
 『見える化』で 
始まる業務の変革
ZEBRA が提供する業界ごとのソリューション・ 
ポートフォリオ
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SENSE 
(情報の感知・収集)

ビジネスにおける
 『見える化』

リアルタイムに人・モノ・業務の
状態を把握できるようデータを
「感知・収集」します。Zebraは、
何が起きているかについて知り
得る情報をリアルタイムに収集
することを可能にするためのソ
フトウェアおよび、モバイルワー
カーへのデバイスの接続を支援
します。 

ANALYZE
(情報の分析・解析)

リアルタイムデータ 
の分析・解析

前例のないほど多くのデータに
も簡単にアクセスできることで、
短期的および長期的な戦略計
画策定が可能になります。Zebra
は、接続されたデバイス内のセ
ンサーによりキャプチャされた
重要なデータを『見える化』す
るシステムの構築をご支援し 
ます。

ACT 
(行動)

従業員のリアルタイム対応
を可能にします

大規模で拡大中のモバイル・デ
バイスの活用は、すべてのレベル
のマネジメントと�従業員がいつ
でも、�どこでもリアルタイムに連
携を図りながら、『見える化』さ
れたデータを解析して得た決断
に基づいて行動することを可能
にします。

Mobility DNA
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Zebraは、この世界のすべてのビジネスをコンピュータ化によるハイテクと高い
接続性で成功させます。業務のあらゆる側面で生産性を向上し、コストを削減
し、持続的な成長の機会を増やす力をもたらすリアルタイムの『見える化』を実
現することで成功がもたらされことを確信しています。

エンタープライズ・アセット・インテリジェンス (EAI) 

当社のエンタープライズ・アセット・インテリジェンス (EAI) は、重要なビジネ
ス、市場や顧客情報を得るための運用可能な『見える化』をご提供します。業務
を簡素化、合理化しかつ、自社のモバイルワークに力を与えるため必要なビジネ
スについてのすべての知見を得ることができるよう当社がお手伝いします。

Zebraソリューションは持続可能な業務の基礎です。それらのソリューションで
は、われわれが把握した広範囲にわたる貴社の企業資産マネジメント、IoT、ク
ラウドコンピュータ、接続モバイルデバイス、モバイルアプリケーション、位置
情報ソリューション、無線ローカルエリアネットワークおよび、セキュリティに
ついての情報を活用します。

 『見える化』によって本質を見抜く力を得る
従業員、プロセスおよび、モノの本質を見抜くリアルタイムの『見える化』を確
実に得られるエンタープライズ・アセット・インテリジェンスにより成長を生み
出し持続させるよう貴社と密に連携します。当社のソリューションは、企業にお
けるビジネスを感知し、分析し、行動することを可能にし、迅速かつより良い意
思決定ができるように支援します。

Zebraは、先見の明をもたらす『見える化』により企業を支援します。当社は、
企業の明日のプランのために今日を最適化し、将来を見通すことに役立つコンピ
ュータを駆使したハイテクによる『見える化』をご提供します。

現場で起きているすべてを把握する 
リアルタイムでの『見える化』

2020年の世界は？

N

17億 5000万人がグローバル
モバイルワーカーとなります

世界労働人口の
42%を占めることとなります

210億台の 
接続デバイス

世界のIoTにおいて、

IDC デジタルユニバース 研究

1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

44ゼタバイト  
のデータの

10% がIoTによるもの

Gartner Group戦略分析論
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ハウリング・エア（エア輸送）
昨今の道路上のほとんどのトラックの貨
物室には満載時の僅か70%の貨物しか
積載されていません。

運輸＆物流業の58％は、トラック積載
スペースを最適化し、少ないトレーラー
で最大限の運送を実現するためにトラッ
ク積載の自動化を計画中です。i 
 

IoTの活用
10人の中 7人の運輸＆物流プロフェショ
ナルが IoT を活用:

• 60% がサプライチェーンマネジメン
トを強化

• 61%  が資産を検索
• 76% がビジネスデータ管理を改善

ハイテクによるよるより効率の
良い発送 
運輸＆物流企業は、IoTによる最も望ま
しい機能性を以下の通りランク付けして
います：ii  
• 91% が:カーゴの検索
• 82% が:カーゴの状況
• 77% が:コンテナの検索

Zebraソリューションは、運輸および、物流企業が連続サプライ
チェーンの車両基地、港湾および、空港から空港ターミナル、
倉庫および物流センター、また、フィールドおよび、配送業務
にいたるまでのあらゆる場所、プロセスで商品、資産、従業員
の『見える化』を維持することを可能にします。 

