社内を一元管理

シームレスなBPMを実現する - Jedox

企業業績管理システムとして必要な機能をオールインワンで備えている

ースシステムのデータを簡単に統合できます。

Jedoxは、企業内を横断する予算策定やプランニングおよび着地予測

独自の Jedox Excel PLUS (Excel アドイン) により、Microsoft Excel

(フォーキャスト)を合理的に行うことができます。

環境で直接作業をすることができます。

Jedoxは、すべてのデータに対し、そのデータが必要なユーザにだけア

また、Jedoxは、Excelで行うようなプランニング・分析・レポート

クセスを許可するアクセス権限の管理をすることができ、また業務に

作成と同じように直感的に行えるような Webアプリケーションと、

合わせたプランニングシステムを柔軟に構築することができますので、
プランニングを含む業務システムを望む形で実現することができます。
財務・営業・人事・業務部門・調達など部署を問わず統合された財務
デ ー タ をユーザ独自のビ ジ ネ ス ル ール 上で取り扱うことができるた

いつでも、どこでも、レポートを見ることができるモバイルアプリ
を提供しています。
インメモリDB、正確なデータ管理、セキュリティ、ワークフロー、

め、データの品質が向上、的確な分析を行うことができます。また、

監査機能を持つ Jedox は、ビジネスプロセスを最適化し、目まぐる

統合したプラットフォーム上でデータを取り扱うことで、プランニン

しく変化する要件に迅速に対応することが可能なエンタープライズ

グサイクルが半減し、報告までの時間を短縮することができます。

クラスの解決策を提供します。

IT部門の関与を必要とせずに、ERP、CRM、BIツールなどの複数のソ

予算策定サイクルの短縮 - 効率的なプランニング - 常に最新の着地予測を

仕入先評価

要員計画

調達

標準原価計算
在庫管理
予算策定・プランニング

財務予測モデル

統合された財務計画

原価管理 & 収益管理

管理レポート

連結会計

マーケティング分析
プロジェクト管理
... 他

人事

財務

他の部署

給与・手当管理
バランススコアカード

業務部

営業

S&OP Sales & Operations Planning
SCM サプライチェーンマネジメント
生産管理

販売計画
売上予測
インセンティブ報酬

Jedox で プランニング・分析・レポート作成 をする
スプレッドシートの活用・自由なカスタマイズとさまざまな設定・ビジネスルールの適用

増えすぎた
Excelファイルを
解決

テンプレート
マーケットプレイス

変換

設定

企業業績管理

開発指向プランニングプラットフォーム

作成

自由に作成

スプレッドシートをエンタープライズクラスのソリューションに変換する
未だに 86％ の企業が Excel をプランニングと報告に使用しています。 スプレッドシートは長年、使い慣れた経験と柔軟性が

あり、組織のビジネスプロセスに対応する非常に特殊なノウハウを含んでいますが、ビジネスを危険にさらす可能性もありま

す。Jedox を使用すると、Excel の持つ利便性はそのままに、使い慣れた Excel をエンタープライズクラスのシステムへとクラ
スチェンジさせることができます。Jedox は、すべてのスプレッドシートとビジネスモデルを強力な多次元インメモリDBに統
合し、さらに、さまざまな外部のシステムからデータクレンジング(データ整備)をして、Jedoxの内部にデータを統合します。
Jedox Excel PLUS (Excel アドイン) を使用すると、
! 予算を入力する

! 結果を分析する

! モデルを構築する

! レポートのフォーマット作成

といった業務を、Jedox の多次元インメモリDB に保存された『統合された唯一のデータ』を使って行うことができます。!"#$%
であればデータはそれぞれのBookの中にあり、同じはずのデータが複数存在することになりますが、Jedoxであればデータは
多次元インメモリDB内あるひとつだけとなります。

