
 

1 

 

HEIDELBERG INNOVATION WEEK 2020 

4 日目 パッケージ印刷 

高度に自動化されたパッケージ印刷。それこそがトップに立つ方法。 

 

イノベーショントーク 

「最大の可用性‐印刷必需品とデジタルサービスは、安定したパッケージ生産にどのように貢

献するでしょうか？」 

 

 

ヤスミン・ブレア：皆さん、こんにちは、イノベーションウィーク 2020へようこそ。そして、ここウィ

スロッホの IVZへもようこそ。私の名前はヤスミン・ブレアです。エキスパートとともにこのエキスパ

ートトークでこれからしばらくの間、皆様をご案内できることを嬉しく思います。もちろん、ここウィ

スロッホやデュッセルドルフで、皆さんと実際にお会いして歓迎したいと思っていました。しかし、私

たちがこうしたチャネルを使って、皆さんと触れあうことができることは大変喜ばしいことです。IVZは

ここウィスロッホのイノベーションセンターであり、それは、すべてのイノベーションと最新のアイデ

アだけでなく、これらのイノベーションの背後にいる人々と知性でもあります。今日はこれからそのイ

ノベーションセンターにいる二人を迎え、しばらくの間、“最大の可用性”についてお話するのを楽し

みにしています。印刷必需品（消耗品）とデジタルサービスは安定したパッケージ生産にどのように貢

献するのでしょうか？この質問の回答をきくために、今日 2人のエキスパートを迎えることを楽しみに

しています。まずは、プロダクトマネジメントコントラクト（製品管理契約）の責任者であるエルケ・

スタインバッハです。参加してくれてありがとう。 

 

エルケ・スタインバッハ: こんにちは、ありがとうございます。 

 

ヤスミン・ブレア： こんにちは。そしてもうひとり、プロダクトマネージャーサービスのグレゴリー・

フェルチ、こんにちはグレゴリー。参加してくれてありがとう。 

 

グレゴリー・フェルチ：こちらこそ、ありがとう。 

 

ヤスミン・ブレア： もちろん！さて、エルケ、あなたへの質問から始めたいと思います。パッケージの

生産に関しては、特に、機械の可用性、つまり機械が利用可能な状態にあるかどうか、は、生産性に直

接影響を及ぼします。これは、パッケージの生産ということになると特に当てはまります。したがっ
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て、メンテナンス、生産資源、シームレスな工程など、これらすべては、非常に重要な要素で、大きな

役割を果たします。これらのタスクを管理し、同時に全体像を維持するにはどうすればよいのでしょう

か。エルケ、あなたは、この課題に対するとても優れたソリューションを発見したのですよね。 

 

エルケ： はい、ヤスミン、まさにその通りです。私たちが正しい決定を下し、会社をうまく管理するに

は、透明性と情報が必要です。 

 

ヤスミン・ブレア：そうですね。 

 

エルケ： そして、ここにいる私たちのお客様がこの情報を入手し、一目で全体像を把握できるようにお

手伝いをしたいと思っています。そのために、デジタルプラットフォームであるハイデルベルク アシス

タントを設計しました。お客様が印刷工場に関する情報にアクセスできるポータルです。 

 

ヤスミン・ブレア：そうですか。では、どのような情報が含まれているのでしょうか？ 

 

エルケ： 皆さんはここでさまざまなサービスと情報を見つけることができます。大きなナレッジデータ

ベースが含まれています。機器のサービスステータスが含まれています。予測モニタリングに関する活

動を確認できます。また、多くの重要な意味を持つパフォーマンスデータも表示されます、これらは非

常に重要です。また、サービス通知を投稿したり、このプラットフォームで直接フォローアップしたり

して、サービス履歴全体を確認することもできます。お客様の装置に適合するように事前に構成された

印刷必需品を見つけることができる eShopへのリンクがあります。請求書と契約の概要を知ることがで

きます。継続的に成長し、ますます多くのサービスが提供されており、そこには 2つの新しいサービス

があります。トレーニングとメンテナンスのトピックを挙げるに留めておきます、後で触れます。 

 

ヤスミン・ブレア： すぐに戻りますね。 

 

グレゴリー：多くのお客様がすでにそれを使用しており、すでに 1,300人のお客様がいらっしゃいま

す。エルケが言いましたよね、“それはより成長し、より多くの事例が生まれ、そして何より、すでに

私たちのお客様に愛用されています。”と。 

 

