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SuperStream-NX に自社の運用を合わせていくことで
業務改善の契機となった

朝日電装株式会社
AS/400 の運用保守にかかるシステム部門のリソースを開放
業務効率化に大きく貢献する SuperStream-NX
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する手間がありましたが、今ではシステム内です

「現状予算管理は行っていますが、例えば二輪など

ぐに情報が確認でき、報告も迅速です。業務効率
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