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HEIDELBERG INNOVATION WEEK 2020 

5 日目 パッケージ印刷 

統合されたパッケージングワークフロー。それこそが、完成度の高いパッケージを完

璧に生産する方法。 

 

 

イノベーショントーク 

「少部数パッケージ印刷 ―それが意味するものは？ どうしたら利益が得られるか？」 

 

 

ヤスミン・ブレア：今日は、みなさん、イノベーションウィーク 2020へようこそ。ここウィスロッホで

の IVZへようこそ。ご参加いただきましてありがとうございます。私はヤスミン・ブレアといいます。

これから、このエキスパートトークをご案内できることを大変嬉しく思っています。本当ならここウィ

スロッホ、またはデュッセルドルフで直接皆さんを歓迎したかったですが、イノベーションウィークの

間、このチャンネルの助けを借りながら、ここで皆さんと触れあうことができることを嬉しく思ってい

ます。「IVZ」はハイデルベルクのイノベーションセンターです。私たちは、いま正に、その最新のイノ

ベーションやアイディアが生まれる場所にいます。そして、私たちは、そのいくつかを見るだけでな

く、こうしたアイディアの背後にある優れた知性や人材を知ることができます。では、次の数分間に何

をお話しするかについてですが、小ロットのパッケージ印刷について議論し、質問をします。これらが

何を意味し、どのように利益を生むのでしょうか。その質問に答えるために、まず初めにポストプレス

のビジネスマネジメント責任者ヨルグ・デンハートを迎えたいと思います。ヨルグ、よろしくお願いし

ます。 

ヨルグ：こんにちは、初めまして。 

ヤスミン・ブレア：こんにちは。そして、スピードマスターCX75、XL75のシニアプロダクトマネージ

ャーのフランク・ズーサーにも登場してもらいましょう。フランク、よろしくお願いします。 

フランク：こんにちは、よろしくお願いします。 

ヤスミン・ブレア：それではヨルグ、始めましょうか。まずは小ロットについて質問します。パッケー

ジ印刷といえば、通常、大ロットを思い浮かべますが、小ロットというのは、どれくらいのことをいう

のでしょうか。500枚、100枚、5,000枚、またはそれ以上でしょうか。 

ヨルグ：そうですね、まず最初の質問は、シートの枚数をみているのか、あるいは、箱をみているの

か、ということです。私たちは、シート枚数に基づいたワークフローなので、一般的にはシート枚数を
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見ています。私たちは、印刷機にシートを通し、打ち抜き機、そして製函機に通します。そして 1枚のブ

