
バックオフィスDXPOが解決します！

※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。

 2022年
8月23日（火） 9：30～17：00
8月24日（水） 9：30～16：00

オフィス・経営・総務・RPA・業務自動化に関する製品・サービスが一堂に集結！

（受付開始9：00）

オフィスDX展／経営・総務DX展
RPA・業務自動化展

東京ビッグサイト
東7ホール

主催： ブティックス（株）

’22
東京経営・経理・人事・総務DX推進展初

開催

DXPO 検索

経理・財務DX展
人事・労務DX展

会
期

会
場

同時
開催

招待券
入場には、来場事前登録が必須です

バックオフィス部門 必見! 240社のDX製品（サービス）が出展!  専門セミナーを同時開催!

・・・・など、各種課題をお持ちの方

裏面に掲載の出展社・出展製品（サービス）一覧をご覧ください。

オンライン展オリジナルの
セミナー動画が視聴可能！

（右のようなセミナーを続々配信中）

製品・サービスの動画視聴や資料ダウンロードで、まとめて情報収集！
240社の製品・サービスが御覧いただけるウェブース（ウェブ上のブース）が勢ぞろい。
カテゴリー一覧や検索を通じてお目当ての製品・サービス群にリーチできます。

興味のある製品・サービスについて、質問・商談依頼・見積依頼が可能！
各社のウェブースには、営業担当の情報も掲載。導入に向けた相談ができます！

コンシェルジュが情報収集・製品選定のお手伝いをします！
貴社の課題や事業規模に合わせて製品（サービス）選びをサポート。

リアル展示商談会と連動することで、ますます便利に！
オンライン展で興味のある出展社を探し、リアル展でのブース商談予約ができ
たり、リアル展でバーコード取得した製品資料がオンライン展のマイページで
ダウンロードできたり、オンライン×リアルが効果的に連動します。

その他、活用方法いろいろ！
365日開催のオンライン展と
年2回のリアル展示商談会が
皆様の課題解決・情報収集を
強力サポート！	

日本最大級の製品・サービス数※！
オンライン展を365日開催！

オンライン展で検索⇒ブース商談予約
事前にオンライン展の製品（サービス）動画で下調べして、製品デモ体験や
直接説明を聞きたい出展社を選び、リアル展示商談会でのブース商談を予約。

リアル展会期 前

リアル展会場でオンライン検索⇒ブース訪問
リアル展示商談会の会場でもオンライン展にスマホでアクセス。さらに気に
なる製品を探して直接ブースに訪問し、製品デモ体験や具体的な商談を実施。

リアル展会期 中

オンライン展で再検討⇒見積依頼／商談予約
リアル展示商談会で興味を持った出展社の製品（サービス）をオンライン展の
製品動画や資料ダウンロードでじっくり比較・再検討して見積依頼や商談予約へ　

リアル展会期 後

※登録無料DXPO会員※は以下サービスがすべて無料！
（株）KADOKAWA
Connected
Chief Customer
Suceess Officer
菊本	洋司 氏
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7月
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365日開催のオンライン展と、8月開催のリアル展示商談会で

新しい展示会体験を！
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※ PC 画面はイメージです※ PC 画面はイメージです

※同種のオンライン展示会との比較。当社調べ。※同種のオンライン展示会との比較。当社調べ。

いつでも、どこにいても参加できます！
充実の機能を備えたオンライン展示会
新製品（サービス）の情報が随時アップデート！
最新情報収集・比較検討に最適
オリジナルコンテンツ多数！
毎月更新されるセミナーで最新の学びを支援！

リアル展示商談会

オンライン展
&&

あらゆる業種・企業・法人の経営／管理部門の方々来場対象者

経営者 経営
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以下のDX課題をお持ちの方は、ぜひご来場ください！

8/23（火） │ 8/24（水） 8/25（木） │ 8/26（金）

今すぐ来場事前登録を！ ▶
※  来場事前登録により、オンライン展をご利用

いただけるＤＸＰＯ会員登録も完了します。

通年開催のオンライン展示会と、東京・大阪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？

DXを加速する２展 連続開催
本分野 最大級の440社※が出展

※連続して開催する右記２展の合計出展社数 東京ビッグサイト 東７ホール

≪会場レイアウト図／主な出展品目≫

東京ビッグサイト	東７ホール ※ 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。

人事・労務DX展人事・労務DX展

オフィスDX展オフィスDX展 RPA・業務自動化展RPA・業務自動化展 経理・財務DX展経理・財務DX展

経営・総務DX展経営・総務DX展

●人事・人材管理システム●人事・人材管理システム
HCMHCM
（ヒューマンキャピタルマネジメント）（ヒューマンキャピタルマネジメント）
タレントマネジメントタレントマネジメント
システム　などシステム　など

