
IoTでつなぐ！
工場IoTに最適なプラットフォーム実現とIoTの導入推進に向けて
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デンソーウェーブ概要①

デンソーとデンソーウェーブ

パワートレインやカーエアコンなどの自動車部品メーカー、デンソー。そのモノづくり現場の「自動化」を、産業用ロボットや工場・倉庫内
の部品・製品管理用バーコードリーダーの内製によって支えていた部門が2001年に独立、デンソーウェーブは誕生しました。

自動車関連事業

産業機器事業
自動認識事業・制御システム事業

産業用ロボット事業
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デンソーウェーブ概要②
私たちはメーカーであり、ユーザーでもあります。デンソーの生産現場をサポートし、使用実績を製品開発にフィードバック。
その循環が、高性能、高品質な製品開発に活かされています。

実績の蓄積と改良

生活関連機器自動車関連 新事業
パワトレイン・電子機器・
熱機器・情報安全・小型モータ

家庭用ヒートポンプ給湯機・全館空調 セキュリティ・ヘルスケア・バイオ・
農業支援・コールドチェーン等

制御機器事業（QR Code® 含む） 産業用ロボット事業
AUTO-ID事業
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デンソーウェーブ概要③

2001年10月

愛知県知多郡阿久比町

4億9,500万円

株式会社デンソー 75%
豊田通商株式会社 15% 
株式会社トッパンインフォメディア 10% 

自動認識製品 / 産業用ロボット / プログラマブルコントローラ等の機器や
システムの開発・製造・販売

相良 隆義

406億円 （2020年4月1日～2021年3月31日）

1,282名 （2021年3月31日現在）

愛知 （本社） / 東京 （支社） / 宮城 / 愛知 / 静岡 /大阪 / 広島 / 福岡 / 
長崎
北米 / 欧州 / 東南アジア / 中国 / 台湾 / 韓国 / 豪州 他

設立
本社
資本金
出資比率

主な事業

代表取締役社長

売上高

従業員数

国内拠点

海外拠点
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１．IoTに最適な“つなぐプラットフォーム”

２．IoT導入の取組み

３．製品紹介

１．IoTに最適な“つなぐプラットフォーム”

２．IoT導入の取組み

３．製品紹介
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DXの要素の一つであるIoT
Smart Manufacturing Ecosystem with Three Dimensions (NIST) ※アメリカ国立標準技術研究所

ビジネス

製品

SIEMENS社の統合CAD

マスカスタマイゼーション
独Nobilia社のキッチン

サービスセンタ

外出先

データセンタ 顧客工場

工作機械の監視メンテサービス

ＧＥ 顧客企業

モノの販売からコトのサービスへ

モノづくりのIoT

生産

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjT9pmZruHPAhXHgVQKHfrfChcQjRwIBw&url=http://www.ko-sakukikai.com/lathe/mori/CL-253.html&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNFVh1nwogHNLubHVu-rPtjZ12FW9Q&ust=1476777129311979
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tfz_ruHPAhUrrVQKHcslClUQjRwIBw&url=http://blogs.yahoo.co.jp/misaki_minibus/3762506.html&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNEcMGbiDzK7bg0P-Z3Yjk0QFi7FrQ&ust=1476777449349250
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IoTによる世界的な製造業の改革

日本と欧米のアプローチには、少し違いが存在

自律的なものづくりを実現する「スマート工場」

ITの活用･進展

データ収集技術

センシング

データ解析技術

シミュレーション

人工知能（AI）

データ処理技術
クラウド

エッジコンピューティング

データ通信技術

機器間高速通信

顧客ニーズ多様化による世界の製造業におけるトレンド

生産性向上
トータルコスト削減

製造品質向上
変種変量生産

Industrie 4.0
Connected Industries

IIC
中国製造2025

Industrie 4.0 (2011年提唱)
ネットワークを介して工場内外のモノ・サービスを連携させ、新たな付加価値を創出
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デンソーの工場IoTのケース