さらに Jedox は、洗練されたデータガバナンス、ビジネスルールの適用 および 監査機能 を提供します。

アプリケーション設計者のための高い柔軟性
強力な Jedox のモデリングエンジンにより、業界・企業規模・業務に合わせたプランニング、レポート作成、分析基盤を構築
できます。非常に複雑な組織、大量のデータとユーザのシナリオ、複数のステップからなるワークフローやレポート作成プロ
セスに対応できる柔軟なアプリケーションを作成できます。Jedox の多次元DBは、最新のインメモリ技術を採用し、複雑なエ
ンタープライズアプリケーションが必要とする高速な計算を実現しています。 Jedox エンジンは、メモリ上でデータにビジネ
スルールを適用することで、複雑なプランニングと強力な統計解析による予測分析を可能にし、大規模な多次元データを即時
に多次元DB に統合し、レポートを更新することができます。
機能は次のとおりです。
直感的にデータを管理できる "Jedox Modeler”により、ITエンジニアでなくてもデータ操作が容易です
データモデルの作成、階層の構築、データキューブでの結合が可能です
カスタムレポート、ダッシュボード、およびデータ入力画面の実装を容易に行うことができます
企業データソースからマスタデータをJedox Integrator（ETL）経由でデータを簡単に統合することができます
きめ細かなセキュリティ権限を定義して、機密データを保護できます
ワークフローを設定して予算プロセスを合理化することができます

Jedox モデルによるキックスタート
Jedoxは、P/L、B/S、原価管理、販売計画、人員計画など、あらかじめ用意されているテンプレート(Jedoxモデル)から使用を
始めることができます。

各モデルには、すぐに使用できるレポート、データベース、ビジネスロジックとルール、ワークフ

ロー、および統合ジョブが含まれており、必要に応じて柔軟にカスタマイズして導入することができます。 迅速なデプロイを
行うことが可能です。
ビジネスメリット:
迅速なプロジェクトの実装：ゼロからプランニングとレポートを構築する必要がありません
柔軟性：Jedox モデルはビジネスの変化する要件に容易に適応することが可能です
組織全体の計画立案者とのより良いコラボレーションによる より正確なプランニングを実施できます
テンプレートに用意されたレポート、ワークフロー、およびビジネスルールを使用して導入をシンプルにすることが可能です
いくつかのモデルを簡単に統合してスケーラビリティを目指すことができます
セルフサービスソリューション：プログラミング、外部コンサルタント、ITスペシャリストは不要です
信頼できる業界の手法を活用した信頼性の高いモデルによりプロジェクトリスクを軽減することができます

計画・分析・報告は 1つに統合されたプラットフォームで
統合された企業業績管理ソフトウェアは、信頼できるデータを提供
し、ビジネスプロセスを可視化、常時モニタリングすることで、業
務プロセスの状態把握と問題発見をあなたの会社の全員に提供する
ものです。

Jedox はそれらをすべて提供します：セルフサービスによる予算策
定、プランニングおよび予測を、統合された1つのソフトウェアプラ

財務管理、営業管理、人事管理 および 調達 まで、あらゆる部門の
どのユーザも、同じデータモデルとビジネスロジックに基づいた統
合プランとレポートを作成します。財務計画を統合し、業務プロセ

スを分析、プロセス全体を最適化するためにレポートを使って分析
します。結果、さらにデータ品質を向上させ、組織全体のプランニ
ングサイクルを大幅に短縮します。

ットフォームで、直感的な分析とBIダッシュボードを組み合わせて
提供します。

ビジネス・インテリジェンス

ビジネスパフォーマンス管理
連結会計

ダッシュボード
意思決定
支援

視覚化

レポート

シナリオ分析
プランニング & レポート

KPI

定型フィルタ

戦略計画

バランス・スコアカード

サイクル

レポート
＆
分析

販売予測

予算・実績比較

予算
&
予測

パフォーマンス分析
戦略計画
リソース効率

予算編成

コスト最適化

アドホックレポート

データ準備・加工

実績データ
&
過去データ

私たちは、スマートフォンやタブレットを
使って、どこからでもデータやレポートに
アクセスできます。』

連結予算編成

トレンド
&
予測データ

実績による修正計画
予測分析

データ統合

『 Jedox Mobile を利用することで、

ローリング予測

Jedox Web＆Mobile：シンプルで、
直感的で、いつでもアクセス可能
Jedoxは、いつでも・どこでも、プランニング・分析・レポート作成に必要な機能を備え

── ETTLIN

た、強力な Web インターフェイスと革新的なモバイルアプリを提供します。 これらのア
プリは、Excel の使い慣れたインターフェイスと使い勝手を再現し、強力なビジュアライ
ゼーション、ダッシュボード、レポート作成機能を備えています。 Web、タブレット ま
たは スマートフォン で、リッチな企業業績管理機能を提供し、分析・意思決定から次の
一手へと導きます。