●人事評価システム●人事評価システム
目標管理システム目標管理システム
1on1管理ツール　など1on1管理ツール　など

●労務管理システム●労務管理システム
勤怠管理システム勤怠管理システム
給与計算システム　など給与計算システム　など

●採用・求人支援●採用・求人支援
採用・求人支援サービス採用・求人支援サービス
採用管理システム採用管理システム
採用マーケティング・広報ツール採用マーケティング・広報ツール
Web面談・Web説明会ツールWeb面談・Web説明会ツール
日程調整ツール日程調整ツール
適性検査・リファレンスチェック適性検査・リファレンスチェック
サービス　などサービス　など

●教育・研修●教育・研修
eラーニング・LMSeラーニング・LMS
（ラーニングマネジメントシステム）（ラーニングマネジメントシステム）
教育・研修AR/VRソリューション教育・研修AR/VRソリューション
人材育成システム人材育成システム
マニュアル作成・編集　などマニュアル作成・編集　など

●健康経営支援●健康経営支援
ストレスチェックサービスストレスチェックサービス
健康経営支援サービス健康経営支援サービス
健康管理システム　など健康管理システム　など

●従業員エンゲージメント●従業員エンゲージメント
エンゲージメント向上サービスエンゲージメント向上サービス
離職防止・定着率向上ツール離職防止・定着率向上ツール
従業員満足度調査従業員満足度調査
（ES調査）　など（ES調査）　など

●福利厚生●福利厚生
福利厚生代行福利厚生代行
育児・介護支援育児・介護支援
社食サービス　など社食サービス　など

●DX支援●DX支援
DX推進・導入支援DX推進・導入支援
ビジネスモデル変革支援ビジネスモデル変革支援
オペレーション改革支援オペレーション改革支援
IPO支援IPO支援
データアナリティクス・データアナリティクス・
データサイエンスデータサイエンス
ソフトウェア・システム開発ソフトウェア・システム開発　　などなど

●●BIツール/経営管理ツールBIツール/経営管理ツール

●ERPパッケージ●ERPパッケージ

●●プロジェクト管理ツールプロジェクト管理ツール

●総務ソリューション●総務ソリューション
リスクマネジメント・BCP対策リスクマネジメント・BCP対策
内部監査・内部統制支援内部監査・内部統制支援
社用車管理・社宅管理社用車管理・社宅管理
名刺発注・物品管理名刺発注・物品管理
風評被害対策・炎上対策風評被害対策・炎上対策
サービス　などサービス　など

●情報セキュリティ●情報セキュリティ
サイバー攻撃対策サイバー攻撃対策
標的型攻撃対策標的型攻撃対策
情報漏洩対策情報漏洩対策
エンドポイントセキュリティエンドポイントセキュリティ
IT資産管理・ID管理IT資産管理・ID管理
SaaS管理　などSaaS管理　など

●データ連携ツール●データ連携ツール
EAI・ETLツールEAI・ETLツール
API管理・テストツールAPI管理・テストツール　など　など

●広報・IR支援●広報・IR支援
Web社内報・Web社内報・
社内広報サービス　など社内広報サービス　など

電子契約電子契約
契約書管理システム契約書管理システム
AI契約書レビューAI契約書レビュー
AI弁護サービス　などAI弁護サービス　など

●コミュニケーションツール●コミュニケーションツール
社内SNS・ビジネスチャットツール社内SNS・ビジネスチャットツール
Web会議システム　などWeb会議システム　など

●グループウェア・情報共有ツール●グループウェア・情報共有ツール
グループウェア　ワークフローシステムグループウェア　ワークフローシステム
タスク管理・プロジェクト管理ツールタスク管理・プロジェクト管理ツール
日報/目標管理ツール日報/目標管理ツール
会議室・座席予約システム会議室・座席予約システム
ナレッジ共有ツール　などナレッジ共有ツール　など

●テレワーク支援●テレワーク支援
仮想オフィス　リモートアクセスツール仮想オフィス　リモートアクセスツール
在宅ワーク環境支援　ボックス型個室在宅ワーク環境支援　ボックス型個室
オフィスデザイン・改修　などオフィスデザイン・改修　など

●各種生産性向上ツール●各種生産性向上ツール

●ペーパーレス化ツール●ペーパーレス化ツール
ファイル転送サービス　EDIツールファイル転送サービス　EDIツール
電子印鑑　文書電子化・OCR電子印鑑　文書電子化・OCR
文書管理システム　など文書管理システム　など

●ネットワーク環境●ネットワーク環境
ITインフラ構築ITインフラ構築
IP-PBX・クラウドPBXIP-PBX・クラウドPBX
受付システム受付システム
入退室管理システム　など入退室管理システム　など

