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代表取締役社⻑：久保
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業を表彰する

■ 進化系
「GRANDIT

大成した進化系
経費といった基幹業務に加え、
ンパニー機能などの全ての機能を統合。マルチブラウザやクラウド、
サポートすることにより、ビジネス環境の変化に対応しビジネスの可能性を拡げることで、日本企
業の成⻑を⽀えます。
詳細はこちら

■ インフォセンス
インフォセンスは、「基幹」「ロジスティクス」「インフラ」のトリプルフォーカスから生まれる
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た
＜会社概要＞
・

・

・

・

 

PressRelease

株式会社
TEL：03

企業価値を高める IT

代表取締役社⻑：久保
表取締役社⻑：⽯川研⼀、以下
業を表彰する『GRANDIT AWARD 201

進化系 ERP「
GRANDIT」は、コンソーシアム方式により業界を代表する

大成した進化系
経費といった基幹業務に加え、
ンパニー機能などの全ての機能を統合。マルチブラウザやクラウド、
サポートすることにより、ビジネス環境の変化に対応しビジネスの可能性を拡げることで、日本企
業の成⻑を⽀えます。
詳細はこちら 

インフォセンス
インフォセンスは、「基幹」「ロジスティクス」「インフラ」のトリプルフォーカスから生まれる
ソリューションによって、お客様の企業価値を高める
た GRANDIT 導入経験とノウハウをもとに、短納期で高品質なシステム導入を
＜会社概要＞ 

・ 商 号 

・ 住 所 

・ 代表者 

・ U R L 

PressRelease

GRANDIT AWARD 201
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03-3536-3439,  FAX
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代表取締役社⻑：久保 満、以下インフォセンス
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「GRANDIT」について
」は、コンソーシアム方式により業界を代表する

大成した進化系 ERP です。経理、債権、債務、販売、調達・在庫、製造、⼈事、給与、資産管理、
経費といった基幹業務に加え、
ンパニー機能などの全ての機能を統合。マルチブラウザやクラウド、
サポートすることにより、ビジネス環境の変化に対応しビジネスの可能性を拡げることで、日本企
業の成⻑を⽀えます。 
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《 本件に関するお問い合わせ
インフォセンス

3439,  FAX：03-

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、
、以下インフォセンス

GRANDIT 社）が、
GRANDIT AWARD 2017』にて『

『GRANDIT AWARD

たプライムパートナー
ものです。
インフォセンス
献したビジネス
を２年連続で

※1. プライムパートナー
ＧＲＡＮＤＩＴコンソーシアムメンバー企業。
※2. ビジネスパートナー
コンソーシアムメンバーと協⼒して

 

」について 

」は、コンソーシアム方式により業界を代表する
です。経理、債権、債務、販売、調達・在庫、製造、⼈事、給与、資産管理、

経費といった基幹業務に加え、BI、EC、ワークフロー等を標準搭載し、多言語、多通貨、マルチカ
ンパニー機能などの全ての機能を統合。マルチブラウザやクラウド、
サポートすることにより、ビジネス環境の変化に対応しビジネスの可能性を拡げることで、日本企
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本件に関するお問い合わせ
インフォセンス マーケティング戦略部

-3536-3486,  MAIL
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