ランクです。これが、いずれの方法でもカウントできる理由ですが、繰り返しになりますが、一般的

に、私たちは枚数をみています。しかし、それについて答える前に、この小ロットがどのような時に発

生するのかを考えてみましょうか。主に、2つの非常に異なる要素があります。1つは、一度きりのイベ

ントです。例えば、結婚式や、製品の大規模な立ち上げや、見本市など、さらに、それらの繰り返しで

す。 

ヤスミン・ブレア：なるほど、分かりました。 

ヨルグ：ある企業は、一定の数量の箱が特別なイベントに必要で、それらを一度だけ注文したい、とい

うでしょうし、結婚式であれば、何度もお祝いをする大規模な結婚式でも、贈答品としてカスタマイズ

された箱をつくる絶好の機会です。しかし、これとは別の要素に関連することですが、リピートジョブ

もあるということです。先に言った通り、最初のジョブのタイプは、リピートがありません。プリプロ

ダクション、ポストプロダクション、また、私が言ったように、イベントベースのプロダクションで

す。一方、小ロットの他のタイプというのは、例えば、ブランドオーナーが、違うロジスティックコン

セプトで、ジャストインタイムの生産をしたい、といった時に作られます。20万個の箱を注文するので

はなく、2万個の箱を 10回注文するという具合です。それから箱からシートへのブレイクダウンをみて

みると、シート上で 8面付けであれば 8個の箱ができますので、この場合は箱の数は 3000以下になり

ます。そのため、この観点からみると、同じツールを何度も使っているため、これは別のシナリオで

す。プレートと打ち抜きツールを見ると、1回だけ行う場合とは非常に異なるシナリオになります。これ

が、私たちがみている 2つの異なるタイプの小ロットに対する説明になります。リピートされるもの

と、ユニークで一度しか行われない小ロットがあります。しかし、それらを小ロットにしているのは、

いったい何でしょうか。それは、お客様の印刷会社でお使いの機器に非常に依拠しています。ワークフ

ローが旧式であればあるほど、多くの手動のタッチポイントがあります。プリプレスのコンポーネント

が古くなればなるほど、また、印刷機とポストプレス機器が古くなればなるほど、特に古い機器では前

準備によりスキルと時間が必要なため、これら小ロットの仕事を実行するときに障害が発生します。で

すから、これらについて考える際、前準備の後、長時間稼働するか、短時間稼働するかは問題ではあり

ません。前準備に、問題の要素があり、非常に重要であるということです。 

そのため、まず確認しておきたいのは、お客様ごとに小ロットが定義されるということです。それぞれ

のお客様が、どこまでの小ロットであれば経済的に生産を行えるかを知る必要があります。それを行う

と、今まで思っていた経済的に行えると思っていた少ロットが少し怪しげに見え始めることがありま

す。そして、これが、「小ロットがスタートするのは、1,273です。」などと、わたしが明確な数字を挙

げられない理由です。先ほど説明した、すべてのコンポーネントは、年代だけでなく、使用可能な機器

のフォーマットが関連するため幅が広くなります。それらすべての障害がどこで大きくなるかを決定
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し、このロットではもう利益を得られる方法で生産をすることができませんと言わざるを得なくなりま

す。ですから、それはおそらく、利用可能な最大のフォーマットで 500〜5,000枚の範囲であり、通常は

もう少し大きいかもしれませんが、プロセスの最初のステップである印刷機では最小のフォーマットに

なります。そしてその後、他のすべての要素が決まってきます。 

 

ヤスミン・ブレア：なるほど、多様であるということですね。どのような数字でもあり得るし、変化す

る範囲も大きいということですね。さらに、さきほど挙げて頂いたさまざまな要因に依存しているとい

うことですね。ヨルグ、ありがとう。では、次にフランク、小ロット、あるいは、実際に小ロット印刷

をする際に、印刷会社が直面している課題がありますよね。お客様のパートナーとして、私たちはこれ

らの課題に対して、どのようなソリューションを提供できるでしょうか。 

フランク：ヨルグがすでに言った通り、多くの小ロットがある場合、前準備プロセスは多くなります。

大ロットあるいは小ロットがある場合、その違いは、前準備時間が示される必要があり、損紙は削減し

なければなりません。そして、多くの色替えは避けなければなりません。これらは頻繁に起きますが、

前準備時間を長引かせてしまいます。ですから、このプロセスは最適化されなければなりません。標準

化され、自動化されなければならないということです。また、適切な材料が適切な時間に適切な場所に

あるということが重要です。例えば、プレート、インキ、コーティングブレートです。これらは、時間

通りにそこにあるべきものです。そして、もちろん、例えば、色替えを回避できるような、適切なジョ

ブの順番にすることも大事です。私たちは、ほかにもソリューションがあります。私はいつもワークフ

ローから始めますが、私たちのプリネクトを使用すると、最適な生産ステップに従って、完全なプロセ

スチェーンをロジカルに管理することができます。 

 

オフセットで見てみると、私たちは、70 x 100サイズ、40インチの製品群をもち、XL106も利教可能で

す。この印刷機には多くの自動化が装備されています。これは、プロセスが同時に進むことを意味して

います。最新のイノベーションを見ていただくと、プレート・トゥ・ユニットで、プレートは直接印刷

ユニットに運ばれ、オートプレート XLでプレート交換が行われます。オペレータのタッチポイントはあ

りません。これにより、5分ごとに新しいジョブができるようになります。もちろん、小ロットでもで

す。さらにこれを、私たちのハイカラ―マルチドライブと組み合わせると、印刷中に、生産に必要のな

いユニット上でのインキの変更が可能になり、これは大きなポテンシャルを生みだします。これを、ウ

ォッシュアシスタントとロトテックローラーと組み合わせると、洗浄時間が削減され、とても速くなり

ます。特に、ジョブが次から次へと入ってくる場合は必要です。時間がありませんから。50 x 74、29イ

ンチのサイズでは、私たちは、優れたアニカラーテクノロジーを使った XL75があります。このテクノロ

ジーは、特に小ロット印刷の場合、実際の印刷を始めるまでの時間を劇的に削減します。これは本当
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に、小ロット印刷では役に立ちます。そして、今、これをハイデルベルグのマルチカラーテクノロジー