IoTを活用して

生産性を30％改善する！

15万台

新旧、機種、汎用とカスタム等が
混在してI/Fがばらばら

つないでデータを収集

・・・・・・

1 工場まるごとデジタル化 予兆検知2

A

PD

設備状態モニタリング

設備故障・不良発生を
未然検知、アラーム通知

対策案をダイナミックに検証

デジタル工場

類似ラインと比較・展開

C
つなぐ

見える化
「現地・現物」

分析
「なぜそうなる？」

カイゼン
「こう変えれば良くなる」

展開
「グローバル共創」

対策案シミュレーション34 技能のグローバル共有

IoTを活用して継続的なカイゼン活動を積み重ねる

継続的なカイゼン活動に最適な“つなぐ”の実現が、工場IoT実現のポイント
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カイゼンの継続に最適な“つなぐ”とは？

小さく始めて大きく育てる

レベル１
データの収集・蓄積 データによる分析・予測

レベル２
データによる制御・最適化

レベル３

リアルタイム情報
データ見える化

正常／異常判断
異常兆候アラーム

未来予知・予測
（故障予測、需要予測、不良予測、異常原因予測等）

自律制御・生産の最適化・予防保全の最適化等

設備稼働
状況

※経産省が提唱するIoTのレベル

設備稼働
状況

設備停止
分析

DB

製造記録
生産状況

設備稼働
状況

設備停止
分析

設備異常
兆候検知

現場見える化
アプリ

現場分析
ツール

品質状況
製造記録

生産状況

設備稼働
状況

設備停止
分析

設備異常
兆候検知

生産阻害要
因分析

設備故障
予知

AI管理 AI管理

品質状況
製造記録

生産状況

設備稼働
状況

設備停止
分析

設備異常
兆候検知

生産阻害要
因分析

設備故障
予知

不良原因
分析

最適生産計
画立案

保守計画
立案

計画現場の
見える化・分析

カイゼンによる成長を制限しない“つなぐプラットフォーム”が必要
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カイゼンの継続に必要な「つなぐプラットフォーム」の要件

＜つなぐに起因するカイゼン活動の課題＞

設備改造手間

プログラミング
追加必要

設備がつながらない

アプリにつながらない

大量プログラミング
資料の理解手間大量データの管理

が手間

メンテナンス困難

セキュリティが心配

① 必要なデバイスは全てつなぐ！
「つながるものだけつなぐ」は、カイゼン活動を妨げる！

② 最適なアプリが選択出来る！
適材適所でアプリの変更・追加が容易であるべき！

⑤ OT側のセキュリティを担保可能！
OT側機器のセキュリティを担保し安心してITとOTを接続！

③ データの整理・整頓が出来る！
アプリ側にムダなデータを蓄積し余計な処理をさせては、ダメ！

④誰もが使えるツール！
簡単に覚えて使える＆全体が理解し易い設定ツールが必要！

単につなぐだけでは、不十分
つなぐ＋αの要件を満足する“つなぐプラットフォーム”が必要
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IoTのアーキテクチャとつなぐプラットフォームの関係

ITとOT間の

接続時の課題

膨大な生データの蓄積でデメリットも増大

OTのセキュリティ対策は大丈夫か？
※PLCが攻撃された事例有

ITとOTのI/Fが異なる
※デンソー事例) 約500種のプロトコル存在

IoT Application Platform 

つなぐプラットフォーム
＜IoT Data Management Platform＞

DB

IoT ApplicationIT

OT

ITとOTをつなぐ最適解は？

ITとOTは、“つなぐプラットフォーム”で課題に対処してつなぐべき
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アプリケーション連携に “つなぐプラットフォーム”が必要な理由

業界標準プロトコル
+

アプリの標準プロトコル

IoT Data Management Platform

専用 IoT アプリケーション・プラットフォーム 汎用BIツール

エッジ, フォグレベル

オープンミドルウェア

IoT Application

Legacy Custom Application
(SCADA, MES)

Edge/Fog/Server/Cloud

Custom Application

（VB, C/C++/C#, JAVA, 他）

DB

CSV

Google Data Portal

Bosch IoT Suite

DDE

COM

汎用 IoT アプリケーション・プラットフォーム

Google Cloud

AWS

IBM Cloud

IVI

ORACLE CLOUD

IT Application
(IoT Application Platform-less

Application package)

