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２０２２年７月１４日 
 

大阪経済記者クラブ会員各位 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 大阪商工会議所は、2020年度から、中小企業への IT導入を支援する、「生産性向上プロジェ

クト」を実施。セミナー開催を通じた情報提供を行うほか、関連事業者と連携し、IT導入ツー

ルを会員限定で特別優待提供している。 

 

○ 今回は、ITツール導入に向けた展示・相談会とセミナーを同時開催。展示・相談会には、計

11社の IT関連事業者（次頁参照）のほか、主催・共催の 3者が出展。各社の担当者が、自社

ツールについて詳しく解説し、導入相談に対応するほか、サービス紹介のプレゼンテーション

を行う。また、共催の大阪信用金庫は、補助金関連の相談も受け付ける。 

 

○ セミナーは、２部制で実施。第１部は、㈱BYARDの武内俊介代表取締役CEOが、「DX成功

のための第一歩」と題し、中小企業にDXへの第一歩を歩み始めてもらうことを目的とした講

演を行う。第２部は、㈱ビジネス・ブレークスルーの原秀文システム開発本部長が登壇。「現

場の現状把握から始める全体最適のためのDX事例」と題し、同社でのDX推進成功事例を紹

介する。 

 

○ イベントへの参加は事前予約制。本日 

より、大阪商工会議所「生産性向上プ 

ロジェクト」ホームページ 

（https://www.osaka.cci.or.jp/itsupo/） 

にて申し込みを受け付ける。展示・商 

談会に出展する事業者のサービス詳細 

についても、同ホームページにて紹介中。 

 
  

【お問合せ】 
大阪商工会議所 経営情報センター（登坂、中川、湯谷） 
TEL: 06-6944-6353   

記 者 配 布 資 料 

「やってみなはれ 中小企業 チャレンジ支援プロジェクト」第 8 弾 

「中小企業デジタルエキスポ」の開催について 

～DX・デジタル化に役立つセミナー・展示会～ 

大阪商工会議所は、大阪信用金庫、日本電信電話ユーザー協会と共催し、9 月28日（水）、

「中小企業デジタルエキスポ」を、大阪産業創造館で開催する。 

当日は、DX推進に役立つ ITツールの紹介・導入相談を行う展示・相談会のほか、DX初心者

にもわかりやすい導入セミナー、DX推進成功事例の紹介セミナーを実施する。DXをどこから

どのように始めたら良いのか悩む企業から、既にDXを推進している企業まで、幅広い業種の参

加を募集する。同事業は、今年4月に鳥井会頭が発表した、「やってみなはれ 中小企業 チャレ

ンジ支援プロジェクト」の第8弾として実施。 

生産性向上プロジェクト トップページ 

https://www.osaka.cci.or.jp/itsupo/
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◆「中小企業デジタルエキスポ」概要 