運輸・物流業界は急速な進化を遂げつつあります。Zebraは、倉庫や配送業務全体の
『見える化』を得られるよう企業を支援します。当社のソリューションは、効率的な
車両基地および、ターミナルのトラフィック管理、倉庫の利用および、集荷と出荷プ
ロセスの最適化して劇的な業務効率の改善に役立ちます。また、Zebraの製品は、最
新式のテレマティクスによるリアルタイムのスマートデリバリー、ドライバ・アン
ド・ロードトラッキング、載荷最適化および、同日配送を可能にするロケーショニン
グを提供します。 

当社のインテリジェントトレーラーソリューションは、輸送中の計量のみならず、燃
料およびコスト削減ソリューション、リアルタイムドライバー通信および、食品や製
品の安全性保証を強化します。 

当社は適正温度を確保し、アイドリングタイムと待ち時間を減らし所要時間を短縮す
るため正しいドックへ向かうためのベストルートへドライバを誘導するため 出荷内
容と載荷状況の瞬時追跡により企業のトレーサビリティレギュレーションへの準拠を
支援します。さらに、大容量のオムニチャネルへの出荷を含む顧客の要件および、出
荷要求に対する即時応答を可能にし、在庫回転率に即時対処し、また、専門分野に特
化した規制要件への適合を徹底できるよう企業を支援します。また、当社のソリュー
ションは、企業の全車両、トラックドライバおよび、車両パフォーマンスを前向きに
維持することを可能にし、法規制遵守を可能にします。

Zebra分析性ソリューションは、コンベアライン上および、輸送中のパッケージや商
品を表示し、トラックの完全かつ最適な載荷を徹底するため、ローダーにリアルタ
イムのガイダンスを提供します。また、寸法データが自動的に収集され、間違った 
輸送費の計算、ラベリングと配送料により失われた収益損失を補償することを可能に
します。

 『見える化』が、商品をより速く、効率的に 
販売することに役立てるかをご確認ください

70%

i Zebra Warehousing 2020 Vision 研究
ii Zebra Technologies を代表して Forrester 

Consulting
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POS から顧客満足度に至るまでの
パッケージの追跡
Organizacion Coordinadora Argentina（OCA）
は、コマース事業の完全統合を目指してテクノ
ロジーを開発したアルゼンチンの最初の物流会
社でした。OCAは、ドライバーピックアップ、
車両運送および、物流センターフルフィルメン
トを介して商品のリアルタイムトラッキングを
提供する高速、インテグレーテッドバーコード
スキャナおよび、GPSテクノロジ－を搭載した�
Zebraのモバイルコンピュータを活用したソリュ
ーションを配備しました。 

結果は極めて素晴らしいものでした。今や、ト
レーサビリティとタスク完了を簡素化すること
で製品とパッケージの識別、また、そのパッケ
ージが配送された場所の地理的確認が容易にな
りました。OCAは、電子フォームを発行し、顧
客の契約署名を取得し、プロセスデジタル化を
提供する能力を持っています。同社は記録に伴
うエラーを大幅に減らし、責任と権限の委譲を
簡素化しました。

巨大コンテナ港における効率を 
最大化
面積が� 270エーカーに及ぶオークランド国際コ
ンテナターミナル（OICT）は世界第5位のコン
テナ港です。ターミナル� WLAN を経由して、 
Wi-Fiモバイルデバイスにリアルタイムで配信
される作業命令書による指示に従って、労働者
は数千ものコンテナを積み下ろししなければな
りません。このネットワークは、接続の問題を
抱えており、これが日々の業務、ターミナルの
能力と作業要員の負担に大きな影響を与えまし
た。OICTは、業務を合理化するために、新しい
無線ネットワークを必要としていました。

このターミナルは、リモートZebraコントローラ
によって管理される100以上のアクセスポイント
装備の耐久性のある� Zebra WLAN を選択しまし
た。このシステムは、作業要員の生産性、ター
ミナルの処理能力と稼働率を最大化し、その結
果卓越した投資利益率をもたらします。また、
このポートは、追加のアプリケーションをサポ
ートするための無線接続を拡張して、OICTの継
続的な投資の活用を可能にしました。

