EXPLANNER/Ai 導入事例

株式会社丸美屋フーズ 様
ロット管理 /トレース体制を短期間で実現。
データ活用支援機能を売上拡大に活かす
業務向け加工食品を製造・販売する株式会社丸美屋フーズ様。同社ではシステム老朽化をきっかけに、将来を見据えた
基幹業務システムを構築するために、NECのERPソリューション「EXPLANNER/Ai」を導入しました。
その結果、主な目的であるトレーサビリティ体制を短期間で実現。さらには全社的な情報共有・活用や、戦略的なデータ
活用にも貢献するものと見込んでいます。
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