●RPA導入支援●RPA導入支援
RPA研修・教育RPA研修・教育
RPA保守・運用サポート　などRPA保守・運用サポート　など

●RPAツール●RPAツール
汎用RPAツール汎用RPAツール
機能特化RPAツール　など機能特化RPAツール　など

●RPA人材●RPA人材
RPA人材派遣RPA人材派遣
フリーランス人材マッチング　などフリーランス人材マッチング　など

●AI-OCR●AI-OCR

●チャットボット●チャットボット

●業務自動化ツール●業務自動化ツール
FAQシステムFAQシステム
自動マニュアル作成ツール自動マニュアル作成ツール
業務可視化ツール業務可視化ツール
機械学習・自動言語処理機械学習・自動言語処理
ディープラーニングディープラーニング
iPaaSiPaaS
BPOサービスBPOサービス
その他業務自動化ツール　などその他業務自動化ツール　など

●会計システム●会計システム
管理会計システム管理会計システム
財務会計システム　など財務会計システム　など

●経理ソリューション●経理ソリューション
経費精算ツール経費精算ツール
請求書・見積書作成ソフト請求書・見積書作成ソフト
帳票作成・管理ソフト帳票作成・管理ソフト
購買管理システム購買管理システム
債権管理システム　など債権管理システム　など

●財務ソリューション●財務ソリューション
財務分析ツール財務分析ツール
予実管理システム予実管理システム
資金調達システム　など資金調達システム　など

●調達・販売ソリューション●調達・販売ソリューション
販売管理システム販売管理システム
在庫管理システム在庫管理システム
受発注システム　など受発注システム　など

●資産管理システム●資産管理システム
固定資産管理システム　など固定資産管理システム　など

●業務代行サービス●業務代行サービス

75社が出展

60社が出展 25社が出展

40社が出展

40社が出展

連続開催するフロントオフィス   (会期が異なります) では、
上記のほか多数の出展社が出展、右記のほか多数のセミナーを開催！

《 詳しくはコチラから ▶ https://fox.dxpo.jp/tokyo 》 https://box.dxpo.jp/tokyo

特	設   リリーーガルテックゾガルテックゾーーンン
https://box.dxpo.jp/tokyo来場事前登録はコチラから ▶

・ 安心/安全なテレワーク環境
を実現したい

・ 多様な働き方に対応した 
職場環境を提供したい

・ コミュニケーション活性化・ 
ナレッジ共有を図りたい

・ DX／デジタル化の進んだ 
会社・部門にしたい

・ 経営数字の即時見える化を
図りたい

・ 様々なリスクに対応できる 
強い組織にしたい

・ 最新の総務・管理部門向け
サービスを知りたい

・情報セキュリティを強化したい

・ 間接部門の無駄なコストを 
削減したい

・ ルーティンワーク・ 
エクセル業務を自動化したい

・ 受付業務・顧客対応を
自動化したい

・ 安心して発注できる 
外部委託先を探したい

オフィスDX展 経営・総務DX展 RPA・業務自動化展

専門セミナー 東京ビッグサイト 東 7 ホール
展示会場内 セミナー会場

会
場

20 8/24（水） 13:00 ～14:00
マーケットデザインと
マッチング理論の実装で
変わる、これからの日本社会
東京大学 経済学部 教授／
東京大学マーケットデザインセンター (UTMD) 所長
小島	武仁 氏

2 8/23（火）10:00～11:00
我が国の
働き方改革の展望
～企業の組織変革に向けて～
衆議院議員／前 厚生労働大臣
田村	憲久 氏

バックオフィス DXPO 東京 ’22 基調講演

※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

経営・総務コース

出展製品（サービス）セミナー

特別講演

オフィスコース
3 8/23（火） 11:20 ～12:05
日本企業のハイブリッドワークのありかたを模索する
～働く場所および時間配分の観点から～

（株）ザイマックス不動産総合研究所 主任研究員　石崎 真弓
9 8/23（火） 14:20 ～15:05
ウェルビーイングな働き方を支えるワークプレイス戦略
～事例にみる働き方改革の施策とその効果～

コクヨ（株）　齋藤 敦子
12 8/23（火） 15:50 ～16:35
テレワーク導入のポイントとツールの活用
～テレワークで生産性はこんなにも上がる！～

（株）パソナ リンクワークスタイル推進統括　湯田 健一郎
17 8/24（水） 11:20 ～12:05
霞ヶ関働き方改革
～総務省行政管理局におけるオフィス改革の取組～

総務省行政管理局 業務改革総括 副管理官　田村 寿

1 8/23（火） 9:50 ～10:35
日本産業復活の切り札「X-Tech」とは？
～既存産業×デジタルで未来を開く～

山形大学 学術研究院 産学連携教授　岩本 隆
5 8/23（火） 11:40 ～12:25
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
8 8/23（火） 13:05 ～13:50
デジタル化ではなく、
DXを推進するために必要なこととは？