現実の運輸と物流における ZEBRAの『見える化』�
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Zebraソリューションは、最も重要な事項について小売業に『見
える化』を提供します。店舗運営、買い物客、店員、資産およ
び、在庫、出荷および、入荷です。サプライチェーン全体に及
ぶ『見える化』と分析力を得ることで、すべての小売チャネル
を網羅する卓越したブランドエクスペリエンスを創出すること
ができます。 

小売業は常に変化し、進化しています。注目されているのは、オムニ・チャネルで
す。お客様は、店舗で、オンラインもしくは、自分の接続モバイルデバイスで、いつ
でも、どこからでも購入したいと考えています。お客様は店舗内で商品を受取るか、
商品を自宅や職場へ配送して欲しいと考えます。買い物客は、最も便利な配送方法を
決めることができるよう商品が入手できるか否かについての情報を必要としていま
す。在庫の『見える化』は、オムニチャネル戦略を成功させるための基盤です。 

バーコードや無線自動識別（RFID）などの複数のキャプチャ技術を使用するゼブラソ
リューションは、配送センターから出荷された時点の在庫から店舗のバックルームで
の販売フロア用の補充とフルフィルメントのための入荷に至るまでの『見える化』を
提供します。 

Zebraモバイルソリューションを通じて、小売業者は、業務用のモバイルデバイス上
で実行される多様なアプリケーションとナレッジ・プラットフォームを構築すること
ができます。店員は、顧客とより多くの時間を費やして、より個人に寄り添ったサー
ビス、製品を薦めたり多様な支払い方法や配送オプションを提供することができ、リ
アルタイムの情報を有効に役立てることができます。当社のモバイルソリューション
のプラットフォームは、価格管理、補充、ディスプレイ・コンプライアンス、施設管
理などのタスクおよび、顧客サービス向上のためのインサイトを生み出す多数の他の
業務の可視性を提供します。

従来型の実店舗を構える小売業者は、店舗内顧客行動に関する情報へのアクセスが制
限されてきました。最新のゼブラソリューションにより、小売業者は顧客のフロー
パターン、滞留時間、それが試着室にあろうとあるいは、POS（販売時点情報管理）
システムを通過したか否かにかかわらず、商品の位置を可視化することができます。
この『見える化』は、小売業者が販売促進商品用の最適な位置を決定、店員数の最適
化、シュリンケージ（商品盗難による在庫減少）を抑制し、近接マーケティングの実
行に役立ち、ユーザーの「愛着」を深める顧客エンゲージメントを可能にします。

 『見える化』が優れたブランドエクスペリエンスの創出に役
立つことをご確認ください

店員との接続小売業の69% が店
員にモバイルデバイスを実装し
ています。

在庫の『見える化』小売店舗店
員の78% がモバイルデバイスを
活用して製品情報を確認してい
ます。

小売店舗店員の56%がモバイル
デバイスを活用して在庫レベル
と製品の入手可能性情報データ
にアクセスしています。

企業サイロの障壁を打破する 
小売業者の 82％は、小売業者の一
部またはすべてのチャネルにわた
って共通価格を提供しています。

78%

Retail Touch Points 2015 (小売業のタッチ
ポイント 2015年), The New Age of Store 
Operations（店舗運営の新時代）
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LORD & TAYLORでの 
靴の『見える化』と販売戦略
米国全土に展開する48店舗において、Lord & Taylor 
は、自社の靴の得意客の購買欲と満足を引き出
す数千ものスタイルやカラーをディスプレイす
る必要がありました。膨大な数のため、完全な
在庫で展開できるのは一週間のみで、それはほ
とんどの場合、ディスプレイサンプルから展開
できる多数のスタイルについて在庫を確保でき
ないため、売り上げと収益が失われることを意
味していました。 

最新のディスプレイを確保するために、Lord & 
Taylor はそれぞれの靴のスタイルの完全な情報
をキャプチャするZebraのRFIDタグシステムを採
用しました。ディスプレイサンプルの週ごとで
はなく毎日の在庫計数が可能になり、実際に役
立つようになりました。かくして、Lord & Taylor
の顧客は、最新ファッションスタイルの靴を見
て、触って、履いてみて、最も大事なことはそ
れを購入することができるようになりました。

買い物客の満足度を保ち続ける
ブラジル・サンパウロの Shopping Cidade Jardim 
ショッピングモールでは、小売業者たちは、お
客様がユニークな商品をみつけ、素晴らしいシ
ョッピングエクスペリエンスを得たいと欲して
いることを知っています。Zebraとの提携によ
って、ショッピングモールのオーナーJHSFは、
革新的な顧客サービスの機会を小売業者に提供
し、高速無線�LAN と�MPact モバイルマーケティ
ングプラットフォームなどの強力なソリューシ
ョンを配備しました。