と組み合わせると、生産で優位に立つことができます。 

ヤスミン・ブレア：小ロットで収益性を上げるためのカギは、より効率的にすることだ、ということで

すね。そして、自動化は大変重要なポイントだと思います。ありがとう。そして、マルチカラーについ

ても、触れてくれました。次の、ヨルグへの私の質問にも関係しています。マルチカラーとはどのよう

なもので、このマルチカラーテクノロジーがお客様にもたらす優れた優位性はどのようなものですか。  

ヨルグ：マルチカラーは、基本的には拡張された色域です。一般的には、4色を印刷すると、この 4色の

インキが色域の角を表していることが想像できるかと思います。この 4つの角の内側はすべて印刷する

ことができます。では、戦略的に 3色を追加で選択したとしましょう。私たちの場合、オレンジ、グリ

ーン、バイオレットですが、この追加のポイントを四角の外側に、四角と呼べるかは別として、どのよ

うに配置できるかを明確に想像できるでしょう。このように、色域を拡張することができます。そし

て、このアイディアで特色の使用を減らすことができます。さらに、人間の目では同じ色だと思うくら

いの特色を再現することができます。これは 7色で作られています。これは真新しいコンセプトという

わけではなく、デジタル印刷でも使われています。 

 

この小ロット分野は、私たちが多くと競合している分野でもあります。私たちは、同じことをできます

が、実際のところ、オフセットはより多くのことができます。7色プロセスで、私たちは、前準備時間を

短縮することができ、私たちのオフセット技術の提供はもちろんのことですが、例えば、4色、7色ある

いは、どのようなカラープロセスでもマッチすることができなかった、メタリックなインキを 8台目、

あるいは 9台目に加える可能性も提供します。コーティングプレート、ニスを追加することができ、組

み合わせることで光沢効果を出すことができます。どのようなパッケージアプリケーションでも、印刷

機が長くなります。特色の話に戻りますが、マルチカラーの利点についてお話しさせてください。 

私たちのアニカラーを見てみれば、ハイデルベルグのどの印刷機でも同じですが、マルチカラーを使う

ことで、毎回の前準備で洗浄時間を短縮することができます。前準備の色域にある限り、それは 4色ジ

ョブから別の 4色ジョブへ切り替えるくらいシンプルです。7色のジョブから 7色のジョブに変えている

だけですが、インキを変える必要はなく、この間の洗浄時間は年間 1200時間超になります。小ロットを

頻繁に印刷し、特色を定期的に変える場合ですが。 

 

ヤスミン・ブレア：なるほど 

ヨルグ：そのため、これは、1つのコンポーネントとしてとらえることができます。他のコンポーネント

は、印刷機に用紙を一回通すだけで、幅広い特色を追加することができます。5色目、6色目、7色目の

特色を加えるために戻る必要はありません。基本的に、50色の特色を追加することができます。1枚の
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用紙に、50色の特色があり、その中に 7色があり、さらにその特色に非常にマッチしているので、人間

の目には同じ色に見えます。 

ヤスミン・ブレア：時間の削減について多くの話をしてくれましたが、多くのお客様にとって、興味深

いテーマなのではないでしょうか。 

ヨルグ：非常に多くの時間の節約になります。他に節約できるのは、お客様が保管している資材です。

1500種類ものインキを保管している倉庫はお持ちでないと思いますが、一般的に、7種類とか、メタリ

ックやニスといった種類ではないでしょうか。これらを戦略的な方法で、減らすことができます。多く

の人が、オフセットには備わっていないと考えているそれらのデジタル能力を、お客様自身が得ること

ができるのです。 

 