（一社）官民共創未来コンソーシアム 理事　箕浦 龍一
14 8/23（火） 15:55 ～16:40
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
15 8/24（水） 9:50 ～10:35
デジタル産業への変革に向けた政策について
～「デジタル産業宣言」によるエコシステム形成～

経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 
ソフトウェア・情報サービス戦略室 課長補佐　沖藤 圭祐

18 8/24（水） 11:30 ～12:15
DX時代のビジネスを加速する、
公共データとその利活用方法とは？

（一社）リンクデータ 代表理事／デジタル庁 データスペシャリスト
下山 紗代子

19 8/24（水） 11:30 ～12:15

言語処理AIによる新しいDXの形

（株）Studio Ousia 代表取締役 CEO　渡邉 安弘
22 8/24（水） 13:00 ～13:45
ゼロトラスト視点で考える
効率的なリモートワークとセキュリティ確保の実現

東洋大学 情報連携学部 情報連携学科 准教授　満永 拓邦
23 8/24（水） 14:30 ～15:15
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
24 8/24（水） 14:30 ～15:15
AI・IoT時代に求められる「攻め」の企業法務
～ビジネスを加速させる法務戦略とは～

ベンチャーラボ法律事務所 弁護士　淵邊 善彦

経理・財務コース
7 8/23（火） 12:55 ～13:40

DXを味方にする！	財務の本質とは？
NFP「風を贈る」　田村 夕美子

10 8/23（火） 14:25 ～15:10

DX時代の経営を強化する「戦略経理」とは？
流創（株） 代表取締役　前田 康二郎

13 8/23（火） 15:50 ～16:35
ゼロから作るデジタルネイティブの
バックオフィス

スタディプラス（株） 取締役 CFO　中島 花絵
25 8/24（水） 14:50 ～15:35
経理部門必見！
インボイス制度導入への対応ポイント

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

31 8/23（火） 9:50 ～10:20
	【大規模DX】LIXILから学ぶ全国拠点＆代理店向け
商品教育と営業支援の秘訣！

（株）4COLORS 【人事・労務DX展】
36 8/23（火） 14:00 ～14:30
経営企画がリードするDX推進と
データドリブン経営のポイント

（株）ログラス 【経営・総務DX展】
39 8/24（水） 9:50 ～10:20
DX推進を阻む壁はIT人材不足？
業務変革の“切り札”は失敗しない現場主導から！

（株）4COLORS 【人事・労務DX展】
44 8/24（水） 14:00 ～14:30
チャットボットの新時代
～ナレッジマネジメントAIが組織の競争力を加速する～
ネオス（株） 【RPA・業務自動化展】

35 8/23（火） 13:10 ～13:40
コミュニケーションの全てにAIを。
固定電話から変わるムダの無いこれからの働き方
Dialpad Japan（株） 【オフィスDX展】
37 8/23（火） 14:50 ～15:20
BCM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 【経営・総務DX展】
43 8/24（水） 13:10 ～13:40
情シス・人事・経理…	社内問合わせを劇的に減らす
「よくある質問サイト」をつくろう
テクマトリックス（株） 【オフィスDX展】

人事・労務コース
4 8/23（火） 11:30 ～12:15
ナラティブ・アプローチで
社内コミュニケーションを変える！
テレワーク下で生産性を落とさないコツとは？

（株）ナラティブベース 代表取締役　江頭 春可
11 8/23（火） 14:30 ～15:15
コロナで起きた「働き方のパラダイムシフト」
御社の働き方改革間違っていませんか？

相模女子大学大学院 特任教授　白河 桃子
16 8/24（水） 10:00 ～10:45
DXを追い風に人事総務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
21 8/24（水） 13:00 ～13:45
	“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

6 8/23（火） 12:45 ～13:45
未来型イノベーティブ・バックオフィスが
会社を変える！
～クリエイティブ・メタバース×DX総務の機能と役割～

（株）HLD Lab 代表取締役　岡田 大士郎

※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。

当社よりご招待します
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東京

（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！

atena（株）
郵便物電子化サービス
郵便物をクラウド管理！�テレワーク中にどこでも郵
便物が確認出来る！

（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）Widsley
クラウド PBX
スマホ一つあればビジネスフォンが利用できるクラウ
ド PBXサービス。

ウォータースタンド（株）
水道直結ウォーターサーバー
定額制レンタル、ランニングコスト一定、メンテの手
間も不要です。

（株）HQ
在宅環境整備プラットフォーム
規模・業種に関わらず、幅広い企業様にご導入頂いて
おります。

（株）エイチ・シー・エス
法人向け名刺受発注システム
お客様の「こうだったらいいな」の気持ちを「仕組み化」
します。

A10ネットワークス（株）
ネットワーク最適化
Microsoft365利用時のネットワーク負荷対策に。

（株）エクステンシブル
バーチャルオフィス
リアル出社に近い状態を再現できるデジタル空間で
新しい働き方を！

（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！

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）Colorkrew
座席管理、会議室予約ツール
人を探すような名もなき仕事を QR コードで解決し�
ます！

