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管システムを導入した︒
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ス化し︑電話がつながり

話交渉記録をデータベー
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率化︑スパム処理の作業

町田商工会議所
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施︑全社への本格導入を

することで︑これまでの
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サーバーにデータを分散

格なサービス利用が可能

保管する︒

充実を図る︒

クラウドコ環境を利用

約している︒汎用Ｗｅｂシ
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した被災者支援システムは
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臨時サポートセンターに

をダウンロードすることが

兵庫県西宮市で開発された

を受けることができる︒

ポートセンター﹂からイン

もので︑阪神淡路大震災に

なっている︒

被災者支援システムは︑
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