ヤスミン・ブレア：お客様に愛用されており、すでに 1,300人のユーザーがいるとのことですが、これ

までのフィードバックはどのようなものでしたか？ お客様は何と言っていますか？ 
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エルケ：私たちのお客様は本当にハイデルベルグ アシスタントを愛用しています。 ええ。 一目ですべて

の情報を得ることができ、1回のログインで、そこからアクセスできるさまざまなアプリケーションやサ

ービスを利用することができるのです。私たちは正しい方向に進んでいると思っています。 

 

グレゴリー：ええ。お客様とお話をさせていただきました。お客様はスマートフォンを使ってベッドに

横になり、印刷工場でのパフォーマンスを見ています。こうした便利さなしでは生きていけないですよ

ね。情報が手のひらの上にあって、実際にそれを印刷工場マネージャーまたはプロダクションマネージ

ャーとして使用することができるのです。 

 

ヤスミン・ブレア：  素晴らしいですね。また、重要なことは、皆さんがこのデータすべて、これらの数

字、情報を持っていて、必要な場合、アクションをとることができるということですね。とても素晴ら

しいパッケージのように聞こえます。さて、エルケ、詳細について言えば、例えば私が会社の社長だと

して、私の会社に関するこのすべての情報が今あります。その時点ですでに非常に実用的で、エキサイ

ティングですよね。ところで、私の会社のパフォーマンスのうち、ハイデルベルク アシスタントで見る

ことができるものは正確にはどれですか？そして、それは実際にはどのように見えますか？  

 

エルケ：はい、見てみましょう。ハイデルベルグのシステムでは、皆さんがスタート画面から始めた場

合、直接パフォーマンスチャートに移動し、機械のパフォーマンスの KPIをとても見やすいグラフを使

った表現で概要を確認できます。機械を選び、OEE、つまり総合的設備効率についてのデータを見るこ

とができます。生産性、部数、ヤレ、異なる機械での時間の経過に伴うすべての異なる主要なパフォー

マンスを確認できます。2つの異なる期間を比較できます。そこからデータテーブルを取得できるので、

さらに深堀り、つまりさらなる考察をすることができます。そして、次のステップは、パフォーマンス

のベンチマークです。 

 

ヤスミン・ブレア：なるほど。市場において自分たちが平均してどのくらいやっているのかを見ること

ができるのですね。 

 

エルケ： その通りです。私の機械がどのようにパフォーマンスを発揮しているか、また時間の経過に伴

い生産はどのようにパフォーマンスを発揮しているかを知ることができるからです。しかし、自分を他

の世界と比較して初めて、自分がどこに立っているのかを理解することができます。私は良いポジショ

ンにいるのか？それとも改善の余地があるのか？このパフォーマンスベンチマークソリューションを利

用すると、私たちのクラウドに接続されているさまざまな機械すべてから匿名化されたデータを取得で

きます。ハイデルベルグには大量のデータがあります。年間 2000万のジョブのデータが取得されます。
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だからこそ、お客様も情報を利用し、情報に基づいた行動をとることができます。そして、これはジョ

ブクラスター（仕事の種類）によって整理されています。そのため、お客様は自分が頻繁に印刷してい

る、または頻繁に生産している自分自身のジョブについて知ることができます。サイズごと、世界のさ

まざまな地域ごとにそれらを比較できます。そして、お客様はさまざまな機械の、私たちがミルキーウ

ェイと呼んでいるこの図を見ることができます。それぞれがドットで表され、そのひとつひとつはお客

様自身の機械の輝く星です。 

 

ヤスミン・ブレア：星になれますように！ところで、印刷会社として、過去を調べて、自分がどう発展

したか？どの領域でうまくやっているのか？どこに改善の余地があるのか？等、見ることはできます

か？ 

 

エルケ：はい、もちろんです。これはパフォーマンスに関する情報を取得するためには非常に重要で

す。お客様は何をしたいかを確認して決定できます。それに基づいて戦略的ポジショニングを決めるこ

とができます。特定の仕事の領域に特定の強みがある場合は、それらの仕事をより多く獲得したいと考

えるかもしれません。または、弱点がどこにあり、効率が高くない場合は、その改善に取り組み、改善

することによって、そこでより多くを得ることができます。 

 