迅速な導入 と 自在なスケーリング
Jedox は直感的なモデリングとプロトタイプを採用しているため、ソ

リューション開発のスピードアップと早期の具体的な価値の実証が可
能です。 アジャイル型開発手法では、システム利用と並行して開発を
行い、順にリリースするため、システムは止まりません。 プロジェク
トが完了した後、ビジネスユーザは、IT部門や外部の支援なしに、機

Jedox の多次元インメモリDB は、変化するビジネスニーズに対応し
て成長します。 いつでも新しいプランニングアプリケーションの追加

や利用ユーザの追加や変更などユーザ管理が可能で、変化するビジネ
スニーズに合わせた評価基準を素早く機能として追加し、変化に対応
していくことができます。

能を独自に修正・開発・スケールアウトすることができるくらい使い
こなすことができるようになっています。

3ヵ月未満
迅速なプロトタイプの作成、アジャイル型
開発、コーディング不要のアプリケーショ
ン開発により、Jedoxアプリケーションを
記録的なスピードで展開します。

短期導入

別部署へ

別業務へ

マーケットプレイスとモデル：
プランニングの実装を加速化

Jedox のマーケットプレイスでは、モデル ( テンプレート化し
たプランニングアプリケーションのセット )・デモ・コネクタ
など、Jedox におけるソフトウェアコンテンツのベストプラク
ティスを提供しています。テンプレート化されたアプリケーシ
ョンモデルをベースに、個々のビジネスニーズに合わせてカス
タマイズして利用することができ、ゼロからの構築よりも早く
導入することが可能です。 Jedox社とそのパートナー企業は、
Jedox導入ユーザに以下のような業務モデルをパッケージ化し
提供しています。

HRモデル：Jedox HRは、直感的な分析によって

損益モデル：Jedox P/L は、お客さまのビジネス

要員計画をし、能力・コスト・生産性を最適化

に対する財務的な洞察を提供し、統合された意

するためのキックスタートモデルを提供します。

思決定の確固たる基盤となります。

売上計画モデル：販売実績を 360度・リアルタイ

コストセンターモデル：すべての部門からのプラ

ムで可視化し、売上の予算・予測・販売計画の

ンニングに必要なコストデータを取得し、使い

立案を簡素化します。

やすいツールで一貫性を確保します。

バランスシートモデル：財務諸表の貸借対照表

キャッシュフロー・モデル は、現金収支を緻密

を作成し、Jedox 損益モデル の 利益剰余金 を統

に管理することができ、P/L および B/S に直接

合します。

プロジェクト会計モデル：さまざまな通貨の収
支、支払い税額、並行したプロジェクトごとの
収支管理から企業の貸借対照表を予測します。

リンクして自動的に計算します。

パートナーモデル：
200社を超える Jedox パートナーは それぞれの専門知
識から、得意とする業界・ビジネス上の課題 および 地
域の要件に適したソリューションを提供しています。
Jedox パートナーは、業界ソリューション・コネクタ・
デモのモデルを提供し続けています。

Jedox モデルを導入したときに得られるベネフィット
シンプルな計画から始められる：
レポートのテンプレートや業務フロー、ビジネスルールが
事前に準備されており、導入にかかる時間を節約すること
ができます。

信頼性の高いモデルによるプロジェクトリスクの軽減：
Jedoxモデルでは、P/L・コストセンター・売上計画・要員
計画などの業務モデルに信頼できる業界の手法を利用して
います。
これによりあなたのプランニングを成功に導きます。

構成の柔軟さ：
あなたの会社のビジネスルールや変化するビジネスニーズ
に、モデルを適応させていくことができます。

コラボレーションによる相乗効果：
Jedox モデルは、各部門の計画担当者が効率的かつ効果的
に作業できるよう支援します。より正確な計画結果が得ら
れるようになります。

セルフサービス ソリューション：

実績のある Jedox のモデルを使用し、

Excelライクで直感的に操作できるJedox Webインターフェ

自らのビジネスへの活用に集中：

イスは、業務担当者が自らアプリケーションを調整できる
ほど柔軟です。すでにExcelスキルをお持ちであれば、プ
ログラミング、外部コンサルタント、IT技術者は一切必要