Zebraの強力な� WLAN は、小売業用に特殊設計
された分散型ネットワーク対応アーキテクチャ
とアクセスポイントを使用して、複雑で難易度
の高い�RF 設定において信頼性の高い受信可能範
囲サービスエリアを提供しています。高機能の
屋内ロケーショントラッキング技術により、シ
ステムが小売業者と顧客との直接通信を可能に
し、より説得力のある、よりパーソナライズさ
れたメッセージのリアルタイムでの提供を可能
にしています。

実店舗小売業者における�ZEBRAの『見える化』�
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Zebraは、製造業者がワークフローを簡素化し、コストを削減
し、倉庫の生産性を向上させ、また、卓越した品質の製品を製
造する助けとなるテクノロジーを活用し、リアルタイムで業務
上の可視性と知見を得られるよう支援します。 

自動化およびトラッキングテクノロジーにおけるZebraの進歩は、製造企業がリアル
タイム企業資産インテリジェンスから競争上の優位性を得ることを可能にします。当
社は、操業の効率化、数秒単位の時間短縮プロセス、欠陥の抑制、より安全な作業、
コスト削減および、生産性の向上で製造業者を支援します。

Zebraは、データを検証するため一定の「スキャン・アンド・ティルト」を行う必要
性を低減し、バーコードやRFIDラベルおよび、より効率的なアイズアップ・ワークフ
ローによってコンポーネントおよび製品識別を可能にする企業向け用のデバイスを提
供する世界をリードするリーディングカンパニーです。マシンはインフラストラクチ
ャ内のすべてのデバイスからのデータを自動的に捕捉、分類、分析することができ、
企業環境における重要な課題に対処するための手順やプロセスの活用を支援します。 

当社のインテリジェンス主導型のソリューションは、高度なヒューマン・マシン・イ
ンターフェース（HMI）の採用を支援し、リアルタイムでテクノロジーの製造ライン
パフォーマンスに関するレポーティングを可能にします。当社の機械学習の専門知識
は、パラメータ外にある製品を検出して制御室と作業要員のモバイルデバイスの双方
に即時警告を送信するアルゴリズムベースのソリューションを最適化するのに役立ち
ます。

製造業では IoTを採用しています
継続的な製造プロセス改善の最新かつ最も重要な推進力の中でIoTが重視されていま
す。数多くのメーカーがより革新的でインテリジェントなIoTの活用を急速に拡大し
ている中で、それらの製造業者はサプライチーン全体の在庫を正確に追跡する能力お
よび、リアルタイムでの作業要員への指示および、コミュニケーションの最大化を向
上させようとしています。マシンのダウンタイムを少なくし、より望ましい資産活用
と開発期間の短縮を促進するハイテク機器やセンサーの工場現場への接続により、製
造業務はこれまで以上により効率的に稼働しつつあります。 

 『見える化』が、生産性の改善と品質強化に 
役立つ方法についてご確認ください 

テクノロジーが 
製造業に
変革をもたらす
製造業の
最重要実現可能な
IoTテクノロジーを格付け：

工業用�Wi-Fi

RTLS

セキュリティセンサー

バーコード

パッシブ無線自動識別�
� 装置�( RFID）
2014年 Forrester IoT 研究

54%

51%

49%

44%

35%
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IoT は、水・衛生管理および、 
エネルギーの『見える化』を高める
水・衛生管理、エネルギーのグローバル・プロバ
イダーは、「一日24時間、週7日」ベースでの顧
客のプロセスの追跡と監視のためのサービス品
質保証契約を履行することを次第に困難に感じ
るようになってきています。この問題を解決す
るためには、Zebraと提携し、その画期的なIoT
ソリューション、Zatarを導入することです。 

このシステムは、複数のセンサーからのデータ
を集計し、このデータを十分な洞察力をもった
理解と解釈で視覚化できるようサービス・プロ
バイダーを支援します。同社は現在、サービス
品質保証契約の条件を満たしかつ、顧客のプロ
セス運用を効率よく維持するため、リアルタイ
ムの『見える化』を活用しカスタマイズされた
付加価値の高いプログラムを作成することがで
きました。また、このプロバイダは、過剰在庫
を減少し、レポート化と分析における精度向上
の恩恵を受けています。