１．日 時： 2022年9月28日（水）13：00～17：00 

２．場 所： 大阪産業創造館 （大阪市中央区本町１－４－５） 

            展示・相談会＝３階マーケットプラザ ／ セミナー＝４階イベントホール 

３．主 催： 大阪商工会議所 

 ４．共 催： 大阪信用金庫、公益財団法人日本電信電話ユーザー協会 

５．定 員： 展示・相談会＝なし ／ セミナー＝第１部、第２部それぞれ先着150名 

６．参加費： 無料 

７．プログラム： 

展示・相談会 

    出展企業・団体による、サービスの個別相談や実体験ができる展示・相談会を開催。 

    会場内で、各社によるプレゼンテーションを実施予定。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナー 

【開会挨拶】13：25～13：30 

   大阪商工会議所 企業成長支援委員会 委員長 松本 將（マツ六㈱代表取締役社長） 

  【第1部】  13：30～14：30 

   「DX成功のための第一歩」 

＜講師＞ ㈱BYARD 代表取締役CEO 武内俊介氏 

  【第2部】  15：30～16：30 

   「現場の現状把握から始める全体最適のためのDX事例」 

   ＜講師＞ ㈱ビジネス・ブレークスルー システム開発本部本部長 

        ㈱ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック  取締役  原秀文氏 
 

以 上 
【添付資料】 

 ・「中小企業デジタルエキスポ」案内パンフレット 

＜出展企業・サービス内容一覧＞ （社名五十音順に記載） 

○ NECネクサソリューションズ㈱ … クラウド型ERPシステム、自動翻訳ツール 

○ ㈱エフアンドエム … 労務管理システム 

○ ㈱オージス総研 … ファイル送信サービス、メーター自動監視システム 

○ Sansan㈱ … クラウド契約業務サービス、クラウド請求書受領サービス、 

営業DXサービス 

○ ㈱シャノン … オンライン営業強化ツール 

○ ㈱スカイディスク … 製造業向けAI生産計画システム 

○ 西日本電信電話㈱ … 電子データ化サービス、クラウド管理サービス、 

業務プロセス自動化サービス 

○ ㈱日本ビジネス開発 … クラウド型プロジェクト採算管理サービス、 

クラウド型ライセンス管理サービス 

○ ㈱ネットオン … クラウド型採用支援ツール 

○ ㈱フォーバル … 情報分析プラットフォーム ほか 

○ リコージャパン㈱ … インターネット支援総合サービス、バックアップサービス 
 



デジタルエキスポ
中小企業

TEL：06-6944-6353

https://www.osaka.cci.or.jp/itsupo/
大阪商工会議所

日 時 2022年9月28日(水) 13:00～17:00

大阪産業創造館 （大阪市中央区本町1-4-5）

展示・相談会：３階マーケットプラザ ／セミナー：４階イベントホール

大阪信用金庫、公益財団法人日本電信電話ユーザー協会 上記のQRコードおよび裏面の
申込書よりお申込みください。

会 場

お問合せ

主 催

共 催

出展企業

参加
無料

「最近よく『DX』という言葉を聞くけれど、いったい何？」
という方も大丈夫！ DXをどこからどのように始めたら良い
のか、お困りごとを解決！

１

大阪信用金庫による補助金関連の相談も受付！

DX推進に役立つITツールを紹介＆導入相談！各社担当者が詳しく解説！

実際にDXに成功した企業の推進事例を学ぶことで、自社での進め方の
イメージをつかむ！

２

３

４

「DX成功のための第一歩」
株式会社BYARD 代表取締役CEO 武内俊介氏

【第1部】13:30～14:30

【第2部】15:30～16:30

「現場の現状把握から始める
全体最適のためのDX事例」

株式会社ビジネス・ブレークスルー
システム開発本部本部長
株式会社ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック
取締役 原秀文氏

出展企業・団体による、サービス

の個別相談や実体験ができる相談

会を随時開催中！ご自由にご参加

下さい。

13:00～17:00

※各企業の詳細や提供サービスは

中面に記載しています。

セミナー

中小企業のDX・デジタル化
に役立つセミナー・展示会

大阪商工会議所

展示・相談会



NECネクサソリュー
ションズ株式会社

バックオフィス業務をまるっと効率化！
インボイス制度の導入や電子帳簿保存法（予定）の改
正にも対応し、バックオフィス業務効率化を支援する
統合型クラウドERPサービス「Clovernet ERPクラウ
ド」（IT導入支援補助金対象ツール）に加え、専用機器
不要で、遠隔地との対話にも利用可能な自動翻訳ツー
ル「Clovernet多言語対訳支援サービス」をご紹介。

コンサルティングから運用に至る様々な
サービスをワンストップでご提供。中小
企業のお客様の身近なビジネスパート
ナーとして、IT技術を駆使して様々な課
題解決のお手伝いをしています。