ヤスミン・ブレア：これは、どんな会社であっても、とても簡単にできそうですね。そして、私たちが

数字について話すとき、もちろん、グレゴリー、それはすべて解釈によるものだから、あなたに質問を

戻したいと思います。数字自体はあまり価値がありませんが、解釈には価値があります。それで、私た

ちが話し合ってきたこれらすべての数値を分析するために、実際にどのようなサポートにアクセスでき

ますか？正しい結論を引き出すにはどうすればよいですか？あなたは実際にお客様にそうしたサポート

を提供していますか？ 

 

グレゴリー：ええ、全くあなたの言う通りです。 数値自体は、すべてではありません。それから正しい

尺度を引き出さなくてはなりません。それについて、議論されなければなりません。私たちの経験に基

づいてここで提供するのは、エキスパートによる電話によるオンラインサポートです。彼らは現在コン

サルティングのトピックに何十年も取り組んでいます。そして、これらのエキスパートは、極めて多く

の印刷工場を訪問しています。彼らはお客様を良くするために調整する正しいレバーを知っています

が、それがすべてではありません。私たちは印刷工場での評価を提供しています。実際、これは私たち

がお客様と一緒に行うプロジェクトにもなっており、それは 1年以上実行されています。適切な視点で見

つけた小さなこと。材料が正しい場所にない。断裁刃が遅れてくる。ですから、お客様は常に機械、プ

ロセス、そして最後には人間を注視しなければなりません。 
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ヤスミン・ブレア：あなたはそれをするためにお客様をサポートするのですね。何か全く新しいものを

開発するためには、あなた自身もそうしなければならない。ある種のデジタルコンサルタントのことを

聞きましたが。 

 

グレゴリー：ええ、もちろんです。これが、私たちが最後に望んでいることです。私たちは、パフォー

マンスアドバイザーテクノロジー（Performance Advisor Technology）略して PATと呼ばれている、新

しいテクノロジーに足を踏み入れています。PATは機械を分析できます。私が言ったように、機械がど

のように反応するか、どのようなアプリケーションの問題が発生するか、私たちには何十年の経験があ

ります。そして、そのデータに応じて、私たちは、お客様によって、もしくは、最終的にはハイデルベ

ルグによって実行される可能性のある対策を提案します。 

 

ヤスミン・ブレア：お客様に寄り添うのですね。あなたはお客様に aから zまで寄り添って、このプロ

セスを通してサポートするのですね。あなたのコンサルティングは実際にどこまで進んでいますか？ 

 

グレゴリー：もちろん、それはすべてを超えています。つまり、私たちはお客様と一緒にそれをしま

す。私たちはデジタル PATを使用して踏み込みます。私たちは物事を突き止めます。私たちはさらに進

み、最後に印刷会社全体を分析し、準備されたプロジェクトを実行することで、お客様が機械に期待す

るパフォーマンスを発揮できるように導きます。 

 

ヤスミン・ブレア：わかりしました。ありがとう、グレゴリー、うまく機能するためには、機械は使用

可能でなければなりません。予期せず故障してはいけません。機械が予期せず故障するのを防ぐための

鍵は何ですか、グレゴリー？ 

 

グレゴリー：そうですね。印刷機が停止して、同様に前後のすべてがうまく機能していないことがどれ

ほど悪いことかは誰もが知っています。これらは、ビースト（獣）と言ってもいいですか？は、とても

生産性の高いものです。その機械が停止している場合は、正しいことを実行することでそれを回避する

必要があります。お客様は適切な人員を必要とします、お客様は機械を修理するために適切なエキスパ

ートを必要とします。お客様には適切な部品が必要です。ハイデルベルグはお客様のためにここにいま

す、世界中に 2000人のエキスパートがいます。コロナでさえも私たちを立ち止まらせません。適切な部

品を在庫するロジスティックセンターがあります。そして、お客様が必要とする以上に、私はそのため

の適切なメンテナンス管理を考えています。 

 

ヤスミン・ブレア：わかりました。お客様は長持ちさせるために機械を上手に扱う必要がありますね。 
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グレゴリー：その通りです。 そのためには、それに適したツールも本当に必要です。そして、ここイノ

ベーションウィーク 2020で、メンテナンスマネージャーと呼ばれる新しいツールを発表できることを非

常に誇りに思います。 

 

ヤスミン・ブレア： メンテナンスマネージャー？それについてもっと教えていただけますか？ 

 