ロング・レンジのスキャナで効率化
ニュージーランドの協同組合フォンテラ
(Fonterra)は、乳成分の世界最大の製造加工業
者で、プロセスの効率を高めるためバーコード
スキャンを使用している世界のリーダーです。
しかし、スキャン範囲が狭く、輸送用コンテ
ナコードあるいは、パレットが積み重なった一 
番上のコードを捕捉することを困難にしていま
した。 

フォンテラは、プロセスを合理化し、信頼性を
増加させるであろう、より強力なロング・レン
ジのスキャナにアップグレードする必要があり
ました。Zebraのロング・レンジのスキャナは、
理想的にこの要件を満たしました。今では、30
フィート離れた場所からあたかも触れるような
近接感で� 1Dおよび、2Dコードを読み取りスキ
ャンすることができます。また、その高堅牢
な設計は、厳しい産業環境の要求を満たしてい 
ます。 

実環境の製造における ZEBRA 可視性
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錯誤を最小化し、転帰を 
最適化する

バーコード・ソリューションは、
正確な検体、投薬や患者の識別だ
けでなく、ラボや薬局管理を有効
化し、EMARシステムとの組み合
わせで投薬管理ミを 42％ 低下さ
せます。  I    

患者ケアを強化
看護師は、勤務時間を以下のよう
に費やしています：勤務時の35%
を書類作成に,20%をチーム内コミ
ュニケーションに、そして、19% 
を患者ケア活動に費やしていま
す。企業向け用デバイスで看護師
が患者ケアにより多くの時間を集
中できるようにできます。ii 

無駄を省き 
コストを削減する  
ヘルスケアサプライチェーンの無
駄は、年間50億ドルに及ぶと推定
されます。平均して各医療施設に
は、医療費請求プロセスにおいて 
7％の収益の漏出があります。i

Zebraは、医療機関が臨床現場の精度を強化し、スタッフの生産
性を向上させかつ、業務上の効率を最大化することができる、
よりコスト効率の高いテクノロジー主導のソリューションが提
供する業務の『見える化』を通して患者中心のケアの最大化に役
立っています。 

ゼブラでは、強化された患者の安全性とより良い患者中心のケアの基盤となる、確実
な患者の識別を可能にする『見える化』を提供します。当社のテクノロジーソリュー
ションは、病院あるいは、医療施設全体にわたって正しい投薬、検査結果、医師や介
護師を患者とデジタルにリンクします。臨床ワークフローへのリアルタイムの『見え
る化』は、錯誤の可能性を低減させ患者の転帰を改善します。

画期的なZebraヘルスケア・ソリューションは、スタッフのコラボレーション、臨床
統合、および意思決定を改善し、ベッドサイドにより注意を集中できるよう、患者ケ
アチームが接続されたモバイルコンピュータやその他のデバイス上の通信を効率化す
ることができます。また、当社の健康管理を目的に設計されたソリューションは、患
者のプライバシーが保護されていることを確認し、配信の有効性と最も重要な患者ケ
ア通信の到達範囲を増加させます。 

当社のロケーショニングテクノロジーは、最高の業務効率化とインテリジェンスにつ
ながる、患者、スタッフ、投薬や医療機器に関する情報をリアルタイムで捕捉しま
す。患者が転倒もしくは、ベッドから落下した場合、それを検知し必要になった瞬間
直ちに、必要不可欠な機器を検索する無駄な時間を排除しすべてを正常に復帰させま
す。ヘルスケアの『見える化』で推測することと実際に知ることとの間の差です。 

シームレスな『見える化』で患者のケアと
改善がどのように実現できるかをご確認ください

 i GHX
 ii カイザーパーマネンテ（Kaiser Permanente）
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非常時のための無線医療 
トリアージ（重症度判定検査） 
今日の接続された医療環境では、アラームが90
秒ごとに一度発生し、その93%が緊急治療を必
要としない出来事によって引き起こされていま
す。病院は生命を脅かす状況に関与するアラー
トの重症度判定検査をどのように行いますか？ 