株式会社
エフアンドエム

Sansan株式会社

株式会社シャノン 株式会社スカイディスク

Sansan

Bill One

https://www.nec-nexs.com/

会
社
概
要

特別優待：ERPクラウド＝利用料1か月分無料
多言語対訳支援サービス＝2ヶ月無料トライアル

特別優待は、大阪商工会議所会員、日本電信電話ユーザー協会会員および大阪信用金庫の顧客様に適用されます。

中小企業と個人事業主向けに会計・財
務・労務・人材などバックオフィスのコ
ンサルティングサービスをリーズナブル
な価格で提供しています。

会
社
概
要

https://www.fmltd.co.jp/

特別優待：コールセンターオプション契約初年度無料

欲しい機能だけを選べる労務管理システム

労務手続き・給与明細・年末調整等の申請書類を、
ペーパーレスで簡単に自動作成できる労務管理システ
ム、「オフィスステーション」をご紹介。労務、年末
調整、給与明細、有休管理の機能あり。アラカルト型
なので、今お使いのシステムと重複せず、欲しい機能
だけを選んで、効率的にご利用いただけます。

名刺管理をはじめ、請求書やビジネスイベ
ント・セミナーといった様々なサービスを
提供。企業のDXを推進し、働き方を変え、
経営課題の解決を後押しします。

会
社
概
要

働き方を変えるビジネスデータベースを提供

https://jp.sansan.com

名刺管理機能に加え、標準搭載された企業データベースを基

に最適な営業戦略を立案できる営業DXサービス「Sansan」、

あらゆる請求書業務をオンラインで完結できる「Bill One」

（電子帳簿保存法・インボイス制度に対応）、あらゆる契約

業務をオンラインで完結、電子契約書と紙の契約書

の一元管理を実現する「Contract One」をご紹介。

特別優待：Sansan＝初年度費用実質半額
Bill One＝解説ミーティング無償実施

Contract One＝初期導入支援費用半額

デジタルとアナログを組み合わせたマーケ
ティングを実現する、マーケティングオー
トメーションのリーディングカンパニー。
豊富な経験とノウハウをベースに、「新し
いマーケティングの創造」を目指します。

会
社
概
要

https://www.shanon.co.jp/

本格的なマーケティングを簡単に始めよう！

集客から商談への引き上げまで、マーケティングに必
要な機能がオールインワンで揃ったオンライン営業強
化ツール「シャノンマーケティングプラットフォー
ム」をご紹介。名刺デジタル化機能、属性や状況に応
じた自動メール機能等があり、セミナー・ウエビナー
を簡単に運用可能。人手不足でも売上拡大に貢献でき
るサービスです。 IT導入支援補助金対象ツール。

特別優待：初年度利用料半額

https://skydisc.jp/

AIを活用したDX支援のために、様々なサー
ビス・プロダクトの開発・提供を行ってい
ます。主に製造業を中心に、データ解析・
AIモデル開発から、システム実装するとこ
ろまでワンストップで対応しています。

会
社
概
要

最適な生産計画を、AIがサクッと立案！

製造業向けSaaS型AI生産スケジューラ「最適ワークス」
をご紹介。「どの製品を・何個・いつまでに」という
オーダー情報から、設備・人員の最適な割付け計画を
AIがサクッと立案。資材調達・在庫最適化、納期管理、
生産性向上等の収益改善が可能。独自開発エンジンに
より月額5万円〜という圧倒的コストパフォーマンスを
実現しています。IT導入支援補助金対象ツール。

特別優待：初年度費用15%オフ

株式会社オージス総研

大阪ガス関連企業として、同社をIT分野
で支えてきたことで蓄積された技術やノ
ウハウを活かし、製造、金融といった多
彩な業界にビジネスを展開しています。

会
社
概
要

https://www.ogis-ri.co.jp/

特別優待：オフィス宅ふぁいる便＝初期料金無料
アナログメーター可視化＝利用料2か月分無料

大容量・重要ファイルも簡単・安心に送信

送信取り消しや送付先限定などの機能でセキュアな送
受信を実現。大容量・重要情報ファイルを簡単・安心
に受け渡しできるクラウドサービス「オフィス宅ふぁ
いる便」に加え、既存のアナログメータに専用カメラ
を後付けするだけで、画像解析で点検結果を可視化で
きる「アナログメーター可視化サービス」をご紹介。

