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視考を変える！動きを変える！経営アップデート↗
企業向け新ブランド「
」リリースのお知らせ
(当社連結子会社：株式会社エルモ社)

当社の連結子会社である株式会社エルモ社が、企業向け新ブランドとして「
日(水)から立ち上げますので、下記のとおりお知らせいたします。

(エビス)」を2020年11月11

（ELMO Business ICT System Solution：エビス）
新ブランド「
（エビス）
」は、新型コロナウィルス感染拡大により、社会情勢は大きく変化し、デジタル
化の波に乗り遅れた社会システムの課題が顕在化した中、エルモ社が教育市場での ICT 活用を現場に寄り添い促進さ
せてきたノウハウを強みに、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を促進させていくための、成長体験
型経営ソリューションを展開してまいります。
この
（エビス）ブランドでは、一人ひとりの想いや社内で点在している様々なビッグデータを分析・視
覚化し、社員全員で理解を深め、組織の持つ可能性を引き出し、人と企業・組織の成長を促す経営をサポートできる
よう、 エルモ社ならではの機器やソフトウェアを組み合わせたソリューションを提供いたします。
【

の概要 】

◆ブランドロゴ
はライトブルー、ブルー、グリーン、ライムグリーンから構成されて
おり、それぞれが「視考(しこう)」
「動き」
「ひらめき」
「創造」を表現しています。
◆ブランドキャラクター
エルモ社の本社が所在する名古屋では、名古屋城の「金の鯱鉾（しゃちほこ）」
がシンボルとして親しまれています。
ブランドキャラクターは、この火除けの守り神「鯱」と商売繁盛・五
穀豊穣といった人々の生活に縁の深いご利益をもたらすとされる福の神
「えびす様」
をシンボルにしたキャラクターです。

【

製品・サービス 】

１）経営ビジョンの達成・戦略的な経営を実現するための経営支援ソリューション
企業の持つ有形資産、無形資産、未来への投資などを含めた今を総合的に評価するためのマネジメント手法
を実現するためのソリューションを提案いたします。
社内ビッグデータから適切な各部門の KPI 設定を実施し、達成度を可視化、問題のプロセスを発見し、分析・
改善、最適な予算編成・予実管理・年度見通しから収益改善を実現するためのツールとして「QPR Metrics」
「QPR
Process Designer」「QPR Process Analyzer」「BzPLAN WE」を提案いたします。
２）現場・作業の見える化を実現するクラウドサービス現場・作業の見える化
現場作業者と本部をリアルタイムでつなぎ、勤怠管理・施工管理・危険予知活動などをデジタル化・クラウ
ド共有でシームレスに実現するツール「らくらく現場」やウェブ会議ツールを活用した遠隔現場支援、サービ
スマン研修、業務効率化を支援する窓口省人化など、現場を管理、作業効率化するためのソリューションを提
案いたします。
サステナビリティ（環境）の経営品質を強化するため自社保有の産廃業者への現地調査確認・評価をクラウ
ドサービスで実現する「らくらく現場 for 産廃業現地確認」ソリューションを提案いたします。
３）議論を見える化させコミュニケーションを活性化する会議室 DX 化ソリューション
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ワンタッチでパワーポイントなどのデジタルツー
ルだけではなく、実物も紙も大画面および遠隔に共有することで、会議「質」を変えるハイブリッド会議スペ
ースを提案いたします。

【 展示会出展情報 】
これらの新ブランド「
」の 製品・サービスは、2020 年 11 月 11 日（水）～13 日（金）にインテックス
大阪で開催される第 5 回関西総務・人事・経理 Week 内 「関西働き方改革 EXPO」へ出展いたします。
LIVE 配信スタジオを利用したリアルとオンラインのセミナーを実施いたします。

- ELMO ロゴは、㈱エルモ社の登録商標または商標です。
-

ロゴは、㈱エルモ社の登録商標または商標です。

-その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。
-本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。

詳細につきましては、添付資料【株式会社エルモ社 プレスリリース：視考を変える！動きを変える！経営アップ
デート↗ 企業向け新ブランド

リリースのお知らせ】をご参照ください。

以上

2020 年 11 月 5 日
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視考を変える！動きを変える！経営アップデート↗ 企業向け新ブランドリリースのお知らせ

（ELMO Business ICT System Solution：エビス）
2020 年 11 月 11 日(水) リリース

テクノホライゾングループ（JASDAQ：証券コード 6629）の株式会社エルモ社（本社：名古屋市南区塩
屋町 1-3-4 代表取締役社長：浅野真司）は、2020 年 11 月 11 日(水)から企業向け新ブランドとして
「
(エビス)」を立ち上げます。
新ブランド「
（エビス）」は、新型コロナウィルス感染拡大により、社会情勢は大きく変化し、デ
ジタル化の波に乗り遅れた社会システムの課題が顕在化した中、当社が教育市場での ICT 活用を
現場に寄り添い促進させてきたノウハウを強みに、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を促
進させていくための、成長体験型経営ソリューションを展開してまいります。
この
（エビス）ブランドでは、一人ひとりの想いや社内で点在している様々なビッグデータを
分析・視覚化し、社員全員で理解を深め、組織の持つ可能性を引き出し、人と企業・組織の成長を促
す経営をサポートできるよう、 エルモ社ならではの機器やソフトウェアを組み合わせたソリューション
を提供いたします。
の概要