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！

（株）三技協
テレワーク支援
安全かつインストール不要で簡単に導入できるテレ
ワークサービス！

（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！

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！

ショーラボ（株）
テレワーク対応在籍管理ツール
本展でご契約の場合、半年間はサービスご利用料金
が半額になります！

Dialpad Japan（株）
AI 搭載クラウド電話システム
国内1700社導入、03等の地域番号対応。無料トラ
イアル実施中！

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のクラウド
サービスです！

Chatwork（株）
コミュニケーションチャット
国内利用者34万社以上！�シンプル設計で導入しや
すいチャット。

テクマトリックス（株）
FAQナレッジシステム
社員の自己解決を促し、社内問合わせ業務を削減し
ます！

（株）DONUTS／ジョブカン
人事・労務管理ソリューション
導入実績15万社突破。ITトレンド年間ランキング7
年連続 No.1。

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！

（株）日本オープンシステムズ
座席予約システム
フリーアドレス導入の座席管理に！�無料トライアル受
付中！

（株）ネットレックス
物品管理システム
＜導入実績900社突破＞あらゆるモノを管理する「コ
ンビベース」。

（株）PKSHA Workplace
FAQ・ナレッジ管理システム
800社以上が導入！�従業員からのよくある質問・問
合せを削減します。

（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！

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。

（株）ベルパーク
クラウド PBX, チャット
窓口一つで導入支援。しっかりと伴走します。

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）南日本情報処理センター
SecureSeedPlus
テレワークに潜むリスク対策と IT 資産管理をクラウ
ドで手軽に開始！

（株）夢テクノロジー
IT人材派遣サービス / 夢転籍
全国に1名から IT人材を派遣！エンジニアは全て正
社員です！！

ラクス（チャットディーラーAI）
社内向けAI チャットボット
情報システムや管理部門が導入！�社内問合せ件数を
50％削減します！

リックソフト（株）
タスク管理・情報共有ツール
見て・触ってその場で無料プランに申し込みも可能！
業務効率化を促進。

（株）RECEPTIONIST
クラウド受付システム
年間120万人が利用！�シェア& 口コミNo.1クラウ
ド受付システム。

（株）アムク
新自由クラウド ERP
どんな ERPよりも自由自在な操作性と変幻自在の拡
張性を実現！

（株）エイ・シー・ティ
セキュリティ,	オフィス機器
パソコンの面倒なロック・ログインを自動でできる�
製品！

HTC
コンプライアンス推進ツール
担当者のコンプライアンス推進活動を強力に�
サポート。

（株）エッグシステム
システムコンサルサービス
累計50社突破！�中堅中小企業特化、販売 / 購買 /
原価 / 会計の DX化。

（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！

（株）クイックス
マニュアル作成管理システム
ツクルからカツヨウへ、ほったらかしのマニュアルを
資産に。

（株）クロスユーアイエス
BI ツール、ワークフロー
国産 BI ツール /クラウド型ワークフローサービスを
出展します！

（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
Emotet 等受信の対策から誤送信防止等送信の対策
まで幅広く提供。

（同）ケトハ／（株）想隆社
セキュリティー、個人情報保護
個人情報保護法・GDPR にも対応したセキュリティー
ツール！

KOMPEITO／OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）
食の福利厚生 , 置き型健康社食
【2ヵ月無料キャンペーン】1品100円！�サラダや惣菜
をオフィスに。

（株）サイトビジット
電子契約サービス
紙やハンコの煩雑さからあなたを自由に。コストも
時間も大幅削減！

★

（株）GRCS
リスク管理クラウドサービス
リスク情報の集約と可視化でリスクマネジメントの
DXを実現！

GMOグローバルサイン・HD（電子印鑑GMOサイン）
電子印鑑 GMOサイン
導入企業数140万社突破！�電子契約サービスをご紹
介いたします。

★

（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）スマートドライブ
クラウド車両管理システム
車両を利用する企業の様々な課題を、ワンストップ
で解決するサービス。

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）DATA KIT
リフォーム統合管理システム
デキる会社の技術を形にしました。徹底した粗利管
理で利益率 UP！

（株）東海理化電機製作所
DX化対応	社用車管理ツール
社用車のDXを実現する【FREEKEY 社用車予約】詳細
をご紹介。

東京オフィスサービス（株）
名刺WEB 発注システム
紙の名刺作成、オンライン名刺交換、名刺管理、全
てお任せください！

（株）東京テレマーケティング
コールセンター代行
30年超の実績！�業務委託を活用した事業最適化を
ご案内します。

（株）TRUSTDOCK
オンライン本人確認 eKYC
取引や手続きを DX！�オンラインでの身元確認の課
題を解決します。

日本ラッド（株）／Board
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。

（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！

（株）八芳園
システム開発コンサルティング
“徹底したユーザー目線”の伴走型システム開発コン
サルティング。

パラダイスウェア（株）
DX 支援サービス
圧倒的な低予算・短納期で DXを実現するサービスを
ご提供します！

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。

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
本イベントからベータ版の事前登録受付開始！�今だ
け無料特典あり！

