
2020年 11月５日 

テクノホライゾン株式会社 

 

展示会出展のご案内 

 

働き方改革の実現を促進するための展示会 

第 5 回［関西］働き方改革 EXPO 

 

当社の子会社である株式会社エルモ社、株式会社タイテック及び株式会社アイ・ティー・エルが共同で、

2020 年 11 月 11 日(水)～13 日(金)にインテックス大阪で開催される、働き方改革の実現を促進するための

展示会「第 5 回［関西］働き方改革 EXPO」に出展することをお知らせします。ご来場の際は、ぜひ出展ブ

ースにお立ち寄りください。 

 

【ブースの見どころ】 

当ブースでは、経営ソフトウェアからデジタルホワイトボードなどの会議活性化ツールまで、経営に役立

つサービスを幅広く展示いたします。現在デジタルトランスフォーメーションの必要性が盛んに叫ばれてい

ますが、組織に溢れかえっているデータから経営に必要なデータを抽出し、企業活動に活かしていく「デー

タドリブン経営」の実践環境を体感していただけます。また、ブース内のウェビナー専用スタジオでは著名

コンサルタントによる Webセミナーを開催！遠方からでもご参加いただけます。 

 

【出展製品】 

◯ QPR Process Analyzer：業務プロセスの自動分析 

○ QPR Metrics：KPI マネジメントソリューション 

○ BzPLAN WE/ActionPLAN WE：事業予算編成・予実管理 

○ らくらく現場：入退室・施工管理クラウドサービス 

○ ELMO Board：デジタルホワイトボード 

など 

 

【展示会概要】  

展 示 会 名 第 5 回［関西］働き方改革 EXPO 

会     期 2020 年 11 月 11 日(水)～13 日(金) 10：00～17：00 

会     場 インテックス大阪 5 号館 

ブ ー ス № 13-5 

主     催 リード エグジビション ジャパン 株式会社 

 展示会ホームページ：https://www.office-kansai.jp/ja-jp/about/ws.html?rf=about&act=ws 
 

以上 

https://www.office-kansai.jp/ja-jp/about/ws.html?rf=about&act=ws


働き方改革EXPO 5号館

小間番号：13-5

エ ル モ 社 の 出 展 位 置

株式会社エルモ社 〒457-0078 愛知県名古屋市南区塩屋町1-3-4 TEL:052-811-4465
営業推進部 ict@elmo.co.jp    https://www.elmo.co.jp/ 2020年11月4日 Ver.1

2020.11.11(水)～13(金)

インテックス大阪

リード エグジビション ジャパン(株)

会場

主催

エルモ社では、長きにわたり文教市場で培った技術をもとにした不確実性時代を生き抜くため、
人と人との対話を通じ、ひらめきと変化、創造と成長を生み出すソリューションをお届けします。
ぜひ一度この機会にご覧ください。

弊社も
出展します！

このほかエルモ社ブース内の

ウェビナー専用スタジオではWebセミナーを開催！

遠方からでもご参加いただけます。

戦略・KPI設定

現場・作業の見える化数値の見える化 議論の見える化

視考を変える！動きを変える！経営アップデート↗

財務数値に表される業績だ
けではなく、財務以外の経
営状況や経営品質を分析し
経営の筋肉質化を実現。

経営戦略のPDCAを回す
ため達成状況を見える化！

社内ビックデータからプロセスを
可視化。
プロフィットセンターとコストセ
ンターの両方の数値を見える化し、
適切な各部のKPI設定をサポート
しデータドリブン戦略を実現。

社内や社会との情報共有のニューノーマル
スタイルとして、資料と顔だけの共有では
なく、発信者の身振り手振りの所作も使っ
て伝えられる視聴者を飽きさせないパ
フォーマンス型LIVE配信スタジオが登場。

議論の見える化を進め、対話をうながす
ことを目的としてパワーポイントだけで
はなく、実物も紙も大画面に共有するハ
イブリッド会議スペース。

遠隔現場支援

ハイブリッド会議

会議室のLIVE配信
スタジオ化

予算編成・予実管理

関西 働き方改革EXPO



※セミナー内容と開催日時は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

会場：エルモ社ブース内スタジオ

ブース内専用スタジオで毎日ウェビナー開催
※一部オンラインでのご登壇を予定しています

セミナースケジュール

11月11日(水)