マーケットプレイスで提供されているモデルは、実績のあ
るモデリング手法で作られており、短期導入を保証しま
す。モジュールを追加すると、アプリケーションを簡単に

ありません。

拡張できます。

事実に基づいた意思決定と最適化された企業業績管理：

素早いプロジェクト実施：

データに基づいた業務遂行を可能にし、データから導き出

レポートや業務モデルをゼロから作成することもできます

された予測値からリスクとチャンスを予想し、ビジネスパ

し、マーケットプレイスで提供されているモデルを使って

フォーマンスの向上へと導きます。

導入のキックスタートをすることも可能です。

Jedox ソフトウェア コンポーネント：
プランニング・分析・レポート作成を加速させる革新的な機能
Jedox は、プランニング・分析・レポート作成のための直感的なユーザインターフェイスと、担当者がデータ統合とデータ加工をすること
ができるように整理されたコンポーネントを備えた、強力なインメモリDB を内包するユニークなプラットフォームです。 Jedoxは、情報セ
キュリティ管理のための ISO / IEC 27000 認証を取得しており、シングルサインオン(SSO) や SSL暗号化 によるユーザ認証などエンタープ
ライズクラスのセキュリティ基準を維持しています。

Jedox インメモリDB：

多次元のインメモリDB (OLAP) は Jedox の中核部であり、変動性の高いエンタープライズデータに対してリアルタイムのパフォーマンスを

提供する拡張性の高い分析エンジンを提供しています。 DBエンジンは、インメモリDBにビジネスルールを保存でき、高度な分析やデータ
統合の即時反映 および 大規模な多次元データセットを用いたレポートを使用して、複雑な予算策定・プランニング および 予測を実行しま
す。

GPUアクセラレータ：
オプションのアクセラレータは、必要なときにパフォーマンスをさらに向上させます。同時接続ユーザーが多い大規模で複雑なビジネスル
ールを適用するモデルがある場合は、並列GPU処理でサーバグラフィックカードの分散コンピューティングパワーを活用することにより、
計算速度を向上させ、動作を軽くさせます。
Jedox インテグレーター：

Jedox インテグレーターは、クラウド内またはオンプレミス内の任意のデータソースへセルフサービス接続が可能で、データ抽出・変換 お
よび インポート(ETL) 機能を提供します。Jedox インテグレーターには、さまざまなデータ変換や設定をサポートする幅広いウィザード、
統計解析向けのプログラミング言語「R」などを含む豊富な言語に対応するなど豊富な機能を持っています。
Jedox Excel アドイン：

Jedox Excel アドインは、使い慣れたスプレッドシート環境で、優れたデータモデリングからアドホック分析・KPIレポート・複数部署の共

同プランニング・予測分析など、BI と CPM の全ての機能を提供します。 Jedox Word アドイン と Jedox PowerPointアドインを使用して、
Jedoxデータの表やグラフをシームレスに表示できます。
Jedox Web：
Jedox Webを使用すると、Jedox Excelアドインと同じ豊富な機能を利用できます。 データは共有・共同編集および保存され、いつでも、

どこでもダッシュボードとレポートの閲覧が可能です。プランナーは、進捗管理ダッシュボード、トップダウンの予算策定、承認ワークフ
ロー および DBへの数字やコメントの完全な書き戻し権限を持ち、使いやすいアプリケーションを作成できます。
Jedox Mobile：
iOS および Android 用の Jedox モバイルアプリは、ダッシュボード・レポート・アドホック分析・強力なライトバック機能を備えたプラン
ニングを通じて、すべての企業データにすばやくアクセスできます。
Jedox マーケットプレイス：

マーケットプレースは、財務部・営業部・人事部 およびその他の部門で使われるプランニングと報告テンプレートを備えた Webベースの

ショールームです。 Jedox ソフトウェアで作成された最新のテンプレートモデルを使い、自社に合わせたカスタマイズを始めてください。

社内システムをシームレスに統合
Jedox は、50種類以上のコネクタを標準装備しており、ERPパッケージや業務ごとに最良の選択をし構築されたシステム、主要なデータソ
ースファイルに至るまで、あらゆる ITプラットフォームにシームレスに接続することが可能です。強力なETLツールである Jedox インテグ
レータを使用して、クラウドまたはオンプレミスの任意のデータソースに簡単に接続することができます。