（株）フレクト
車両動態管理システム
アルコールチェック、日報の集計、安全運転管理をもっ
と効率的に！

ベーステクノロジー（株）
知財業務管理、Dooup
ペーパーレス化で知財業務効率アップ、多要素認証
で安全。

★

マネーフォワード クラウド契約
電子契約・契約管理システム
あらゆる書類を電子化　紙も電子契約もひとつのシ
ステムで一括管理！

★

miracleave（株）
IT 運用保守
IT 運用の総合支援サービス「IT 将軍」でコストダウン
と悩み解決！

（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）Mobility Technologies
AI 付きドライブレコーダー
前年比50％削減も！『交通事故を未然に防ぐ』メカニ
ズムをご案内。

（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！

（株）ログラス
経営管理システム
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。

（株）onetap
SaaS の自動設定ツール
入社や退職に伴う SaaS アカウントの作成・設定・削
除を自動化。

（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）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。

（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！

（株）インテック
電子帳票：快速サーチャーGX
電帳法対応。電子取引、EDI データ等を手動やAPI
で取り込み可。

（株）インプレス
Excel 運用サポートツール
Excel のデータベース化で予算管理や報告業務のDX
を推進！

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！

公認会計士／税理士 BlueWorksGroup
会計・税務サービス
税務申告～会計相談に至る事項をワンストップで�
支援！

（株）シスプラ
予実管理ツール
たった5分で予算作成！5,500円から始めるクラウド
予実管理。

シャープマーケティングジャパン（株）
電帳法対応、文書管理システム
電帳法対応から業務のペーパーレス化まで、１つのソ
フトで実現可能！

sweeep（株）
請求書受領サービス
本展でご契約の場合、初期費用を無償サービス！

（株）Solutions11
ファイル共有サービス、他
データのメール添付に終止符を！�さくらボックスで共
有を手軽に！

（株）TOKIUM
支出管理クラウド
領収書・請求書などあらゆる書類をオンライン上で管
理が可能です。

ビッグローブ（株）
財務会計 , 原価管理 ,クラウド
3500社の導入実績！�主な業務パッケージが動作す
るクラウドサーバ。

ヒューマンリソシア（株）
電子請求書サービス
当社からご契約の場合、導入・導入後に手厚い独自サ
ポートあり。

（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）マネーフォワード
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。

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
経費精算システム , 請求書受領
電子帳簿保存法対応！JIIMA 認証済！完全なペーパ
レスを実現する。

（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。

メリービズ（株）
経理アウトソーシング
全国1,000名以上のプロ経理人材がオンラインで業
務代行！

（株）ラクス
販売管理・業務管理システム
【脱エクセル】対応漏れやミスを防止。自動化・効率化
で手間を削減！

（株）ラクス
電子請求書発行システム
売上シェアNo.1！�「楽楽明細」で経理の業務を�
楽楽に！

（株）LIXIL住生活ソリューション
経理アウトソーシング
「訪問型」「在宅型」の2つの方法で経理部門の人手不
足を解決！

iPresence（同）
テレロボワーク
デジタルツイン空間とテレロボがそれぞれの空間のつ
なぎ目に。

（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！

（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、分析レ
ポート付き！

アクアクララ（株）
ウォーターサーバー
ゴミの出ないリターナブルボトルを採用。環境に配慮
した製品です。

（株）アジャイルウェア
社員の運動・交流促進ツール
社員の運動習慣化・社内交流の活性化を促すアプリ
です！

（株）アスマーク（Humap）
在席管理・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
が付きます。

アポロ（株）
HR サービス
従業員のタイプを分類し、�タイプに合わせた HR アク
ションを提示！

（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）EnglishCentral JAPAN
オンライン英会話・動画学習
自学自習に最適な、動画とオンライン英会話のオー
ルインワンツール。

（株）ウィルビー
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）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！

（株）HR コミュニケーション
社内コミュニケーションツール
離職率改善・エンゲージメント向上を実現する特許取
得の Hrtech。

（株）HR PRIME
採用管理ツール
戦略的かつ効率的な採用活動の実現を支援。

エス・エー・エス（株）
勤怠管理・経費精算システム
継続率99%！�手厚いサポート体制でお客様をご支
援します。

（株）エナジード
ENAGEEDforBiz
「指示待ちメンバーが動き出す」人材育成・組織開発研
修です。

（株）エビリー
採用広報支援サービス
採用 x 社内広報の連動で「採用力」と「エンゲージメン
ト力」を向上 !

