ
コン上の業務を自動化してきたRPAロボット
「BizRobo!」
を展示しております。
また、業務自動化の壁となる紙帳票を高品質＆低コストでデータ化できるサー
ビス
「デジパス」
も新登場。更に！AIを活用した、
コールセンターをはじめとする
電話業務の効率化をサポートするサービス
「AIコンシェルジュ」
もご紹介します。

インフォマート（小間番号：223）
Web請求書システムで請求業務電子化 |
BtoBプラットフォーム請求書

「発行する請求書」
だけでなく
「受け取る請求書」
「支払金額の通知」
など、多彩
な請求業務の電子データ化に対応可能な請求書クラウドサービスです。時間・
コスト・手間のかかる経理業務を大幅に改善。電子帳簿保存法に対応している
ためペーパーレス化、
そして経理のテレワークを実現します。

エイコー（小間番号：331）
業務効率を促進！FAX電子化・在庫管理・オンラインストレージ

・FNX e-受信FAXサービス
FAX番号は変更不要！受発注のFAX対応を会社にいなくても対応できる！！
・スマートマットクラウド
1gから100kg以上の在庫も管理可能！全業種のあらゆる場面での在庫確認
の手間をゼロに！！
・DirectCloud
脱PPAPからファイルサーバクラウド化まで！ユーザー数無制限で使えるオン
ラインストレージ！！

クロスキャット（小間番号：334）

「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」
をミッションに、
お客様の課
題解決やビジネスの成長をクラウドサービスで支援いたします。

HRテック＆ラーニングテクノロジー
ビズリーチ（小間番号：241）
国内最大級の即戦力人材データベースをお試しいただけます。

ビズリーチは能動的な採用活動を実践するための独自の採用システムです。展示
会場では最短1分で貴社が求める人材の人数をビズリーチで調べることができま
す。ぜひこの機会に国内最大級の即戦力人材データベースをお試しください。

プラスアルファ・コンサルティング（小間番号：333）
人事の欲しいがオールインワン！タレントパレット

人事の欲しいがオールインワンで扱えるタレントパレット！人材管理から評価、
配置、採用、研修、健康管理まですべての人事データを活用するならタレントパ
レット人事にマーケティング思考を取り入れ科学的人事を実現するタレントマ
ネジメントシステム。
タレントパレットは、
あらゆる人材データを一元化・分析し、
組織の力を最大化させるタレントマネジメントシステムです。

マネーフォワード（小間番号：231）
人事労務のバラバラな情報を一元管理でスマートに

マネーフォワードクラウドは、
バックオフィスに関する様々なデータを連携し、経
理や人事労務における面倒な作業を効率化する事業者向けSaaS型サービス
プラットフォームです。HRソリューションは、人事・労務領域に特化したプロダ
クト群の名称です。人事・労務業務をシステム上で入力・管理・提出ができる
サービス群で、労務管理業務のミスを無くし、効率化を支援します。

安くて便利で簡単なクラウド勤怠管理システムCC-BizMate

仕事のパフォーマンスを見える化するクラウド型勤怠管理システムです。残業
抑制や36協定対策につながる残業予測機能を搭載し、全機能スマホ対応して
いるため、外出や出張先、在宅勤務のリモートワークにも対応。安否確認機能の
標準搭載でコストパフォーマンスもさらに発揮。直感的にご利用頂ける画面構
成による現場の効率化と管理部の省力化をお伝えします。

コネクシオ＜1＞（小間番号：313）
法人向けコミュニケーション支援ツール
「LINE WORKS」

皆様おなじみのLINEを、仕事で使えたらいいなと思ったことはありませんか？
LINE WORKSは、LINEの使い勝手はそのままに、仕事に使える便利な機能を
追加したビジネスチャットアプリです。