多言語支援

ERPクラウド

メーター可視化

オフィス
宅ふぁいる便

Contract One



商工会議所には珍しいIT専門部署として
発足し、昨年で開設50周年を迎えました。
会員企業のデジタル化促進のため、様々
な事業に取り組んでいます。

西日本電信電話株式会社 株式会社日本ビジネス開発

株式会社ネットオン 株式会社フォーバル

リコージャパン株式会社 大阪商工会議所
経営情報センター

AI OCR

働き方
みえ〜る

WinActor

Gold Stone
採算

Gold Stone
ストック

BBパック

サイバーセキュリ
ティパック

サイバー
お助け隊

ザ・ビジネス
モール

特別優待：有料プラン契約期間 + 1カ月無償延長

AIで日常業務を効率化！生産性向上へ

通信事業のほか、ICTで新たな価値を創造・共
創していく「ソーシャルICTパイオニア」をめ
ざした取り組みをはじめています。

https://www.ntt-west.co.jp/

手書き帳票を自動で電子化し、ペーパーレス化・業務
効率化を実現する「おまかせAI OCR」、AIが働き方
を分析・みえる化し、働き方改革の実現をサポートす

特別優待：AI OCR＝無料デモ／1か月無料トライアル
働き方みえ～る＝初回コンサルティング無料

Win Actor＝初回簡易シナリオ作成無料／
1か月無料トライアル

る「働き方みえ～る」、パソコン上の繰り返
し作業を自動化し、業務量および人的ミスの
削減を実現する「Win Actor」をご紹介。

会
社
概
要

ITを基盤とする企業システムの提案や構築支援
を行う中で、培ってきた技術やノウハウを活
かしたサービスを提供しています。

会
社
概
要

https://www.jbd.co.jp/

脱エクセル、脱ペーパーで「ヒト、モノ、カネ」を一
元管理するクラウド型プロジェクト採算管理サービス
「Gold Stone採算」、PC等のコンピューターに導入
されたソフトウェア製品のライセンスについて、更新
時期・導入部署等の契約情報を管理することで、更新

漏れによる経営リスクを「見える化」し、健
全な企業経営を支援するクラウドサービス
「Gold Stoneストック」をご紹介。

特別優待：利用料20％オフ
（2サービス共通）

クラウド型サービスで業務改革！

テクノロジーで採用をアップデートする
ため、採用Webマーケティング支援およ
び、クラウド型採用マーケティングツー
ルの提供に取り組んでいます。

会
社
概
要

https://neton.co.jp/

ネットで誰でもカンタン求人作成！

はたらく人を単純作業から解放し、充足
感、達成感、自己実現につながる“はた
らく”の変革を。私たちは人々の“はたら
く”をよりスマートにしていきます。

会
社
概
要

https://www.ricoh.co.jp/

充実のサポート体制でネット環境を支援！

採用サイト作成から応募者集客、応募者管理まで対応
した採用支援ツール「採用係長」をご紹介。作成した
サイトは、インディードをはじめ6つの求人検索エンジ
ンにボタン一つで一括連携。すぐに求人を開始し応募
を集めることが可能。採用コストの削減や人事担当者
の工数削減などにつながる、中小企業におすすめの
サービスです。IT導入支援補助金対象ツール。

特別優待：初期費用25%オフ
（2サービス共通）

パソコンやファイルサーバーなどのデータを、クラウ
ド上に自動でバックアップする「サイバーセキュリ
ティパッククラウドバックアップサービス」および、
インターネット接続からパソコンの設定まで、ネット
ワーク環境のお困りごとをワンストップで支援する、
「RICOH IT Keeperシリーズ BBパック」
をご紹介。

情報通信分野に海外、環境、人材・教育、
起業・事業承継を加えた５つの分野で次世
代経営コンサルティングを展開しています。

https://www.forval.co.jp/

会
社
概
要

自社情報を可視化し分析するツール

特別優待：初期登録にかかる情報入力、分析結果
反映などの費用無料

中小企業の経営情報を収集、蓄積、分析活用できる「き
づなPARK」を中心にご紹介。自社の情報をデータとし
て格納することにより、企業経営に役立つアウトプット
が還元されます。中小企業のヒト・モノ・カネ・時間・
情報に関わるデータ、国や公的機関、地方自治体、企業
が保有しているデータなどを集計・分析し、BIレポート
による可視化を行うことで、自社の経営を客観的に分析
し、スピード感のある意思決定を行うことが可能です。