13：00 ～
13：30

株式会社ジェネックスパートナーズ
シニア・マネージャー 井田 智絵
「 コロナ下における働き方改革と

成功に導くデジタルトランスフォーメーション（DX）」

14：00 ～
14：30

株式会社アットストリーム
代表パートナー 大工舎 宏
「【働き方改革のKPIを考える】

データドリブン経営を実現するKPI設定のポイントとは」

16：00 ～
16：30

株式会社国際創研
代表取締役 平間 浩二
営業 平間 大樹
「 建設現場の働き方改革と サスティナブルな経営支援」

11月12日(木)

11：30 ～
12：00

株式会社アットストリーム
代表パートナー 大工舎 宏
「【働き方改革のKPIを考える】

データドリブン経営を実現するKPI設定のポイントとは」

13：00 ～
13：30

株式会社ジェネックスパートナーズ
シニア・マネージャー 井田 智絵
「 コロナ下における働き方改革と

成功に導くデジタルトランスフォーメーション（DX）」

14：00 ～
14：30

プロジェクト「From」代表
パラダイムシフトコミュニケーショントレーナー 横山 泰治
「 グラフィックレコーディング体験ミニ講座」

16：00 ～
16：30

株式会社国際創研
代表取締役 平間 浩二
営業 平間 大樹
「 建設現場の働き方改革と サスティナブルな経営支援」

11月13日(金)

11：00 ～
11：30

株式会社リコー
サスティナビリティ推進本部社会環境室事業戦略G  高田 雅弘 様
「らくらく現場産廃現地確認版 完成への期待」

13：00 ～
13：30

株式会社ジェネックスパートナーズ
シニア・マネージャー 井田 智絵
「コロナ下における働き方改革と

成功に導くデジタルトランスフォーメーション（DX）」

14：00 ～
14：30

プロジェクト「From」代表
パラダイムシフトコミュニケーショントレーナー 横山 泰治
「 グラフィックレコーディング体験ミニ講座」



※セミナー内容と開催日時は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

■お申し込み方法

令和2年11月10日（火）18：00迄に、

下記「お申し込み先URL」より

お申し込みをお願いいたします。

□ ご参加希望セミナー名(複数選択可)

□ 法人名・学校名・ご所属名

□ お申し込み者お名前

□ ご連絡先メールアドレス

11日お申し込み先：https://forms.gle/AhTSPMU67WQkGHCU9

12日お申し込み先：https://forms.gle/jxLQnTBZCQfi4u9U9

13日お申し込み先：https://forms.gle/ftaeB93n4mXJPh8C8

※Googleフォームへリンクします。

※先着順のため、予定数に達した場合は、その時点で締切となります。

■参加費

無料

■開催方法

Zoomオンライン会議 ※オンライン会議のURL等はお申込みをいただいた皆様に

別途メールにてお知らせいたします。

■問い合わせ先

株式会社エルモ社 営業推進部 〒457-0078 愛知県名古屋市南区塩屋町 1-3-4

TEL:070-2236-1028 担当者：渡辺 https://www.elmo.co.jp/

Webセミナーも同時開催します！
遠方からでも
ご参加いただけます！

エルモ社ブース内スタジオにて開催のセミナーをオンライン配信いたします。

遠方からでもWebにてご参加が可能です。

無料セミナーとなりますので、お気軽にお申込みください。

https://forms.gle/AhTSPMU67WQkGHCU9
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/jxLQnTBZCQfi4u9U9&sa=D&source=hangouts&ust=1604385860059000&usg=AFQjCNGFMZ08W36ZgxkDNOnHf4Piwfuc5g
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/ftaeB93n4mXJPh8C8&sa=D&source=hangouts&ust=1604385860059000&usg=AFQjCNGO1YlVp2nyK7HChhHooWB-0G3KuA

