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会し、重大な課題に取り組み、確信を持って意思決定を下し、リーダーとしてこれまで以上のインパク

トを及ぼすための新たなアプローチを模索することができます。
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この機会に皆様のご来臨をお待ちしております。

 

ソフトブレーン、

ソリューション・プロバイダー・セッションで「『

報道関係者各位   

営業課題解決サービスを提供するソフトブレーン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：

豊田浩文、以下ソフトブレーン）は、

かけて開催する「

Gartner Symposium/ITxpo

的な視点を得ることができるシンポジウムです。ガートナー社のアナリスト

リー・エキスパート、

会し、重大な課題に取り組み、確信を持って意思決定を下し、リーダーとしてこれまで以上のインパク

トを及ぼすための新たなアプローチを模索することができます。

Gartner Symposium/ITxpo

シンポジウム名：Gartner Sympos

       ：2017

      ：グランドプリンスホテル新高輪

       ：http://gartner

ソフトブレーンは本展示会におい

を行います。 

【講演概要】 

テーマ：「IT」で実現する真の

～残業 30％減↓×受注

講演者：ソフトブレーン株式会社

取締役 長田

 ：11 月 2 日（木

また、展示ブースでは

・使い勝手No.1（*）の

生産労働人口減少や長時間労働常態化などの課題を抱える日本社会において、

Remix Cloudが企業の抱える課題をどのように解決するか、事例も交えて紹介いたします。

この機会に皆様のご来臨をお待ちしております。

ソフトブレーン、

ソリューション・プロバイダー・セッションで「『

                 

営業課題解決サービスを提供するソフトブレーン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：

豊田浩文、以下ソフトブレーン）は、

る「Gartner Symposium/ITxpo 2017

Gartner Symposium/ITxpo」とは、今日の

的な視点を得ることができるシンポジウムです。ガートナー社のアナリスト

リー・エキスパート、CIO及び企業のリーダー、ソリューション・プロバイダーが比類なき規模で一堂に

会し、重大な課題に取り組み、確信を持って意思決定を下し、リーダーとしてこれまで以上のインパク

トを及ぼすための新たなアプローチを模索することができます。

Gartner Symposium/ITxpo概要】

Gartner Sympos

2017 年 10 月

グランドプリンスホテル新高輪

http://gartner-

ソフトブレーンは本展示会におい

で実現する真の「働き方改革」

％減↓×受注

ソフトブレーン株式会社

長田 順三 

日（木）14：15～

また、展示ブースでは以下のソリューションについてご紹介します。

のCRM/SFA

生産労働人口減少や長時間労働常態化などの課題を抱える日本社会において、

が企業の抱える課題をどのように解決するか、事例も交えて紹介いたします。

この機会に皆様のご来臨をお待ちしております。

ソフトブレーン、Gartner Symposium/ITxpo 2017

ソリューション・プロバイダー・セッションで「『

×受注 3.6

                                        

営業課題解決サービスを提供するソフトブレーン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：

豊田浩文、以下ソフトブレーン）は、ガートナー

Gartner Symposium/ITxpo 2017

とは、今日のIT

的な視点を得ることができるシンポジウムです。ガートナー社のアナリスト

及び企業のリーダー、ソリューション・プロバイダーが比類なき規模で一堂に

会し、重大な課題に取り組み、確信を持って意思決定を下し、リーダーとしてこれまで以上のインパク

トを及ぼすための新たなアプローチを模索することができます。

概要】 

Gartner Symposium/ITxpo 

月 31 日（火）～

グランドプリンスホテル新高輪

-em.jp/symposium/index.html

ソフトブレーンは本展示会において、ソリューション・プロバイダー・セッション

「働き方改革」 

％減↓×受注 3.6 倍増↑の事例から学ぶ～

ソフトブレーン株式会社 本社営業本部

～15：00 

ソリューションについてご紹介します。

CRM/SFA「eセールスマネージャー

生産労働人口減少や長時間労働常態化などの課題を抱える日本社会において、

が企業の抱える課題をどのように解決するか、事例も交えて紹介いたします。

この機会に皆様のご来臨をお待ちしております。

Gartner Symposium/ITxpo 2017

ソリューション・プロバイダー・セッションで「『

3.6 倍増↑の事例から学ぶ～」をテーマに講演

                            