営業支援/マーケティング
コネクシオ＜2＞（小間番号：314）
売上を最大化する
CONEXIO MobileWorkPlace営業支援パッケージ

コネクシオが約15年間で培ったCRM/SFAのノウハウを、Salesforceを活用
した営業支援パッケージに詰め込み、導入前から導入後までのお悩みをワンス
トップで解決します。企業活動の中で属人化しやすい営業活動の課題を、
この
ツールを使うことによってどのように解決できるのか、
デモ画面を使ってご紹介
しますので、企業の営業課題についてお悩みの方はぜひご来場ください。

スターティアレイズ（小間番号：332）

ナレッジスイート（小間番号：232）

中堅/中小企業向け月額5万円のRPAツール
[RoboTANGO（ロボタンゴ）]

SFA、CRM、
メール配信がワンセットの営業支援ツールです！

RoboTANGOは安価・使いやすい・サポートが充実しているRPAツールです。
月額5万円で5台のパソコンまで利用できるので、
コストパフォーマンスが喜ばれ
ています。誰でも使えるように、
サポートにも力を入れておりますので、初めてRPA
を導入される方、他のRPAと比較をしたい方、
ぜひブースまでお越しください！

SmartHR（小間番号：121）
人事手続きのペーパーレス化の効果を、
デモ機を用いて解説！

九州エリアでも多くの企業が導入を始めているクラウド人事労務ソフト。紙やハ
ンコを伴う人事手続きをペーパーレス化することでコスト削減と生産性向上を実
現でき業務改革の中心に据えられることも多いですが、
「新たな取り組みにつき
検討の方法がわからない」
とお悩みの声も寄せられます。本展示会では、デモ機
も活用してスタッフがご説明をいたしますので、情報収集にお立ち寄りください

住友電工情報システム＜１＞（小間番号：322）
住友電工グループで培ったノウハウを活かしたツールをご紹介。

弊社は、住友電工グループの20万人が使う情報システムを開発・運用・保守す
る部隊として設立されました。そこで大きな成果をあげたシステムを、様々なお
客様に役立てていただけるように、
パッケージとしてご提供しています。そんな
中から、業務効率化・働き方改革に効くツールをご紹介させていただきます。

（小間番号：341）
セールスフォース・ジャパン（Slack）
SlackをあなたのDigital HQに

Slackで実現するDigital HQ（会社を動かすデジタル中枢）
ではメンバー、
シス
テム、パートナー、顧客が連携して仕事をスムーズに進められます。場所や時
間、方法を問わず柔軟に仕事を進め、成果を出すことができます。
アプリやワー
クフローを使えば、
タスクの自動化も簡単です。SlackをあなたのDigital HQと
すれば、
よりシンプルに、
より快適に、
より有意義に仕事が進みます。

TACT（小間番号：131）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

『Knowledge Suite』
はSFA、CRM、
メール配信がワンセット・ユーザー数無制
限でご利用いただける総合ビジネスアプリケーションです。クラウドの力であら
ゆる業種の様々な業務を可視化・効率化し、成果向上と組織の一体化を実現し
ます。手間もコストもかけないDXツール／テレワークツールとしても存分にご
活用いただけます。

九州パビリオン
インフォセンス（小間番号：423）
弊社は祇園に本社を置く
「山九」
のシステムグループ会社です。

■各企業のDXの取り組みに合わせて様々なサポートをご提供する
「ＩＴコンサ
ルティングサービス」
■予算管理業務に係る課題を解決する
「BizForecast BC」
■白ナンバーのアルコールチェック管理をクラウドで支援「デジタル点呼マネー
ジャー・スマート」

デフィデ（小間番号：422）
日本初ジョブ型人事制度に特化した総合型クラウドサービスを紹介

【JOB Scope】
は、
キャリアマネジメント、組織変革、企業強化を実現する新し
い人事制度変革クラウドサービスです。従来の評価主体の人事評価システムと
は違い、社員一人ひとりが将来の成長を自らキャリア形成をデザインすることに
より、競争力のある企業への組織変革を実現します。
※日本初：人事系クラウドサービスにおいて。(2022 年 4月現在、株式会社
CSI調べ)

