SuperStream Case Study

SuperStream-NX の機能と既存業務とのフィット率が高く
これならうまく業務を組み立てられると判断しました

株式会社バローホールディングス
グループ会社間連携を深め、目指すは「製造小売業」
サプライチェーン全体をカバーする業務基盤を構築
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