RDB, CSV, Mail, …

ORACLE

OSIsoft

MySQL

PostgreSQL

Yellowfin

QlikView

用途別に複数のアプリを共存させる場合に“つなぐプラットフォーム”が有効
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“つなぐプラットフォーム”採用のメリットとは？

第3世代：プラットフォーム型

IoT Application

CSV,
RDB等

IO/Field Bus/Field Network
＋拡張可能なメーカ固有プロトコル

アンドン等

つなぐプラットフォーム

第1世代：統合PLC型

第2世代：OPCサーバ型

統合PLC

CSV,RDB等

IoT Application

IO/Field Bus/Field Network

IoT Application

IO/Field Bus/Field Network
＋限定的なメーカ固有プロトコル

OPC GW

機能不十分な点が存在

【機能②】
リアルタイム＆ヒストリカル

【機能④】
エッジで判断

【機能⑥】
詳細データ取得

【機能①】
アプリに最適な接続

【機能③】
エッジでデータ加工

【機能⑤】
サイバー攻撃から守る

様々な課題への柔軟な対処能力を有する“つなぐプラットフォーム”が最適
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１．IoTに最適な“つなぐプラットフォーム”

２．IoT導入の取組み

３．製品紹介
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IoT導入の進め方

【市場で多い声】

◇ 費用対効果が見えない
◇ 何から始めれば良いのか分からない

IoTは、見える化によって課題を的確に捉えてカイゼン効果を積み上げていく

効果が事前に分かりにくい

小さく始めて大きく育てていくスタイルで導入推進するケースが多い
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□つなぐプラットフォーム採用のメリット
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個別開発を排除
お困り事

DB

・・・

I/F I/F I/F I/F

設備をつなぐためのI/F開発が続く

I/F開発必要 ⇒ 開発費増大

PLCにつながらない設備が多数存在する

“つなぐ”開発から解放されてアプリ開発に集中

最小限の追加コストで効率的につないでアプリ開発に集中！

DB

OPC-UA,MQTT,・・・・・

I/F

アプリの開発に専念
⇨ どんどんカイゼンにチャレンジできる

個別I/Fの開発排除

全ての設備を集約してつなぐ
IoT Data Management 
Platform

アプリ開発に集中できない
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総導入コスト（備品費＋設計費＋作業費）を削減可能

総導入コストの低減
お困り事 接続用PLCの台数増えて総導入コストUP！

DB

PLC

設備

処理能力の制限
⇨設備1台にPLC1台必要

プログラミング増加

複数工程のデータを1台で処理して総導入コストを低減！

DB

（工程A） （工程B） （工程C）

ラインA

IoT Data Management 
Platform

複数台の設備を1台で処理可能
ノンプログラミング設計
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つなぐプラットフォーム導入事例・効果

発生の瞬間を捉え効果的な打ち手を見つける

□Situation

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
従来は、電子カンバンの流れを追った進捗管理中心
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不良発生を未然防止し、工程内品質と設備稼働率を向上

ロボットの動作状態監視と組付け不良検知
お困り事 組付け不良の真因に容易にたどり着けずライン停止が長引く

良品 不良 不良

突然組付け不良が多発し始める＜ロボットで製品組付けを自動化＞

カンコツ対応で復旧に時間かかる

異常兆候を事前に掴んで工程内不良の発生を未然防止！
（見える化で問題把握） （課題を明確にして対処する）

負荷が、アームにかかっている

上ケースと下ケースが干渉
ケースA

ケースB

（効果確認）

各軸モータの負荷
電流値を見える化 モータ負荷電流

の上昇をキャッチ

（発生原因）
部品トレーの微妙な位置ずれ

IoT Data Management 
Platform
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設備制御用データを監視して不良原因を迅速かつ高精度に追求

