PLM ソリューション導入事例

蘇州愛普生有限公司
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セイコーエプソングループの中・小型ディスプレイ事業を担うエプソンイメージングデバイス。

PDM システム自体が持つ

同社では、中国の生産拠点である蘇州愛普生有限公司（以下、蘇州エプソン）との情報共有を促進し、
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日本で作成した技術情報を担当者が Obbligato II 上に登録。図面などの技術文書の版管理や配布管理、出図管理をシステ
ム上で行っている。また、権限に応じた持ち出し制御を実現するなど、セキュリティ対策にも万全を期している。
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