Fuji Xerox Production Service
Case Study

手入力のミスによる品質問
問題を自動化で改善
誰もが作業できる環境を整
整え自主自立を目指す
パナソニック エコシステムズ
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※このシステムについて詳しくお知りになりたい方は、担当営業までお申しつ
つけください。

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3
Tel 03-6271-5111（代表）
お問い合わせは、公式HPのお問い合わせフォームよりお願いします。

http://www.fujixerox.co.jp/
※XEROX、およびそのロゴと“コネクティング・シンボル”のマークは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です
す。
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