グレゴリー：ええ、もちろん、私たちは完全にデジタル化されたワークフローを設計しました。すべて

のチェックポイントにマークを付けて、何が行われたか、何を行う必要があるかを示す本のような紙の

世界から来ましたが、このような世界は劇的に変化します。つまり、メンテナンス管理の革命であり、

私たちは完全なデジタルメンテナンスドキュメントをお届けすることができます。私たちはクラウドア

プリケーションにそれを用意しました。お客様は、そのクラウドアプリケーション内で、お客様の生産

プロファイルに応じたメンテナンスを計画できます。コンディションベースメンテナンスがその言葉で

す。 

 

ヤスミン・ブレア：グレゴリー、このメンテナンスマネージャーを利用できるのはいつですか？ 

 

グレゴリー：その前に、それがどのように動作するかを少し説明しましょう。大切なのは、皆さんがそ

のすべての動作をアプリに入れることです。そこで実際にサービス技術者またはオペレータが機械でそ

れを書き込むことです。写真などを含む詳細な記述などによって、この動作はシステムに保存され、お

客様の完全なメンテナンス履歴となります。このメンテナンスマネージャーを持つことは、パッケージ

のお客様にとって非常に重要であって、特に監査用に重要です。そして、いつそれを手に入れることが

できるかとお客様に問われれば、私たちはすでにベータテストの真最中であり、すでにそれを利用して

非常に満足しているお客様がいらっしゃいますとお答えます。そして、本年内、来年の初めに、製品投

入を計画しています。 

 

ヤスミン・ブレア：来年の初めですね、計画では。でも、それ以上長くかからないように聞こえます

が。 

 

グレゴリー: もちろん、ハイデルベルク アシスタントを介してアクセスできます。 

 

ヤスミン・ブレア：ハイデルベルク アシスタント内でもいいですね。グレゴリー、ありがとう。今で

は、私たちは２４時間３６５日、可用性が重要であることを認識したところですが、それに加えて、パ

フォーマンスは、印刷部門で十分に訓練されたスタッフと十分に訓練されたチームにも依存します。 で
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は、どうすればオペレータの資格を取得できますか？ それに対するあなたのソリューションは何です

か？ 

 

グレゴリー：ええ、オペレータが動かなければ、機械からの出力は得られません。そこで、私たちは、

ここでは完全なポートフォリオ、オンラインセミナーと工場でのトレーニングを提供しています。お客

様が社員を派遣したいい場合、私たちに知らせてください、私たちは皆さんの社員をここの工場で訓練

することができます、しかしそれだけではありません。私たちはデジタルトレーニングと呼ばれる新製

品を提供しています。 

 

ヤスミン・ブレア：デジタルトレーニング？それはどのようなものですか？ 

 

グレゴリー：これもハイデルベルグ アシスタントにあります。それはどのように動作するか？ e-ラーニ

ングモジュールをお客様にお届けします。お客様はいつでも、どこでも、スマートフォン、モバイルデ

バイスでそれを使うことができます。そのお客様のアプリケーションに適合する、非常に重要なコンテ

ンツを使用して、ローラーの調整や損紙の低減のようなトピックでお客様を支援します。毎日あるわけ

ではないかもしれませんが。皆さんはそれを利用することができます、そして最も良いことは私たちが

常にコンテンツを更新することです。したがって、お客様は、ハイデルベルグ アシスタントでも利用で

きるデジタルトレーニングで、スタッフの皆さんにとても簡単にトレーニングすることができます。 

 

ヤスミン・ブレア：ハイデルベルグ アシスタントですね。グレゴリー、ありがとう。そして、エルケに

戻ります。トレーニングはハイデルベルグ アシスタント内とここでも利用可能であり、それが確かに完

全なパッケージであることを確認しました。ところで、印刷必需品も生産と全体のパフォーマンスとな

ると非常に重要な役割を果たしていますね。お客様が正しい材料を使っていることをどのように確認し

ますか？ハイデルベルグはここでもお客様をサポートする特別な方法を用意していますね。 

 

エルケ・スタインバッハ：印刷必需品ということになると、さまざまな印刷必需品の組み合わせを正し

く選択することが非常に重要です。スムーズな生産と生産における最高のパフォーマンスを実現するに

は、すべてがいっしょに機能しなければなりません。それを実現するには、印刷必需品のさまざまな組

み合わせを認定して試験する必要があります。そして、これはお客様のために節約できる時間です。な

ぜなら、私たちはお客様に代わり専用アプリケーションに対して最高に機能する様々な印刷必需品を試

験および認定しているからです。アプリケーションに関してだけでなく、私たちは印刷機および印刷装

置メーカーとして実際の機械モデルで印刷必需品を試験できます。私たちは機械と印刷必需品のさまざ



 