この問題を解決するため、多くの病院は、ア
ラーム管理ソフトウェアに投資し、それら
のシステムを既に導入済みのZebraモバイル
コンピューティングデバイスとペアリングし
ています。アラーム管理ソフトウェア内の高
度なアルゴリズムを活用して、それぞれのア
ラートの緊急性を表示し決定するモバイルコ
ンピューティングデバイスに直接表示を配信
することができます。この統合ソリューショ
ンによって、臨床医がどのアラートに即時対
応が必要なのか、また、どのアラートの緊急
度が低いのかに関してインテリジェントなリ
アルタイムの意思決定を行うことを可能にし
ます。ポイントオブケアにおいて直接この 
リアルタイムの可視性をもたらすことは、適切
な応答が適切なタイミングで適切な患者に提供
されていることを徹底するのに役立ちます。

心筋梗塞の防御的時間追跡 
毎年1730万人以上の死者を数える心疾患、特に
急性心筋梗塞� (AMI)� は、死亡原因の世界ナン
バー� 1 です。AMIは、バルーンを膨張させるこ
とにより、動脈の閉鎖部分を切除する心臓手術
で治療されています。オランダのライデン大学
医療センター� (LUMC)� は、ドア・ツー・バルー
ン� (DTB)�時間の追跡、評価とフィードバックを
提供するために、正確なドア・ツー・バルーン
(DTB)�システムを作成するために� Zebra と提携
しました。 

このシステムは、患者が病院に入り、閉塞が除
去されるまでの危機回避に決定的な時間を測定
します。このソリューションでは、各患者の血
流を回復するためにかかる時間に自動的かつ非
侵襲性のリアルタイム記録およびリアルタイム
の『見える化』を提供します。これは、無線で
リアルタイムのデータを提供し、医療チームが
DTB 時間を短縮し、患者の転帰を改善すること
に集中することを可能にします。�

実環境ヘルスケアにおける ZEBRAの『見える化』



すべてを見尽くすことができたときに何が起こるかをご覧ください。 
もっと知るには以下をご覧ください www.zebra.com/visibility

企業資産インテリジェンスに対する� Zebraの重点的な取り組みは、企業の合理化お
よび、業務の簡素化とモバイルワークフォースの支援に役立つよう企業のビジネスの
あらゆる側面における『見える化』を提供します。 

Zebraの『見える化』

 
NFL 選手のパフォーマンスをリアル
タイムで可視化
Zebraの強みの一つは、リアルタイム資産動向追
跡におけるリーダーシップです。この機能は、ナ
ショナル・フットボールリーグ（NFL）とのパー
トナーシップの鍵となっています。2014年に始ま
った段階では、当社のZebraスポーツソリューシ
ョンは、チーム運営を支援することで貢献し、全
体的なファン・エクスペリエンスを強化すること
で、次世代のプレーヤーの統計とデータ分析を可
能にします。当社の強力な�NFLソリューションは
現在、31のすべてのNFLスタジアム、それに加え
て、プロボウルのアロハスタジアムおよび、ロン
ドン大会のウェンブリースタジアムでも設置され
ています。

 『見える化』を実現するソリューションは、当社の運輸や物
流、小売、製造、ヘルスケアなどを含む、今日の最も重要な
業界市場における企業業務の深い知識に広く基づく全体的
な市場における Zebraのリーダーシップの根幹をなすもの
です。 

イノベーションと成長
バーコード、RFIDおよび、位置情報ソリューションにお
ける当社の過去の強みを土台に－また、2014年におけ
るモトローラソリューションズのエンタープライズ事業
の買収に伴って、Zebraは、モバイルコンピューティン
グ、データキャプチャ、バーコード印刷および、読み取
り、ロケーショニングおよび、RFIDタグ方式と追跡方式
を含むテクノロジーカテゴリーにおいて力強い成長のた
めのポジションを確保しました。

イノベーションは、当社の企業文化と年間当たり10％以
上もしくは、売上高の10%のR＆D投資を行うコミット
メントを守り続けることの基礎となるものです。当社
は、4500以上の特許取得と出願中数を有しており、当社
の年間売上高の20%強を生み出す新製品とソリューショ
ンの安定した流れを有しています。

当社の多様な顧客基盤には、フォーチュン誌の世界500
社の95%が含まれており、また、11,000メンバーパート
ナーシップエコシステムを通じてその他の何千という顧
客にサービスを提供しています。

©2016 ZIH Corpおよび/またはその関連会社。無断複 ・複製・転載を ずZebraおよび、Zebraヘッドグラフィックは、世界各国にお
いて 録済みのZIH Corp.の 録商 です。その他すべての商 はそれぞれの所有者に帰 します。 05/2016

および、企業本
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アジア 本
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

ーロッパ・中 ・アフリ 本
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

ラテンア リ 本
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