ヤスミン・ブレア：アニカラーとの関連についてもお話ししてくれましたね。これはフランクに聞いて

みましょう。マルチカラーとアニカラーの関連は何でしょうか。アニカラーのテクノロジーについて、

まずは説明してもらえますか？お客様にとっての利益は何でしょうか？ 

フランク：アニカラーテクノロジーは、私たちが XL75を発表した当時に確立されました。アニカラーテ

クノロジーで、私たちは小ロット印刷の優れたソリューションをご提供することができます。アニカラ

ーテクノロジーは、先にも言いましたが、損紙を劇的に削減することができます。それは、小ロットに

おいては大きな意味があります。アニカラーを使用している私たちのお客様から、材料費を年間 15万ユ

ーロ削減したと聞きました。 

ヤスミン・ブレア：すごい！ 

フランク：アニカラーテクノロジーと従来のインキングシステムの違いは何でしょうか。アニカラーテ

クノロジーを使うと、フォーマットサイズのスクリーンローラーがあり、このフォーマットサイズのス

クリーンローラーは、コーティングユニットのように、インキチェンバーと連携して機能します。直接

適量のインキを作り、2点だけで印刷プレートに運びます。非常に均質なインキングで、非常に速いイン

キングです。狭い範囲や広範囲のベタでは、自動で正しいインキがプレートに運ばれ、調整が必要ない

ため、問題になりません。これは、ジョブからジョブへ変える時も、調整は必要ないということです。

機械の操作も減ります。オペレータにとっても簡単です。パッケージ印刷ではあまり行われませんが、

違う素材に変える場合のみ、スクリーンローラーの温度を変える必要があり、新しい原反にインキを適

量追加することができます。マルチカラーテクノロジーと組み合わせれば、インキの変更は無いので、

次から次へと、印刷機の調整をすることなく印刷することができます。 

ヤスミン・ブレア：その組み合わせは、理に適っていますね。 
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フランク：そうですね。8色機とか、メタリックやニスなどでなにか特別なものを制作する市場でも。マ

ルチカラーテクノロジーの印刷機を持つお客様は、大変満足していますし、生産時間を大幅に減らすこ

とができました。 

ヤスミン・ブレア：フランク、ありがとう。私たちは、パッケージ印刷で、小ロットでも利益を得るこ

とができる正しいハードウェアが必要である、ということが分かったわけですが、もちろん、実行可能

な生産を確実にするための包括的なワークフローは重要です。ハイデルベルグの統合されたデジタルソ

リューションは、どのようにこれを実現できるのでしょうか。どのように小ロットが生産されるのか、

いま、説明をしてくれるところでしたよね。どのように収益性を挙げることができるのでしょうか。 

 

フランク：大変重要なことは、実際に小ロット印刷をする場合、印刷会社の完全なプロセスを標準化

し、自動化しなければならないということです。私たちは、プリネクトプロダクションワークフロー

で、ハイデルベルグはプリプレスからポストプレスまで統合していますが、これは、タッチポイントを

削減するために大きく役立ちます。タッチポイントが少なければ少ないほど、生産には適した環境にな

ります。私たちのプリネクトプロダクションマネージャーを使えば、ジョブの計画をさらに一歩進んで

計画することができます。プリプレスから、ポストプレスまで、という意味ですが、反対方向でも同様

です。後加工からプリプレスへと計画することで、後加工で生じるボトルネックを回避することができ

ます。例えば、そうですね、打ち抜き機でこれ以上の仕事ができない状況だったとしましょう。その場

合は別の仕事をするか、それらを組み合わせることができます。プリネクトワークフローでは、計画し

ておくことができます。もちろん、ここで役に立つのはハイデルベルグの Push to Stop フィロソフィー

です。私たちが数年前に提唱した Push to Stop フィロソフィーは、特に商業印刷分野で非常に成功を収

めています。 

オペレータが介入しない自動印刷あるいは、オペレータが印刷機上で何をしなければいけないかという

正確な情報を得ることができるナビゲート印刷は、ジョブが速く完了するのに役立ちます。そして、こ

れは今、特に小ロットにおいて、パッケージ印刷市場でも実現されます。オフセット印刷で、数百枚と

いうロットでも実現できると私は思います。 

ヤスミン・ブレア：小ロット印刷の需要が高まっていますよね、ヨルグ。印刷会社にとっては、クライ

アントに対応する機会がますます増えるわけですが、どのようにクライアントの要求に応え、そしてク

ライアントを維持していけるのでしょうか？そして、それはどのような時に可能なのでしょうか。 

ヨルグ：まずは、従来型のアプローチがありますよね。今では、従来型と言っていますが。例えば、形

やフォームを、特定の材料や原反、箱の設計、アートワークなどから選択できるインターネットポータ

ルで作成できます。これが標準的な方法ですよね。 

ヤスミン・ブレア：そうですね。 
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ヨルグ：しかし、私たちは、ここでイノベーションウィークについてお話ししています。ハイデルベル