はライトブルー、ブルー、グリーン、ライムグリーンから構成されており、それぞれが
「視考(しこう)」「動き」「ひらめき」「創造」を表現しています。

当社の本社が所在する名古屋では、名古屋城の「金の鯱鉾」がシンボルとして親しまれています。
ブランドキャラクターは、この火除けの守り神「鯱」と商売繁盛・五穀豊穣といった人々の生
活に縁の深いご利益をもたらすとされる福の神「えびす様」をシンボルにしたキャラクターです。

【

製品・サービス】
１） 経営ビジョンの達成・戦略的な経営を実現するための経営支援ソリューション
企業の持つ有形資産、無形資産、未来への投資などを含めた今を総合的に評価するためのマ
ネジメント手法を実現するためのソリューションを提案いたします。
社内ビッグデータから適切な各部門の KPI 設定を実施し、達成度を可視化、問題のプロセスを発
見し、分析・改善、最適な予算編成・予実管理・年度見通しから収益改善を実現するためのツー
ルとして「QPR Metrics」「QPR Process Designer」「QPR Process Analyzer」「BzPLAN WE」を提案
いたします。
「QPR Metrics」「QPR Process Designer」「QPR Process Analyzer」はフィンランド QPR 社の認定
を受けた商品です。「BzPLAN WE」は未来会計のコンセプトを設計思想に取り入れた単年度の事
業計画、予算編成・予算実績管理・見通しを管理し、施策・アクションの進捗を可視化するため
の PDCA ソリューションパッケージです。
これらのパッケージにより顕在化したデータを当社のデジタルホワイトボード(電子黒板)で表示、
可視化することでより迅速な状況把握、課題解決に向かうことができる課題解決空間を提案い
たします。

２） 現場・作業の見える化を実現するクラウドサービス現場・作業の見える化
現場作業者と本部をリアルタイムでつなぎ、勤怠管理・施工管理・危険予知活動などをデジタル
化・クラウド共有でシームレスに実現するツール「らくらく現場」やウェブ会議ツールを活用した遠
隔現場支援、サービスマン研修、業務効率化を支援する窓口省人化など、現場を管理、作業効
率化するためのソリューションを提案いたします。
サステナビリティ（環境）の経営品質を強化するため自社保有の産廃業者への現地調査確認・
評価をクラウドサービスで実現する「らくらく現場 for 産廃業現地確認」ソリューションを提案いた
します。

３） 議論を見える化させコミュニケーションを活性化する会議室 DX 化ソリューション
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ワンタッチでパワーポイントなどのデジ
タルツールだけではなく、実物も紙も大画面および遠隔に共有することで、会議「質」を変えるハ
イブリッド会議スペースを提案いたします。

これらの新ブランド「
」の 製品・サービスは、第 5 回関西総務・人事・経理 Week 内 「関西
働き方改革 EXPO」へ出展いたします。
【 セミナースケジュール 】
第 5 回関西総務・人事・経理 Week 内 「関西働き方改革 EXPO」では、
タジオを利用したリアルとオンラインのセミナーを実施いたします。

LIVE 配信ス

セミナースケジュール
株式会社ジェネックスパートナーズ
13：00 ～
13：30

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）」
株式会社アットストリーム

11 月 11 日
(水)

14：00 ～
14：30

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」
株式会社国際創研

16：00 ～
16：30

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 」
株式会社アットストリーム
11：30 ～
12：00

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」
株式会社ジェネックスパートナーズ

13：00 ～
13：30
11 月 12 日
(木)

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）」
プロジェクト「From」代表

14：00 ～
14：30

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 」
株式会社国際創研

16：00 ～
16：30

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 」
株式会社ジェネックスパートナーズ
13：00 ～
13：30
11 月 13 日
(金)

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）」
プロジェクト「From」代表

14：00 ～
14：30

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 」

【展示会セミナーお申し込み方法 】
2020 年 11 月 10 日（火）18：00 までに、下記 URL よりお申し込みください。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 日分お申し込み先：https://forms.gle/AhTSPMU67WQkGHCU9
12 日分お申し込み先：https://forms.gle/jxLQnTBZCQfi4u9U9
13 日分お申し込み先：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、その時点で締め切りとなります。
※参加費：無料
【 第 5 回 関西総務・人事・経理 Week 内 「関西働き方改革 EXPO」 概要 】
◆名称 ： 第 5 回 関西総務・人事・経理 Week 内 「関西働き方改革 EXPO」
https://www.office-kansai.jp/ja-jp.html
◆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
◆場所 ： 小間番号 13-5
◆出展内容： テレワーク支援・会議システム・経営管理システムの展示、デモ、セミナー
◆主催 ： リード エグジビション ジャパン株式会社
- ELMO ロゴは、㈱エルモ社の登録商標または商標です。
-

ロゴは、㈱エルモ社の登録商標または商標です。

-その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。
-本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。

【この件に関するお問合せ先】

株式会社エルモ社 西日本営業部 営業推進課

住所：愛知県名古屋市南区塩屋町 1-3-4
e-mail：ict@elmo.co.jp