BCC（小間番号：421）
セキュリティ見守りサービス
「 ＆セキュリティ＋ 」

「＆セキュリティ＋」
はPCとネットワークを統合的に監視し、万が一に備えた保
険まで付帯したオールインワンのサービスです。
当サービスは独立行政法人情
報処理推進機構（IPA）
が制定した中小企業向けのセキュリティサービスが満た
すべき基準「サイバーセキュリティお助け隊サービス基準」
を満たしております。

※2022年6月22日現在

DIGITAL INNOVATION 2022
6月28日
（火）セミナースケジュール

KYUSHU
※2022年6月22日現在

※当日受付あり
（各会場受付にてお尋ねください）

第1会場

講演プログラムは変更になる場合があります

第2会場

第3会場

第4会場

10:00 〜 10:40【基調講演】

10:00 〜 10:40【基調講演】

10:45 〜 11:25【クラウド】

10:45 〜 11:25【基調講演】

ITとビジネスの維新に挑む
クラウド活用「東京海上」
の流儀

人工知能を事業に生かす
「ビジネスAI」最前線

先駆者から学ぶクラウド導入とその後
〜大企業から中堅中小企業まで〜

独自調査で判明、働き方改革「成否」
の分かれ目

アマゾン ウェブ サービス ジャパン エバンジェリスト 亀田 治伸 氏

日経BP 総合研究所 イノベーションICTラボ 所長 大和田 尚孝

11:30 〜 12:10【エンタープライズDX】

12:15 〜 12:55【セキュリティ】

12:15 〜 12:55【基調講演】

新国富指標×ICTで豊かな社会を創る

不正侵入を許さない
「MFA」実装の最適解
〜日本の組織に適した多要素認証とは〜

1on1の質向上実感9割越え！研修のDX化によるマネージャーの対話力向上

兼 インクルーシヴシティ 代表取締役社長 中間 裕一 氏

ソリトンシステムズ プロダクト＆サービス統括本部 部長 佐野 誠治 氏

村田製作所 IoT事業推進部 データソリューション企画開発課 マネージャー 前田 頼宣 氏

13:00 〜 13:40【働き方改革】

13:45 〜 14:25【働き方改革】

DX推進を阻害する
「3つの悪習」
を解消！
ポストコロナ時代の業務改革・コスト削減策

人事DXを推進するうえで"人事データベース"の構築が重要なワケ

全日本空輸 デジタル変革室 イノベーション推進部 担当部長 西郷 彰 氏

ネオジャパン マーケティング統括部 プロダクトマーケティング 担当部長 山田 志貴 氏

SmartHR 九州支社 支社長 黒川 怜早 氏

15:30 〜 16:25【基調講演】

14:30 〜 15:10【働き方改革】

15:15 〜 15:55【働き方改革】

デジタルイノベーションって何だ？
〜いまなにが起きているのか？なぜやらないと負けるのか？〜

Digital HQとしてのSlack
〜時間と場所に縛られないSlack流DX推進〜

ユーザ事例から学ぶ「書類のデータ化×RPA」
による業務自動化の成功ポイント

Slack 事業統括 西日本ビジネス本部／NTTビジネス本部 本部長 澤木 祐介 氏

シャイン 代表取締役 小河原 茂 氏

東京海上日動火災保険 理事 IT企画部 部長

村野 剛太 氏

日経コンピュータ 編集長

11:30 〜 12:10【基調講演】
With コロナ時代のチームマネジメント
〜働き方を見直してチーム力を高める！〜

シティアスコム 営業本部 グループ統括部 データサイエンス推進室 室長

カスタマーズ・ファースト 代表取締役 片桐 あい 氏

13:00 〜 13:40【基調講演】
DXどげんしたらよかと？
「ANA流 内製DXと人財育成」

こゆるぎ総合研究所 コンサルタント／代表取締役
タレント 重盛 さと美 氏

浅川 直輝

鈴木 良介 氏

セールスフォース・ジャパン

提供：RPAテクノロジーズ