グは、クラウドベースのツールを持っており、ある国でテストをしています。世界中の市場からフィー

ドバックを得ることをとても楽しみにしています。このツールは、ボックスユニというツールです。ボ

ックスユニは、先ほど言いましたが、クラウドベースで、折り箱の生産ワークフローに関わる、構造デ

ザイナー、ブランドオーナーそして、アートデザイナーという 3者と相互にやり取りすることができま

す。そして、さらに印刷会社のプリプレス分野ですね。私たちは、印刷会社へジョブを送信するという

最終のステップだけではなく、基本的にはクラウドですべてを提供しています。私たちがすでに積み重

ねてきた経験と、異なる分野で証明されてきたソフトウェアパッケージの利点を最大限に活かすことが

できます。ここでの方法は、構造設計エンジニアが新しい箱のアイディアを持っていて、それをボック

スユニにアップロードする、という流れです。グラフィックで埋めることもできますし、新しい、素敵

なデザインがボックスユニにあるよ、ということもできます。ボックスユニの他のユーザーは誰でも、

それを見て、使用することができます。特許が取得されているものについては、料金があるので課金さ

れますが、従量課金制です。ブランドオーナー、アートデザイナーは、グラフィックを追加することが

でき、箱そのもののレイアウトを作成することができます。 

 

これは、箱の 3Dレンダリングを表示しています。実際に箱を開けてみることができます。業界標準のオ

ープン PDFですが、業界標準でなくても何かソフトウェアが必要というわけではありません。私たち

は、これらのツールを高いプロフェッショナルレベルで提供していますので、必要なソフトウェアを買

いに行ったり、正しいソフトウェアか、正しいバージョンなのか心配することは無くなります。ハイデ

ルベルグにすべてお任せください。そして最後に、ブランドオーナーは箱の構造やグラフィックスを決

定すると、シングルブランクを印刷会社へ送信することができます。そのあと、印刷会社でも同じ流れ

です。ボックスユニに戻って、レイアウトを作って、ネスティングをして、色分解をして、マルチカラ

ー分解をして、特色を分解して、ジョブに必要なことをすべて行うことができます。そして、75サイズ

か、106か、あるいはその中間のサイズの印刷機用の本番用の PDFを持って、戻ってきます。印刷用の

データを持って戻ってきて、プリプレスプリセットデータと CF2ファイルをもって戻ってきます。これ

でポストプレスツールをオーダーすることができます。抜型や、後ほど打ち抜きで必要なすべてのツー

ルです。ボックスユニを介したジョブの送信だけではなく、全体のコンセプトを 2ステップ先へと進め

ることができます。別の観点から言えば、印刷会社のレイアウトプロセスや、ブランドオーナーのデザ

インプロセス、構造設計エンジニアの価値を作ることができます。これは、まったく新しいコンセプト

であり、私たちは、市場のフィードバックがどのようなものか大きな関心を持っています。私たちは、

現在ひとつの市場でテストをしていますが、非常によい結果を得ています。実際にプログラムや機能を

使った結果からフィードバックを得ようとしているところです。 
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ヤスミン・ブレア：どのようなフィードバックがあるのかを質問しようと思っていましたが、まだテス

ト段階なんですね。では、どのような結果だったのかについては、来年のイノベーションウィークで質

問することにしましょう。実際に管理することが不要な、本番と同じ環境のランスルーステーションを

お客様向けにクラウドで作ったというのは、魅力的ですね。説明していただき、ありがとうございまし

た。さて、最後に、もうひとつの課題、ボトルネックについてお話ししましょう。私たちは、実際に、

このボトルネックを把握しているわけですが。先ほどあなたも触れましたよね。生産のボトルネック

は、ポストプレスであると。そうですよね？ボトルネックを回避して、最大限の柔軟性を実現するため

には、とうしたらいいのでしょうか？お客様へどのようなアドバイスをしますか？ 

 