迅速な不具合原因把握による品質向上
お困り事

良品 良品 不良

ワークのフラッシュ
発生

外付けセンサ追加 ⇒ 測定値と実動作にズレ

カンコツ対策の繰り返し
で時間かかる

ダイカストの不良に対してカンコツで対策するも改善進まず！

設備の生データの見える化と分析で真因を特定！

DBに蓄積

50項目以上

分析アプリを採用

アルミダイカストマシン

良品 不良
ワークのフラッシュ発生

IoT Data Management 
Platform

設備制御に使われる
センサのデータ取得 制御用データで相関関係

を正確に追跡

対策前後を同一条件で比較
⇨ 効果の正しい検証を実施
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つなぐプラットフォーム導入事例・効果

あらゆる機器の状態を把握しオペレーションを最適化する

□Availavility

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
従来は、電子カンバンの流れを追った進捗管理中心
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豊富な情報表示とタイムリーな画面改造でカイゼン活動につなぐ

現場で扱える柔軟に進化可能な見える化
お困り事 アンドンの表示情報が少なく、タイムリーに画面の修正や追加が出来ない

PLC

XX工程

目標 1200
実績 805
良品 88％

タクトタイム 10秒

XX工程情報量が少なく、カイゼンにつながらない 業者に依頼するため、タイムリーに画面変更出来ない

情報量多く、自分達で柔軟に画面の追加・変更が出来る見える化へ移行！
実装段階(展開)試行段階(PoC)

大画面
モニタ

画面の追加・修正

自分達で画面の
追加や変更を実施

IoT Data Management 
Platform

IoT Data Management 
Platform

機器の増設や改造に短時間で対応

表示する情報量が多く
カイゼンにつながり易い
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リアルタイムで状況把握し、作業効率向上と設備稼働率向上（90％台へ）を実現

試験装置の管理工数削減と稼働率向上
お困り事 試験機予約は常に100％だが、実稼働率は60％以下！

恒温恒湿槽A 恒温恒湿槽B

稼働中/終了？ 故障発生？ 巡回時に故障に気付き対処遅れ発生
巡回時に情報把握
⇨ 稼働率上がらない

リモート監視で巡回時間削減と迅速な対応で稼働率向上！

遠隔で状況を確認

自席で試験終了を確認！

試験終了等イベント
をメールで通知

設備異常をタイムリーに把握！

IoT Data Management 
Platform

・・・・・・・

・・・・・・・
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設備停止理由を正確に把握し、的確な対策で設備総合効率を向上

設備総合効率の向上
お困り事 特定設備の停止が頻発してラインの生産性が上がらない！

（時間）

停止頻繁に停止するが、何から手を付けれ
ば良いか分からない

データが不足して停止理由が不明

手書きの記録 止まった時間と復帰した時間しか分からない

設備A

停止理由を層別して把握し、稼働率を落としている課題を明確にする

QRコード
シート

電源立上げ
チョコ停
休憩
清掃中
保全中
段取り替え
設備異常

設備Aの7大ロス見える化

チョコ停１
(ワーク脱落）

チョコ停２
（加工精度外れ）

計画停止
段取り

刃具交換 立上り
速度低下不良手直し

対策検討

情報集計

稼働中
エラー
停止中

停止理由をコード
を選んで入力

設備の状態情報を収集

停止理由とその影響度を
正確に把握

第一優先
課題

設備とQRコードの
情報を結び付けて
見える化

IoT Data Management 
Platform
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故障の前兆を捉えて、事前に保守を行ってライン停止につながる突然の故障を回避

プレス機故障の事前予測
お困り事 突然故障することで修理に時間かかりライン再稼働のための調整に労力かかる

設備破損 外から見ても疲労具合が分からない

壊れると設備のやり繰り（生産計画
の見直し）で多大な労力がかかる

大型設備はすぐに修理出来ない
予備部品の保管も困難

設備に追加したセンサのデータを自動収集して分析し故障発生を事前予測！

圧力センサ追加

IoT Data Management 
Platform

故障率の高い油圧ダンパ
の圧力を監視

ダンパの圧力変化を見える化

⇒ ダンパオイルの漏れを検出

予備部品の確保が不要
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つなぐプラットフォーム導入事例・効果

より効率的な品質関連業務を確立する

□Quality

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
従来は、電子カンバンの流れを追った進捗管理中心
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正確な履歴管理にて問題への迅速な対処を実現可能

