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グ﹂で、﹁モバイル・テ

％以上の企業でＩＴ活用
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・９％、﹁生産

に役立てる仕組みの強

をあげた企業が、６・７
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るＩＴ（情報技術）の位

％ と、 前
それによると、７割以

を表彰している。今年度は、
グ

車（ＥＶ）﹁リーフ﹂に搭載し

ンボトルのラベルやＰＯＰ、
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ユーザー企業のＩＴ投資予算の増減
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