（株）エフアンドエム　オフィスステーション
オフィスステーション
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）オウケイウェイヴ
GRATICA(グラティカ )
700社導入！サンクスカードで従業員エンゲージメン
トを向上！

（株）overflow／Offers
Offers
IT エンジニア・デザイナー特化の� �
採用プラットフォーム。

（株）オービックビジネスコンサルタント
経理 DX・人事労務システム
累計66万社の企業に導入！�シェア No.1「業務クラ�
ウド」。

（株）オープンエイト／ビデオブレイン
動画編集クラウド
550社が導入した誰でもパワポのように動画が作れ
るツール。

（株）Offisis
オンライン社食サービス
初期コストや継続費用など一切不要であなたの会社
に社食を実現！

（株）キャスティングロード
採用見える化クラウド
採用分析に特化した自動化ツール！採用コスト
50.3％削減を実現！

キューサイ（株）
健康ドリンク（ケール青汁）
国産ケール、無添加、ヴィーガン認証取得の青汁�
です！
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）グローアップ
新卒特化型スカウトサービス
就活生4人に1人が利用している逆求人サービス！

（株）ケイズコーポレーション
人事評価システム
Salesforce�×�人事評価�×�SDGs

（株）研美社
IC セキュリティカード
システム運用には IC カードをご利用下さい！�カード
の事なら何でも！

（株）SAMURAI
IT 研修 ,	メンタリング
貴社の課題に寄り添った、新しい伴走支援型 IT 教育
をご提案します！

CACグループ
人事・労務アウトソーシング
『1年間無料！！』バックオフィス業務はまるごとお任せ
ください！

（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）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）人的資産研究所
AI オンボーディングシステム
個別最適化された科学的オンボーディングにより戦
力化・定着を支援！

（株）SmartHR
クラウド人事労務ソフト
登録社数4万社以上！人事・労務の大幅な業務効率化
を実現！

（株）セイルズ
OHMEクラウド
本展でご契約の場合、1年間無料サポート！

（株）タレントアンドアセスメント
AI 面接サービス SHaiN
属人化面接からの脱却！�人に変わりAI が公平公正
な面接を実現します。

（株）タンタビーバ
組織サーベイ
「社員の自社大好き度」を数値化し、組織の健全性を
モニタリング。

（株）Cheer
採用支援、人材育成サービス
採用単価14,000円～で成長志向の高い学生が採用
可能！

（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！�集客・選考管理・面接設定まで�
カスタマイズ自由。

（株）デイアライブ
DX 人材育成オンラインツール
リスキリングや新人教育に最適！�本展限定で無料�
デモアカウントご提供。

（株）デイズヌーヴェル
ブランディング／採用& 広報
ブランディングカンパニーの総合力で企業の未来を
可視化する。

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！

（株）Tobe-Ru
人材育成マネジメントクラウド
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）日本トリム
電解水素水整水器
【健康経営】皆様の健康を電解水素水で支えます。

ネオキャリア（MOCHICA）
採用管理システム ,LINE
LINE と連携した採用管理システム。業界最安値で使
える！

（株）農協観光
障がい者雇用アウトソーシング
導入ハードルの低い新しい形での障害者雇用アウト
ソーシング。

（株）ハウテレビジョン
採用支援サービス
普段接点を持てない優秀層との出会いを実現する
キャリア支援サービス。

Panopto
企業用動画プラットフォーム
研修・会議録画・マニュアル等、動画による知識共有
をもっと簡単に。

（株）4COLORS
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）フォロアス
『いっと』離職対策
業界初！“エグジットインタビュー×サーベイ”をサー
ビス化！

FutureRays（株）
IT・ビジネス人材育成研修
「階層別研修」や「集合研修」はもう古い！？� �
形骸化していませんか？

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）PocketSoft
クラウド型労務管理システム
労務環境を見える化しホワイト企業のエビデンスに！
本展特別 CP 有！

（株）マイナビ
「マイナビ×離職対策」３企画
タレントマネジメントシステム・適性テスト他、新サー
ビスもご紹介！

（株）MyRefer
リファラル採用クラウドツール
リファラル採用を促進できる国内初のクラウドサービ
スです！

マジセミ（株）
セミナーワンストップサービス
【完全成果報酬】集客と商談獲得にコミットするウェ
ビナー開催支援。

（株）manebi
e ラーニング
3000以上の動画教材が見放題！�様々な社員研修を
ご支援できます。

（株）マルジュ
Web/ 録画面接、電子契約
シンプル・カンタンなWeb/ 録画面接と固定料金の
電子契約サービス。

（株）ミツカリ
入社後にも活用できる適性検査
相手ごとに最適なコミュニケーション方法を AI が提
案します。

（株）村田製作所
人材育成、研修サポートツール
データの力で1on1の見える化とスキルの定着を�
サポート。

メディフォン（株）
クラウド健康管理システム
健診結果のデータ化無料キャンペーン中！�大幅な業
務効率化を実現！！

（株）mog
人材紹介、求人広告
女性が仕事を通して自己実現できる社会を目指す
キャリア支援サービス。

ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション（株）
ストレスチェックシステム
ワンストップで実施から社員の継続的なサポートを
行います。