正確な製造履歴管理（トレーサビリティ）
お困り事 設備の時計の誤差で前後のデータがひっくり返る！

DB

時間：10：00
時間：10：05

時間：10：03

（工程１） （工程2） （工程3） 設備の時計は、ずれてもそのまま

データの前後関係が入れ替わる

蓄積したデータの活用が出来ないことに後で気付く

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ
製造ロット：＊＊＊
ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo

IoT Data Management Platform
型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ
製造ロット：＊＊＊
ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo
部品：A---oooo
部品：B---sssss

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ
製造ロット：＊＊＊
ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo
部品：S-0001
部品：L-000100

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ
製造ロット：＊＊＊
ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo

DB
型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ
製造ロット：＊＊＊
ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo
年月日：20190424
時間：09:15:00
工程：受入れ

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ
製造ロット：＊＊＊
ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo
年月日：20190425
時間：09:00:00
工程：実装
部品：・・・

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ
製造ロット：＊＊＊
ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo
年月日：20190426
時間：10:30:00
工程：組立
部品：・・・

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ
製造ロット：＊＊＊
ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo
年月日：20190426
時間：11:00:00
工程：梱包

部品A
部品B

部品C

部品U

部品L

部品実装機 組立ロボット

実装機データ

ロボットデータ

・・・・・・・20190426103000
・・・・・・・20190426103100
・・・・・・・20190426103200

・・・・・・・20190424091500
・・・・・・・20190424091515
・・・・・・・20190424091530

＜受入れ検査＞ ＜部品実装＞ ＜製品組立＞ ＜梱包＞

Platformでタイムスタンプ
付与

全工程のデータを同一の時計で管理

正確な時系列管理を実現！
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劣化の見える化と自動分析で故障の未然防止をばらつきなく実現

搬送用システムの予防保全ばらつき防止
お困り事 作業者のカンコツのばらつきで故障の未然防止もばらつく！

モーター

ローラー

ベルト
モーター故障で停止

ローラー摩耗でベルトが滑り停止 部品交換のタイミングが、人に依存してばらつく
・早すぎて交換回数増加
・遅すぎてライン停止

作業者間のばらつきを排除して最適な予防保全を実現！

電流センサ

距離センサ

IoT Data Management 
Platform

ローラー摩耗状況を見える化 交換時期を自動で推測

モータ電流値異常を見える化



29/10DENSO WAVE INCORPORATED 29/38

つなぐプラットフォーム導入事例・効果

人・モノ・機器の位置や動きを捉えムリ・ムダ・ムラを解消する

□Location

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
従来は、電子カンバンの流れを追った進捗管理中心
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データの自動集計で異常発生報告の時間を大幅に削減し、働き方改革を実現

設備不具合報告書の作成時間削減
お困り事 異常処置内容を手書き記録して作業効率低下！

＜紙のチェックリスト作成＞駆けつけ
PCに入力する手間発生

記録に手間かかる

設備停止
発生

＜PCで報告書作成＞
集計

入力ミスの懸念有

異常状況の記録から報告書作成までの時間を1/4に短縮！

手入力・集計停止記録
（手書き） 集計内容確認 報告書

作成

作業者 監督者

報告
確認

作業時間

設備から直接データ
を収集
・異常内容
・各種センサ値
・・・・・・

データを自動集計

報告書を自動作成

作業時間を大幅削減IoT Data Management 
Platform

自動作成アプリを採用

節約した時間で付加価値創出や残業低減へ
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製造情報と人の情報をリアルタイムに紐づけて履歴管理や業務改善を効率化