8/11 

まな組み合わせをすべて実際に使用できます。ですから、ここで、最高の組み合わせをお薦めすること

ができます。 

 

グレゴリー：もう 1つあります。もし皆さんが今日、印刷工場で問題が発生したとしたら、誰のせいに

しますか、メーカー、インキサプライヤー？お客様としてはわかりません。私たちハイデルベルグで

は、あらゆるものをご提供することによって、問題が発生した際もそれを解決することによってお客様

を本当にサポートしています。 

 

ヤスミン・ブレア：お客様のためにとても多くの時間を節約するのですね。適切な機械に適切なインキ

を使用し、テストランを実行してから、ソリューションとともにお客様に伺うわけですね。 

 

エルケ・スタインバッハ： はい、そしてお薦めできるソリューションとともに。私たちにはアプリケー

ションスペシャリストがいます。彼らは、それぞれのアプリケーションに対して、どれが最適な印刷必

需品かをよく知っています。そして、これは私たちがお客様に提供できるサービスです。私たちはすべ

てのイノベーションが行われているここ IVZにいます。ここが、私たちの研究開発部門の場所であり、

それぞれのアプリケーション用のさまざまなタイプの印刷必需品に基づいて機械の機能を研究および開

発しています。例えば、ブランケットとローラーを印刷部門の薬品とうまく組み合わせれば、洗浄時間

を短縮することができるでしょう。そして、これはすぐに効果を得ることができ、私たちのお客様にプ

ラスをもたらします。 

 

ヤスミン・ブレア：  パフォーマンスのために。 

 

エルケ・スタインバッハ： パフォーマンスのために。 

 

ヤスミン・ブレア： そしてもちろん、繰り返しになりますが、このテストはここウィスロッホの IVZで

行われますか？ 

 

エルケ・スタインバッハ：その通りです、ここ私たちの研究室です。 

 

ヤスミン・ブレア： わかりました。 

 

エルケ・スタインバッハ： たぶん、これに少し加けることができます。 
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ヤスミン・ブレア：どうぞ。 

 

エルケ・スタインバッハ： 私たちには印刷必需品に関してお客様にご提案できるもう 1つのメリットが

あります。グレゴリーがすでに述べたように私たちはグローバルで活動しています。従って、このグロ

ーバルな活動を通じて、さまざまな国において適切な印刷必需品を提供することにより、同じようにグ

ローバルな活動をしているお客様もサポートすることができます。つい最近、私たちの或るお客様が中

国で特別なパッケージを生産したという事例がありましたが、そのお客様はカナダでもそれを製造し続

けなければなりませんでした。そのため、ポートフォリオは国ごとに少し異なる可能性がありますが、

私たちはこのジョブのための正確なブランケットやその他の印刷必需品をカナダに供給することができ

ました。したがって、光沢やすべてにおける正確な効果を再現することができます。 

 

ヤスミン・ブレア： つまり、ハイデルベルグは、同じ方法で、グローバルで仕事をしているのですね。

覚えておかなくてはいけませんね。 

 

グレゴリー：人々はそこに非常にやる気を感じていると思います。彼らはそれを実現するためにあらゆ

ることをします。これは、ハイデルベルグの強みであり、今それを実現しようとしている人々がいま

す。 

 

ヤスミン・ブレア： あなたが話している人々とは誰ですか、あなたのスタッフメンバーですか？ 

 

グレゴリー：そうですね。 実際、私たちのお客様と接する人々、そしてまさにこれらのケースは、お客

様が私たちを呼び、私たちはそれのことでお客様をサポートする良い例です。 

 

ヤスミン・ブレア：そうですね。現場の人々は、こんな時代でさえですね？ 

 

グレゴリー：正にその通りです。 

 

ヤスミン・ブレア：素晴らしい。 

 

グレゴリー：立ち止まってはいられません。 

 

ヤスミン・ブレア： 立ち止まってはいられません。 

 

グレゴリー：私たちはまだそこにいて、お客様を訪問していますよ。 



 

10/11 

ヤスミン・ブレア：あなたのお客様はそれに対して感謝されているでしょうね。ところで、エルケ、ハ

イデルベルク アシスタントは、今聞いたように、スマートプリントショップのデジタルマネジメントに

必要なすべてが含まれています。このサービスはどのような条件で利用できますか？誰でも利用できま

すか？ 

 