営業課題解決サービスを提供するソフトブレーン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：

ガートナー ジャパン株式会社

Gartner Symposium/ITxpo 2017」に出展いたします。

ITとビジネスを形成する最新トレンドを捉えるための戦略

的な視点を得ることができるシンポジウムです。ガートナー社のアナリスト

及び企業のリーダー、ソリューション・プロバイダーが比類なき規模で一堂に

会し、重大な課題に取り組み、確信を持って意思決定を下し、リーダーとしてこれまで以上のインパク

トを及ぼすための新たなアプローチを模索することができます。

 

）～11 月 2 日（木

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

em.jp/symposium/index.html

ソリューション・プロバイダー・セッション

 

倍増↑の事例から学ぶ～

本社営業本部 

ソリューションについてご紹介します。

セールスマネージャー

生産労働人口減少や長時間労働常態化などの課題を抱える日本社会において、

が企業の抱える課題をどのように解決するか、事例も交えて紹介いたします。

この機会に皆様のご来臨をお待ちしております。 

Gartner Symposium/ITxpo 2017

ソリューション・プロバイダー・セッションで「『IT』で実現する真の『働き方改革』

倍増↑の事例から学ぶ～」をテーマに講演

                            

営業課題解決サービスを提供するソフトブレーン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：

ジャパン株式会社が 2017

」に出展いたします。

とビジネスを形成する最新トレンドを捉えるための戦略

的な視点を得ることができるシンポジウムです。ガートナー社のアナリスト

及び企業のリーダー、ソリューション・プロバイダーが比類なき規模で一堂に

会し、重大な課題に取り組み、確信を持って意思決定を下し、リーダーとしてこれまで以上のインパク

トを及ぼすための新たなアプローチを模索することができます。 

日（木）  

国際館パミール（東京都港区高輪

em.jp/symposium/index.html 

ソリューション・プロバイダー・セッション

倍増↑の事例から学ぶ～ 

ソリューションについてご紹介します。 

セールスマネージャーRemix Cloud

生産労働人口減少や長時間労働常態化などの課題を抱える日本社会において、

が企業の抱える課題をどのように解決するか、事例も交えて紹介いたします。

Gartner Symposium/ITxpo 2017（10 月 31

』で実現する真の『働き方改革』

倍増↑の事例から学ぶ～」をテーマに講演

                              20

ソフトブレーン株式会社

営業課題解決サービスを提供するソフトブレーン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：

2017 年 10 月

」に出展いたします。 

とビジネスを形成する最新トレンドを捉えるための戦略

的な視点を得ることができるシンポジウムです。ガートナー社のアナリスト/コンサルタント、インダスト

及び企業のリーダー、ソリューション・プロバイダーが比類なき規模で一堂に

会し、重大な課題に取り組み、確信を持って意思決定を下し、リーダーとしてこれまで以上のインパク

東京都港区高輪

ソリューション・プロバイダー・セッションで以下のテーマの

 

Remix Cloud」 

生産労働人口減少や長時間労働常態化などの課題を抱える日本社会において、

が企業の抱える課題をどのように解決するか、事例も交えて紹介いたします。

31 日～11 月

』で実現する真の『働き方改革』 ～残業

倍増↑の事例から学ぶ～」をテーマに講演 

2017 年 10 月 20

ソフトブレーン株式会社

営業課題解決サービスを提供するソフトブレーン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：

月 31 日～11

とビジネスを形成する最新トレンドを捉えるための戦略

コンサルタント、インダスト

及び企業のリーダー、ソリューション・プロバイダーが比類なき規模で一堂に

会し、重大な課題に取り組み、確信を持って意思決定を下し、リーダーとしてこれまで以上のインパク

東京都港区高輪 3-13-1） 

以下のテーマの

生産労働人口減少や長時間労働常態化などの課題を抱える日本社会において、eセールスマネージ

が企業の抱える課題をどのように解決するか、事例も交えて紹介いたします。

月 2 日）に出展

～残業 30％減↓

 