攻めのIT＆守りのIT

会
社
概
要

https://www.osaka.cci.or.jp/it/

「攻めのIT」として、商談機能、自社PR機能を備えた、
商工会議所・商工会の会員が無料で利用できる日本最
大級の商取引支援サイト「ザ・ビジネスモール」を、
「守りのIT」として、中小企業向けに開発した、取り
扱いが簡単なセキュリティー機器(UTM)、
コールセンター、駆け付け対応、保険を
パッケージにし、会員価格月額6,600円(税
込)で提供する「サイバーセキュリティお助
け隊サービス」をご紹介。

特別優待は、大阪商工会議所会員、日本電信電話ユーザー協会会員および大阪信用金庫の顧客様に適用されます。



大阪市中央区島之内2-15-20
TEL:06-6775-6590
E-mail:souken@osaka-shinkin.co.jp
担当：横山・青野まで

お申込みはこちらまで FAX：06-6946-7214

会員
区分

大阪商工会議所会員 ／ (公財)日本電信電話ユーザー協会会員 ／

大阪信用金庫からの紹介 ／ いずれにも当てはまらない
※当てはまるものすべてに○をお願いします

セミナー
参加希望

第１部 ／ 第２部 ／ 希望しない（展示・相談会のみ参加）
※セミナーに参加希望される方は○をお願いします。展示・相談会は随時ご参加いただけます。
※セミナー参加希望者多数の場合は、先着順となることがございます。予めご了承ください。

関心ある

サービス

提供企業

※ご関心のあるサービスを提供する企業名に○をお願いします（サービス内容等は中面参照。複数選択可能）。

会社名

所在地
（〒 - ）

TEL

E-mail FAX

参加者
部署・役職 氏名

大阪商工会議所 経営情報センター行

※複数名お申し込みの場合は、お手数ですが個別でお申し込みください。
※ご記入頂いた情報は、大阪商工会議所（データ管理責任者）および共催者、出展事業者間で共同利用し、本事業の事務業
務に利用するとともに、それぞれからの各種連絡・情報提供（Ｅメールによる事業案内含む）に利用します。また講師へ
参加者名簿として提供します。これらについては受講者ご本人に同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。

切り取らずにそのままお送りください。

申込・お問い合わせ
TEL：06-6944-6353

大阪商工会議所 https://www.osaka.cci.or.jp/itsupo/

大阪信用金庫 (公財)日本電信電話ユーザー協会

Face to Faceで課題解決
この街のホームドクター 大阪信用金庫

大阪信用金庫では、地域やお取引先企業の課題解決に
向けた伴走型支援を実施しており、金融にとどまらず
公的機関や各種ソリューション企業と連携した解決策
の提案を行っております。
今回は、補助金等の活用に関することや、 ITツール導
入にかかる資金繰りについてのご相談を受付中。
お気軽にブースまでお越しください。

https://www.osaka-shinkin.co.jp/

お
問
合
せ

電話応対教育によるCS向上、ICT活用推進はお任せ！

60年余の実績、CS向上に繋がる豊富な電話応対系研修、
大前さんに学ぼう等ICTセミナーを実施。

大阪支部 TEL: 06-6534-8618
URL：https://www.pi.jtua.or.jp/osaka/
Email:osaka@jtua.or.jp

お
問
合
せ

株式会社ビジネス・ブレークスルー

ビジネスの基礎から、新時代のビジネスモデルまで学
べるプラットフォームを提供。

リカレント教育ならBBTにお任せ！

法人営業4部(向研会) TEL:03-3239-0231
URL:https://www.bbt757.com/
Email:kokenkai@bbt757.com

お
問
合
せ