生産状況と作業者を紐づけ
お困り事

情報が少なく業務カイゼンに
つなぎ難い

紙の記録でリアルタイムの管理不可

設備情報と人の紐づけに手間かかる

各作業者の作業状況をリアルタイムに把握出来ない！

ヒトの作業場所情報を自動収集し、履歴管理の強化や業務カイゼンへつなぐ！

DB

担当A 担当B 担当C

工程A 工程B 工程C

QRコードで作業者情報を自動収集

工程A

担当
000-xxx-001

品番 開始時間 終了時間 台数
A 09：00 10:15 150

000-xxx-025A 10：20 11:30 120

000-xxx-050A 11：40 12:00 40
工程B

担当
000-xxx-012

品番 開始時間 終了時間 台数
B 09：00 10:00 120

000-xxx-033B 10：05 11:00 100

000-xxx-055B 11：00 12:00 140
工程C

担当
000-xxx-101

品番 開始時間 終了時間 台数
C 09：00 09:50 140

000-xxx-122C 09：55 10:30 90

000-xxx-140C 10：40 11:20 120

工程A 担当A

工程B 担当B

工程C 担当C

工程D 担当F

工程E 担当G

工程F 担当H

収集した稼働データと人の
情報を自動集計

担当者の作業場所を
リアルタイムで見える化

IoT Data Management 
Platform
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設備別に電力消費の状況を把握し、ピーク発生原因を正確に把握して削減

ピーク電力の削減（カーボンニュートラル）

ピーク電力の発生原因を究明しピーク削減！
結果確認

効果を確認
⇨不足していれば次の課題

の解決に取組む

ピーク電力の低減に成功

見える化で問題把握

設備別ピーク電力の見える化
⇨設備Bのピーク電力が大きい

設備A
設備B

課題を明確にする

ピーク発生原因を究明して
ピーク電力を下げれば良い

設備のデータを見て課題解決へ

あらゆる動作環境における設備
の消費電力を見える化
⇨ ピーク発生するタイミングを

見極める
どういう動作の時にピーク発生する
のかを突き止める
⇨ ピークが出ない動作の仕方に

変更

設備C

ずっと電力消費多い訳では無い
⇨ あるタイミングにピーク発生

電流センサ電力監視ユニット

中間機器
経由

直接

ピーク減少

IoT Data Management 
Platform



33/10DENSO WAVE INCORPORATED 33/38

１．IoTに最適な“つなぐプラットフォーム”

２．IoT導入の取組み

３．製品紹介
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工場IoTに適合するつなぐ・見える製品

５つの基本機能を提供

設備とアプリを簡単につなぐ！

IoT Data Share
ソフトウェア製品

「プログラムレス」で「つなぐ」と「見る」を提供！

通知 公開

収集 加工 保存

つなぐ

簡単に現場の見える化

IoT Data View 見える

ソフトウェア製品

“つなぐプラットフォーム”の
機能を提供

※セキュリティ対策：

・ホワイトリスト方式

・アプリ追加書込み禁止

IoT Data Server

ハードウェア製品
「つなぐ」・「見える」・「セキュリティ」を

オールインワンで提供

つなぐ＆見える

Edge-AT Field-B
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デンソーウェーブのIoT製品で何が出来そうなのか？

＜例：生産性向上＞ 少なくとも既存ライン並みに
生産性を引き上げたい

既存

新設

92％

63％

問題：
新設ラインの生産性が上がらない

（見える化で問題把握）

ラインの稼働状況確認

（課題を明確にする）

設備Aの7大ロス見える化

（設備データを見て課題解決へ）

設備内のデータを確認
⇨ チョコ停の要因を抽出

デンソーウェーブのIoT製品で対応可能

小さく始めて徐々に活用範囲を広げる際の「つなぐ」と「見える」に最適

チョコ停１
(ワーク脱落）チョコ停２

（加工精度外れ）

計画停止
段取り

刃具交換立上り
不良手直し
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つなぐプラットフォームで様々なアプリを統一的な方法で実現

入力デバイス

見える化

DB連携

＜働き方改革＞

＜カーボンニュートラル＞

＜設備総合効率向上＞

＜正確なトレーサビリティ＞

＜ライン稼働状態の把握＞

＜工程内不良の低減＞

＜設備のリモート監視＞

＜OT側セキュリティ対策＞

“つなぐプラットフォーム”で多様なアプリケーション導入の効率化が可能
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お問合せ先について

Webサイト https://www.denso-wave.com/ja/system/iot/contact/inquiry/

お問合せ内容に
「HEPTフォーラム」の
文字をご記入ください。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【お問合せ先について】お問合せは弊社Webサイトにて受け付けております。その際、お問合せ内容の欄に「HEPTフォーラム」の文字をご記入ください。
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ご清聴ありがとうございました
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