コネクタを設定・使用して企業データを最大限に活用する：
Jedox は、さまざまなソースシステムに接続できる多くのコネクタを標準装備しています。
既存の SAPデータを使用して、シンプルで機敏なプランニングと企業業績管理をお楽しみください。 Jedox は SAP NetWeaver、SAP
ERP、SAP BW および SAP S/4 HANA に簡単に接続できます。
Jedox Salesforce コネクタは、Salesforce Webサービスを使用して、クラウドベースの Salesforce CRMソフトウェアに直接アクセスできま
す。
また、Jedox Hadoop パッケージを使用してビッグデータをリアルタイム分析することができます。
さらに、IBM DB2、Microsoft SQL Server、Oracle などの標準的な企業データソース用の標準的なコネクタも使用できます。

データ可視化のための拡張とプランニングのためのエンタープライズ
クラス機能の追加：
すでに Qlik、Power BI または Tableau を使用していますか？
Jedox を追加するだけで、これらのソフトウェアと Jedox の予算策
定、プランニング および 予測機能 とシームレスに組み合わせること
ができます。 Jedox は 業界標準のAPI (ODBO / XMLA) を提供し、サ
ードパーティの分析ツールやビジュアライズツールと多次元データの
やりとりが可能です。また、Jedox インテグレータツールを使用した
直接統合だけでなく、サードパーティのBI形式へのファイルベースの
接続もサポートしています。

パフォーマンスのリーダー：

インメモリDB と GPUアクセラレータ
Jedox は、最高レベルであるエンタープライズレベルの基準を満た
す優れたパフォーマンスを提供し、データ抽出パフォーマンスの満
足度におけるマーケットリーダーです。 Jedox エンジンは、インメ
モリDBにおけるビジネスルールの適用、高度な分析と高速なデー
タ統合 および 大規模な多次元データセットのレポート作成など複
雑なプランニングと予測を可能にします。
Jedox は、同時接続ユーザが多く、大規模で複雑なビジネスルール
を適用しなければならないモデルがある場合でも、GPUを使用す
ることでパフォーマンスを向上させることができます。これらの機
能により、Jedox は Gartner社の『Cool Vendor』賞を受賞してい
ます。

クラウド, オンプレミス ＆ ハイブリッドを展開
アジャイル開発のためのセキュリティ、システム制御、柔軟性を強化

クラウド

ITリーダーが Jedox Cloud を選択する7つの理由：

迅速な展開 と 最新の機能へのアップグレードを簡単・確実に
します。必要に応じてユーザーと性能を追加します。パブリ

ック または プライベートクラウドのいずれかを選択します。
Jedox Cloud ソフトウェアは、マルチインスタンス・アーキ
テクチャーのおかげで非常に安全で可用性があります。

1.エンタープライズレベルのセキュリティとプライバシー：
Jedox Cloud は Microsoft Azure上で動作します
2.高速性能：インメモリDBによりデータ提供の高速化、
GPU アクセラレーターの利用による高速化

オンプレミス
クラウドに移行する準備ができていませんか？厳格なデータ
セキュリティまたは ITポリシーを持つ多くの組織が Jedox を

オンプレミスで運用しています。Jedox が必要とする ITサポ
ートは最小限で、ビジネスユーザが管理・運用することがで
きます。

3. Azure Platformサービスのメリットを受ける
4. Jedox Cloudの高可用性
5. Jedox Cloud によるアップデートスケジュールの完全
制御：自由なタイミングでのメンテナンスとアップ
グレード
6. Jedox Cloud による迅速な展開とスケーリング

ハイブリッド
可用性を最大限に活用するにはハイブリッドを選択してくだ
さい。コアアプリケーションはオンプレミスに置き、変更の
多い機能はクラウドに置くことでシームレスな移行を実現し
ます。新しい機能を展開するにはクラウドは最適です。
可能性は無限です！

7. 高い費用対効果

Jedox の 8つの特色
柔軟なソフトウェアプラットフォーム

早期運用開始による費用対効果

複雑に変化する組織や業務プロセスに、業界で最も柔軟に
対応ができる優れたプラットフォームです。

コーディングをしないアプリケーション開発、アジャイル実
装、テンプレートモデルを活用した導入など記録的なスピー

シームレスなデータ統合

モバイル活用で変わる業務形態

Jedox の強力な統合ツールを使用することで、クラウド・オ

ンプレミスを問わず、社内のあらゆるデータソースにシーム
レスに接続することが可能です。
直感的な Excel アドイン
使い慣れたExcel環境、直感的なWebアプリケーション、モ