20 日 

ソフトブレーン株式会社 

営業課題解決サービスを提供するソフトブレーン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：

11 月 2 日

とビジネスを形成する最新トレンドを捉えるための戦略

コンサルタント、インダスト

及び企業のリーダー、ソリューション・プロバイダーが比類なき規模で一堂に

会し、重大な課題に取り組み、確信を持って意思決定を下し、リーダーとしてこれまで以上のインパク

 

以下のテーマの講演

セールスマネージ

が企業の抱える課題をどのように解決するか、事例も交えて紹介いたします。是非

日）に出展 

％減↓



 

 

【出展スペース

 

*株式会社ネオマーケティング調べ：

員、会社員・団体職員

※記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

【ソフトブレーン株式会社

会社名

所在地

        

代表者

設 立

事業内容

URL

 

【本ニュースリリースに関するお問合せ先】

■ソフトブレーン株式会社

広報担当

【現】TEL

【新 11

e-mail：

 

【出展スペース】 

株式会社ネオマーケティング調べ：

員、会社員・団体職員

記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

【ソフトブレーン株式会社

会社名 ： ソフトブレーン株式会社（東証一部：

所在地 ： 【現】

        【新

代表者 ： 代表取締役社長

立 ： 1992

事業内容 ： 営業課題解決事業

 ： http://www.softbrain.co.jp/

【本ニュースリリースに関するお問合せ先】

■ソフトブレーン株式会社

広報担当 具志堅 

TEL：03-6880-

11 月 6 日～】TEL

：press@softbrain.co.jp

株式会社ネオマーケティング調べ：

員、会社員・団体職員(派遣社員、契約社員含む

記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

【ソフトブレーン株式会社 会社概要】

ソフトブレーン株式会社（東証一部：

【現】東京都中央区八重洲

【新 11 月 6 日～】東京都中央区

代表取締役社長

1992 年 6 月 17

営業課題解決事業

http://www.softbrain.co.jp/

【本ニュースリリースに関するお問合せ先】

■ソフトブレーン株式会社 

 

-2600 FAX：

TEL：03-6880

press@softbrain.co.jp 

株式会社ネオマーケティング調べ：2017 年

派遣社員、契約社員含む

記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

会社概要】 

ソフトブレーン株式会社（東証一部：

東京都中央区八重洲 2

日～】東京都中央区

代表取締役社長 豊田浩文 

17 日 

営業課題解決事業 

http://www.softbrain.co.jp/ 

【本ニュースリリースに関するお問合せ先】 

：03-6880-2601

6880-9500 TEL：

年 4 月 全国 20

派遣社員、契約社員含む)／CRM/SFA

記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

 

ソフトブレーン株式会社（東証一部：4779）

2-3-1 住友信託銀行八重洲ビル

日～】東京都中央区日本橋 1

 

 

 

2601 

：03-6880-9501

20～50 代の男女／会社経営者・役員・団体役

CRM/SFAの利用者／

記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

） 

住友信託銀行八重洲ビル

1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング

9501 

 

代の男女／会社経営者・役員・団体役

の利用者／400 名／

記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 

住友信託銀行八重洲ビル 9F 

日本橋一丁目三井ビルディング

代の男女／会社経営者・役員・団体役

名／Webアンケート

 

日本橋一丁目三井ビルディング

 

代の男女／会社経営者・役員・団体役

アンケート 

日本橋一丁目三井ビルディング 19 階 


