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ワークショップの様子

株式会社ニチレイフレッシュ
本
社 東京都中央区築地6-19-20 ニチレイ東銀座ビル
創
立 2005年1月5日
資 本 金 8,000百万円
従 業 員 数 723名
（2014年3月時点/連結）
事 業 内 容 水産事業、
畜産事業、
プロセスセンター事業、
水産加工品事業、
畜産加工品事業、
海外輸出入事業

的達成を阻害する業務上の問題点の
整理」
「問題を解決する本質的な課題
の設定/課題解決の方向性の検討」
「課題解決策の検討」を骨子とした計4
回のWSを実施しました。

変革に向けた
モチベーションを醸成
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伊東 宏泰 氏
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ね と、
共有感やモチベーションが高ま
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新し
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用により、
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するなど、
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環境が少しずつ整備されてきました。
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援し、
ステークホルダー全員の同意と納
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た、
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得による付加価値の高いシステム構築
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お問い合わせ先

（株）
日立製作所 エンタープライズソリューション営業統括本部
産業第一営業本部 生活産業システム営業部
TEL（03）5471-2172

■ 情報提供サイト
http://www.hitachi.co.jp/design/ﬁeld/solution/ex̲approach̲01/
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