ヨルグ：そうですね、いくつかの戦略があります。そのひとつの戦略は、ここでわたしの最初の答えに

戻るのですが、覚えていますか？繰り返し行われる小ロット印刷というものです。 

ヤスミン・ブレア：そうでしたね。 

ヨルグ：コンベンショナルツールを何度も繰り返して使うので、効率的な使用方法を見つける必要があ

ります。フルツールセットに投資をするのは意味があるかもしれません。しかし、さらにイベント関連

の仕事を探しているような場合、イベント関連とわたしは呼んでいますが、このようなジョブでは、二

つの可能性があると思います。ロット数を増やすためにスモールフォーマットにするか、打ち抜きでロ

ット数を増やすかのいずれかです。私たちは、例えばマルチマトリックスという小型の打ち抜き機を持

っています。幅 60センチメートルしかありませんが、ほとんどの箱は、60センチメートル以下ですよ

ね。1面付けの抜型を注文する場合は、これが最もコスト効果の高い方法です。 

 

しかし、抜型を注文せずに、レーザーダイカッターを使用すれば、さらにコスト効果が高まるかもしれ

ません。ここで、レーザーダイカッターの製品ラインの導入をお伝えできることを嬉しく思います。一

つの製品ではなく、実際に、レーザーダイカッターの製品群です。この写真では、デジマトリックス 

106LRをご覧いただけます。Lはレーザーダイカッターで、Rは、ロータリークリーシングです。これ

は、オプションのユニットです。この写真をご覧いただくと、フィーダーの背後の機械の最初の部分が

小さいのがわかると思います。これが小さなケーシングまたは小さな突起です。これが、クリージング

プレートがわずか数分で取り付けることができる場所にある、インラインのクリージングユニットで

す。このクリーシングプレートは、オフラインプロセスで作成されます。先ほども言った通り、これは

わずか数分で取り付けることができます。スペースが広ければ機械も大きくなりますが、そこで実際に

レーザー断裁が行われ、ツールは必要ありません。そして、この機械は私たちの XL106サイズの印刷機

にマッチする、106サイズとなっています。私たちは現在、デジマトリックスファミリーに属する小フォ

ーマットのレーザーダイカッターを来年に発表する準備をしています。これにより、XL106だけでなく
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XL75にも完全に対応することができます。もちろん、必ずしも XLである必要はありません。CXで

も、SXでも可能ですし、厚紙にも対応しており、1対 1の関係に圧倒的に有利なバーサファイアでも可

能です。以上が打ち抜きそして、レーザー断裁についてです。 

次のステップは、デジタル、小ロット生産と呼ばれる製品です。生産には、製函機が必要になります

が、それに合わせて私たちはここでは、全長 10メートル以下のダイアナ Goをご提供しています。ダイ

アナ Goは、非常にコンパクトな製函機で、素早く調整することができます。後工程を考慮したジョブの

スケジューリングをするなら、フランクが提案していましたが、ダイアナ Go、あるいはダイアナ Easy

を使用すれば、前準備時間を最小限にすることができます。わたしたちは、戦略的にハイエンドの製品

ポートフォリオを拡大してきました。が、同様、カスタマイズレベル、またデジタルロット数でも。そ

して、デジタルロット数というのは必ずしも、デジタル印刷を意味しているのではなく、オフセット印

刷も意味する可能性があることがわかりました。私たちは、お客様と一緒にこの旅を続けていく中で、

これからもプリプレス、プレス、ポストプレスの製品ポートフォリオがさらに成長していくことを楽し

みにしています。 

 

ヤスミン・ブレア：そうですね、お客様も大いに期待されていると思います。レーザー断裁の開発で

は、説明していただいたとおり、多くの動きがありますね。引き続き注目していきましょう。また来年

のイノベーションウィークで、新たなお話が聴けることを楽しみにしています。 

ヨルグ：私もです。ご期待ください。 

ヤスミン・ブレア：それでは、エキスパートのお二人、本日はありがとう。そして、皆様、ご清聴いた

だきまして、ありがとうございました。ここで短いアドバイスです。本日ここで議論した多くのトピッ

クスは、いくつかは非常に詳細な議論でしたが、これらは当社のウェブサイトで覧いただけます。本日

ご視聴いただいたエキスパートトークのほかにも、他のエキスパートトークもぜひご覧ください。ま

た、お客様に合った個別のソリューションについてご相談いただくことができる、ローカルのエキスパ

ートとの 1対 1セッションもぜひご活用ください。改めまして、ご参加いただきまして、ありがとうござ

いました。本日のエキスパートも、ありがとうございました。皆様、ありがとうございました。どうぞ

健康にお気をすけてお過ごしください、近いうちに皆様にお会いできることを楽しみにしています。さ

ようなら。 