ドで Jedox を展開することができます。

モバイルアプリやスマートデバイスを活用することで、外出
先からでもデータを活用することができます。 いつでも、
どこでも、迅速な企業業績管理を可能にします

粒度の細かいデータアクセス制御

バイルアプリ。必要に応じて、お好みでUIを選択することが

最小のデータアクセス制御は 1セルレベルです。

できます。

ユーザの役割と編集レベルの組み合わせでデータ保護の設
定が可能です。

最高のパフォーマンス

クラウドでも

最新のインメモリ・コンピューティングの技術とリアルタイ
ム分析を短いレスポンスで実現するGPUパワー。そのパワ

ーを Jedox の多次元DBを通じて体感することができます。

オンプレミスでも

Jedox を使用するクライアントの環境も、Jedoxを導入する
サーバの環境も、クラウドでもオンプレミスでも問題あり
ません。あなたの必要に応じて自由に選択することが可能
です。

アナリストによる Jedox 評価
! The Planning Survey '17 の11カテゴリで 第1位
! BI Survey '17 で 第１位
! ”事業価値” カテゴリ で第1位
『年を追うごとに、Jedox は BI および CPM の主要ベンダーの1つとして、
地位を確立してきました。正確なレポートを即時表示し、分析、プラン
ニング、データ品質の向上、ビジネス上の意思決定など、たくさんのメ
リットを提供しています。』

! 顧客満足度：リーダー
! 信頼できるベンダー：リーダー
! ユーザーによる推薦：100%

『Jedox は、業務と解決策の理解、外部システムとの製品統合、全体的なユーザ
ビリティ および 導入の手軽さで、企業業績管理部門で最高の企業です。』

クラウドにおける 戦略的CPMソリューション2017 で
ガートナーマジック・クアドラントで認定

ユーザの 97％ が Jedox を推奨

" Jedox は

" 専門家の手を借りずにプランニングができることは

高い費用対効果と確実なスタートを約束しました。

非常に効率的で、印象的です。

わずか数週間で導入は終了しました。"

何時間もかかっていたことが数秒でできます。 "

" Excel から Jedox への置き換えはわずか数週間でした。
当社の専門部門はブラウザ上でプランニングをしています。

" Jedox は操作が非常に簡単で、素晴らしく直感的です。"

私のチームは企業成長に意識を集中させることができます。"

今日から始める ── 無料体験版
オンプレミスで30日間、クラウドでは14日間、無料で体験していた
だくことができます。試用申し込み時にクレジットカードの登録や
支払いはありません。
試用版は、機能制限がなく、Jedoxの全機能をお使いいただくこと
ができます。マーケットプレイスで提供されているモデルやあなた

https://www.jedox-partner.jp/contact/

が使っているレポートやプランニング・分析をお試しください。
Jedox Web アプリケーションは、Excelライクなユーザインター

フェイスで、直感的に操作ができるということをご実感いただけると思います。
オンプレミス・クラウドにあるデータソースにシームレスに接続でき、プランニング・分析を強力にバックアップする機能を持ち、レポート
の作成・共有を通じて素早く機能拡張していくことができます。

Jedox について：
Jedox は、プランニング・分析・レポート作成をシンプルに行うことが

株式会社 KSKアナリティクス

できる統合されたプラットフォームです。Jedox は、すべての部門の意思
決定者と業務担当者がスマートに、合理的に共同して業務を行い、デー
タドリブンによる意思決定を行うことを支援する機能を持っています。

本社オフィス
〒550-0002

127カ国 2000 を超える組織が、Jedoxを使って、Web・クラウドおよび

大阪市西区江戸堀1-18-35 肥後橋IPビル 6F

あらゆるデバイスでリアルタイムにプランニングを行っています。

TEL : 06-6131-6711

独立系アナリストである Gartner、Howard Dresner、BARC は、Jedox
問い合わせ先：

を企業業績管理の主要なソリューションとして認識しています。

Jedox のトライアルで、シンプルな業務フローを体験してください。
体験版お申し込み： https://www.jedox-partner.jp/contact/
製品のお問合せ・デモのご要望など： sales@ksk-anl.com

sales@ksk-anl.com