（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
支援実績13000社以上！�スキル診断から研修提供・
育成支援まで！

（株）ラキール
SaaS 型人事統合システム
【戦略人事を徹底サポート】誰もが使いやすいシステム
を体験できます。

Resily（株）
OKR( 目標管理 )ツール
本展をきっかけにご契約の場合、2か月分のサービス
ご利用料金割引！

（株）リスキル
新入社員向け IT 技術研修
短期間で即戦力 IT エンジニアを育成！�そのポイント
をご紹介します！

（株）レビックグローバル
LMS（学習管理システム）
大手企業中心に実績多数！�会員含めた月間ユーザー�
170万名！

社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所　HR ビズ
HRビズ
社労士が開発したタレントマネジメント、人事評価制
度システムです。

（株）Robot Consulting
判例検索ツール
特許取得技術により過去の判例検索を即座にでき�
ます。

ワークスタイルテック（株）／グリーン（株）
労務管理サービス
アルバイト（非正規）の入社手続きに特化した労務管
理サービス！

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。

（株）R500M
ハイブリッド型チャットボット
データ設定・運用管理はお任せ。低価格。多言語・カ
スタマイズ対応。

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。

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル , Inc.
B2B ペイメントサービス
経理 DX（与信・入金管理、代金回収、資金繰り ) を
支援いたします。

（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。

（株）NTTデータ／AI inside （株）
AI-OCR
AI-OCR� 高精度な文字認識が可能！DX�Suite・
Cube。

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！

GROWIT（株）
RPA,OCR,AI,UTM
自社内活用を通じて蓄積した開発運用ノウハウと共
にお客様にご提供！

（株）ケーエムケーワールド
RPA 導入支援サービス
本展で商談に進まれたお客様へ、無償コンサルキャ
ンペーン中！

（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）C-RISE
RPAサービス
無料で使えるクラウド型の RPAサービス！マルチデバ
イスに対応。

ジェイエスフィット（株）
BPOサービス
RPA や AI-OCR といったデジタル技術を活用した
BPO サービス。

（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！

スターティアレイズ（株）
RPAツール
月額5万円という低価格で5台のパソコンで利用�
可能！

（株）タイタンコミュニケーションズ
RPAツール , 業務管理ツール
カンタン、ローコスト、サポート充実で安心して導入
できます！

（株）チュートリアル
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）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！

東京商工会議所
多彩なDX 関連分野
「東商ブース」として企業約30社が独自の技術やサー
ビスを紹介！

日本システム開発（株）
RPAツール , 導入サポート
豊富な RPA の実績をもとに、PAD の導入・開発を手
厚くサポート！

日本ソフト開発（株）
DX 推進ソリューション
デジタル化～RPA～AI 支援をオールインワンでサ
ポートします。

ネオス（株）
AI チャットボット
ナレッジマネジメントの課題 (ナレッジ集積＆組織で
利活用 ) 解決に！

（株）バイタリフィ
AI チャットボットサービス
自由自在なカスタマイズであなた専用のチャットボッ
ト作ります！

（株）ブルーポート
自動マニュアル作成ツール
1850社以上の導入実績！

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！

Mamasan&Company（株）
バックオフィス BPOサービス
業務プロセス可視化でバックオフィスに� �
Saas ×Oaas 導入成功！

モビルス（株）
顧客対応自動化ソリューション
チャット・ボイスボットによる顧客対応一次受付自動
化によるDX 推進。

（株）ユーザーローカル
チャットボット、CMS
独自開発の AI 搭載チャットボットを業界最安値水準
の価格で！

経理・財務DX展

経営・総務DX展 人事・労務DX展

RPA・業務自動化展

★印： 特設  リーガルテックゾーン出展企業

東京ビッグサイト	東7ホール

展示商談会への入場方法

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

https://box.dxpo.jp/tokyo来場事前
登録は

入場には、来場事前登録が必須です。
本状のみではご入場になれません。

※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。　

本展は来場事前登録制となります。「招待券」のみではご入場できませんので、
ご了承ください。	また、ご入場の際は来場事前登録後に出力できる「来場者バッジ」
を会場入口でご提示いただきます。

①来場事前登録を行う
①右の二次元コードまたは、バックオフィスDXPO東京’22の
　公式HPにアクセス（https://box.dxpo.jp/tokyo）
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。

②リアル展示商談会 来場者専用Webにログインし、来場者バッジを印刷する
来場事前登録の完了通知メールに記載されている「リアル展示商談会	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。

今すぐ
来場事前登録を！
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