エルケ・スタインバッハ： はい。まず、ハイデルベルグ アシスタントはすべてのお客様に無料でご利用

いただけます。 お客様は無料でアクセスすることができ、ハイデルベルク アシスタントにある専用のソ

リューションとサービスは、契約申込みを通じてアクセスできます。それのために、“プリントサイト

コントラクト”という名前で、私たちの契約ポートフォリオを再編成しました。 

 

ヤスミン・ブレア：プリントサイトコントラクトですか。では、プリントサイトコントラクトの役割は

何ですか？お客様にはどのような可能性がありますか？ 

 

エルケ・スタインバッハ：プリントサイトコントラクトは、サービスアグリーメントから始まります、

その後、私たちはサービスアグリーメントと印刷必需品を組み合わせてきました。それはさらに成長し

ており、お客様は私たちが提供するソフトウェア、つまりプリネクトソフトウェア、および私たちが用

意しているコンサルティングおよびトレーニングサービスを追加することができます。さらに機械に至

るまで追加できるため、ベーシックからトップまでの範囲があります。そしてもちろん、私たちは、各

お客様が非常に個性的であり、異なる要件を持っていることを知っています。プリントサイトコントラ

クトもそうですので、お客様とのパートナーシップをスタートさせたいときは、一緒に話し合いを始め

ます。そして、お客様のニーズに応じて専用のサービスと製品を組み合わせてパッケージ化できるこの

ポートフォリオを持つというアイデアです。 

 

ヤスミン・ブレア：つまり、沢山のさまざまなバリエーションがあって、単に 1、2、3モデルだけでな

く、お客様向けに非常に個別化された契約モデルがあるわけですね。もしお客様が幸せであれば、もち

ろん、ハイデルベルグも同様に幸せであるわけですね。ウィンウィンですね。 

 

エルケ・スタインバッハ： はい。正にその通り。 それがポイントです。私たちが、プリントサイトコン

トラクトと組み合わせることができるすべての利点は、本当に、まぁ言ってみれば、すべてのデータイ

ンサイト（データからより実用的な洞察を引き出す）、コスト、契約の申込みの基礎としての計画可能

なコストを通じてお客様が獲得する透明性です。調整されたサービスと印刷必需品の最高な選択によ

り、お客様は可用性を向上させました。また、私たちのパフォーマンスとコンサルティングサービスに



 

11/11 

より、印刷工場全体のパフォーマンスの向上をサポートすることができます。これは、これらすべてが

一緒になって最終的にはお客様の収益性を向上するということを意味します。 

 

ヤスミン・ブレア：それはお客様をとてもハッピーにしますね。 

 

エルケ・スタインバッハ：とてもハッピーにします。そしてそれが私たちの望んでいることです。お客

様がウィンあれば、私たちもウィンです。 

 

ヤスミン・ブレア： ハイデルベルクア シスタントは、パフォーマンスと生産性の向上に向けたすべての

ステップにおいてお客様のそばにいる、本当にパーソナルアシスタントですね。どうもありがとう、エ

ルケ、何か付け加えたい結びの言葉はありますか？ 

 

グレゴリー：いいえ、あなたにおっしゃって頂いちゃいました。 パーソナルアシスタントという言葉は

好きですね。 

 

ヤスミン・ブレア：はい、それはパーソナルアシスタントのようです。 

 

グレゴリー：本当にその通りです。ここに参加させてくれてありがとう。 

 

ヤスミン・ブレア： こちらこそありがとう。二人ともありがとう。これらのエキサイティングな新しい

情報のすべてについて、この洞察を聞かせてくれたことについて、感謝します。 今日は参加してくれ

て、ありがとう。 

 

グレゴリーとエルケ：どうもありがとう。 また近いうちにお会いしましょう。 

 

ヤスミン・ブレア：  皆様、ご参加いただきありがとうございました。もちろん、いつものように、エキ

スパートとの、1対 1プライベートセッションを予約することができます。皆様の個々のニーズについて

話し合うことができます。 お客様は今日のこのエキスパートトークで疑問におもったどんな質問でもす

ることができます。 1対 1プライベートセッションをご利用頂き、お楽しみください。みんな健康でいま

しょうね。ご参加ありがとうございました。 また近いうちにお会いしましょう。   

 

グレゴリーとエルケ：さようなら。 