16:00 〜 16:40【基調講演】
DXでなぜセキュリティが問題になるのか？
日本ハッカー協会 代表理事 杉浦 隆幸 氏

6月29日
（水）セミナースケジュール

※当日受付あり
（各会場受付にてお尋ねください）

第1会場

講演プログラムは変更になる場合があります

第2会場

10:00 〜 10:40【基調講演】

第3会場

第4会場

10:00 〜 10:40【基調講演】

〜クラウドシフトから5年、
ベネッセが進めるDXの現在とこれから〜
ベネッセホールディングス インフラ・テクノロジー推進部 部長

植田 省司 氏

10:45 〜 11:25【基調講演】

「建設DX」
で現場のムダをなくせ！

竹中工務店のデジタル変革を支えるサイバーセキュリティ

日経BP 総合研究所 社会インフララボ 上席研究員

野中 賢

11:30 〜 12:10【HRテック&ラーニングテクノロジー】

11:30 〜 12:10【基調講演】
日鉄DX
〜ものづくりのスマート化〜

人事DX最前線・IT活用で実現する
「人事業務の効率化」
と
「タレントマネジメント」

竹中工務店 デジタル室 デジタル企画グループ シニアチーフエキスパート 髙橋 均 氏

12:15 〜 12:55【セキュリティ】
DX推進に欠かせないエンドポイント・クラウドのセキュリティ対策

日本製鉄 参与 デジタル改革推進部長 星野 毅夫 氏

プラスアルファ・コンサルティング 取締役副社長

13:00 〜 13:40【基調講演】

13:00 〜 13:40【セキュリティ】

13:45 〜 14:25【セキュリティ】

13:45 〜 14:15【基調講演】※動画セッション

社員200名、
フルリモートで生産性とモチベーションを維持向上し続ける取り組み

これだけは抑えておきたいサイバーセキュリティ対策のツボ
〜たった1つのプラスで安全を〜

Microsoft 365/Teams/Defenderをどう管理する？
ハイブリッドワーク下でのIT資産管理の最適解

産業DXの要諦
〜新たなビジネスモデルを生み出す秘訣とは

HENNGE
Cloud Sales Division West Japan Sales Section Regional Manager 奥谷 慶行 氏

ディー・オー・エス 営業企画課 リーダー 古賀 みのり 氏

ラクスル 代表取締役社長CEO 松本 恭攝 氏
＜聞き手＞日経BP 総合研究所 フェロー 桔梗原 富夫

15:30 〜 16:25【基調講演】

14:30 〜 15:10【働き方改革】

15:15 〜 15:55【セキュリティ】

15:15 〜 15:55【基調講演】

メタバースって何なの？
〜新しいエンタメか、
それとも世界を変えるのか？〜

多様化する働き方において、
デジタルワークプレイスを実現するには？

イスラエル発！最新のサイバーセキュリティ対策

DXの落とし穴、
システム障害はなぜ起きるのか

イーブックイニシアティブジャパン 執行役員 コーポレート本部長

こゆるぎ総合研究所 コンサルタント／代表取締役
フリーアナウンサー 皆藤 愛子 氏

阿部 逸人 氏

鈴木 良介 氏

ネオジャパン マーケティング統括部

鈴村 賢治 氏

奥田 彩音 氏

エムオーテックス 経営企画本部 本部長 兼 MOTEX-CSIRT 中本 琢也 氏

チェックポイントソフトウェアテクノロジーズ SMB営業部 営業部長
宝情報 営業部 井土 舜也 氏

田村 翔一 氏

日経クロステック／日経コンピュータ 副編集長 中田 敦

16:00 〜 16:40【基調講演】
HRテックで成果を出す会社、出せない会社、分かれ目はどこ？
日経BP 総合研究所 主席研究員

小林 暢子

２つ以上のセミナーを受講された方全員にAmazonギフト券1,000円分プレゼント！

※後日、
ご登録メールアドレス宛に
お送りいたします

