
2020/04/28 

ゼロ証明 News_vol.101 アルコール検知器は本当に感染症を媒介するか？ 

https://willap.jp/archive/2705/uSE5Lm3qQwWieaPCoqySzw 

 

2020/03/23 

ゼロ証明 News_vol.100__ゼロは証明できただろうか？ 

https://willap.jp/archive/2705/UrIHAHcOR3WMz12W9pVJKw 

 

2020/02/21 

ゼロ証明 News【号外】「点呼で血圧測定」を、標準に。 

https://willap.jp/archive/2705/iu0Aj3dJQ2ypq3emFIZuEw 

 

2019/12/27  

ゼロ証明 News_vol.99 今年は航空、鉄道の新たな検知器義務化開始の年でした 

https://willap.jp/archive/2705/2FIthDtZSMaabwP-M5k0pA 

 

2019/09/18 

ゼロ証明 News_【号外】_国交省令和元年度 補助金開始（注意！_数日でなくなるかも・・） 

https://willap.jp/archive/2705/V6y2QLW3QHamGSnPcHQJ4w 

 

2019/08/22 

ゼロ証明 News_vol.98 オーバーライドと自動運転レベルゼロ 

https://willap.jp/archive/2705/EKVy6Fa-R4WvCmyOLTEP8g 

 

2019/04/05  

ゼロ証明 News_vol.97 令和ｘ年 運輸業界が XX となる日 

https://willap.jp/archive/2705/LH7fkbY0TNagsjGRUZXKJQ 

 

2019/01/24 

ゼロ証明 News_【号外】_航空、鉄道、船舶、自動車等_全輸送モード向け飲酒・健康管理

対策セミナ 開催！ 

https://willap.jp/archive/2705/N-rlnSfjR9G3XPNbIk37oQ 

 

2018/12/26 

ゼロ証明 News_vol.96 パイロットの飲酒基準とアルコール検知器義務化 

https://willap.jp/archive/2705/q5T-3aaiQ2GaxS_2yJ2r5Q 

https://willap.jp/archive/2705/uSE5Lm3qQwWieaPCoqySzw
https://willap.jp/archive/2705/UrIHAHcOR3WMz12W9pVJKw
https://willap.jp/archive/2705/iu0Aj3dJQ2ypq3emFIZuEw
https://willap.jp/archive/2705/2FIthDtZSMaabwP-M5k0pA
https://willap.jp/archive/2705/V6y2QLW3QHamGSnPcHQJ4w
https://willap.jp/archive/2705/EKVy6Fa-R4WvCmyOLTEP8g
https://willap.jp/archive/2705/LH7fkbY0TNagsjGRUZXKJQ
https://willap.jp/archive/2705/N-rlnSfjR9G3XPNbIk37oQ
https://willap.jp/archive/2705/q5T-3aaiQ2GaxS_2yJ2r5Q


2018/09/10 

ゼロ証明 News vol.95 空を飛ばない自動運転「クルマ」 VS 空飛ぶクルマ「ドローン」 

https://willap.jp/archive/2705/Ux8__m2BTWmKFNSirwGUpQ 

 

2018/08/10 

ゼロ証明 News【号外】 クラウド運転者台帳発売・国交省助成金・セミナー・西日本豪雨

保守対応 

https://willap.jp/archive/2705/DTNMMd7GTnGRmS_wGyXHfQ 

 

2018/06/27 

ゼロ証明 News vol.94 ライドシェア新法は、運輸の未来を創るのか、壊すのか？ 

https://willap.jp/archive/2705/jTe4TQ8RRW663MYwMkB7Kg 

 

2018/04/03 

ゼロ証明 News vol.93 ドライバーがあくびをしたら？（点呼項目改正） 

https://willap.jp/archive/2705/qpSfvkN0QjqyOI2yPOrjKA 

 

018/03/06   

ゼロ証明 News vol.92 点呼の未来、移動の未来 

https://willap.jp/archive/2705/qP-RTERgRQ-EYGeP_pzOig 

 

2018/01/15  

ゼロ証明 News vol.91 2018 年は、XX の年 

https://willap.jp/archive/2705/vuxtzdApSKeqQQoVt1uP9A 

 

2017/09/20   

ゼロ証明 News vol.90 国交省H30 年予算から何を読む？ 

https://willap.jp/archive/2705/tj9Q9jbYTgCZTtvzeOQ4dw 

 

2017/09/19   

ゼロ証明 News 【号外】10 月・11 月のまるまる 1日セミナーのご案内 

https://willap.jp/archive/2705/0DX1eX-ZRW6liSuvO7Pw4g 

 

2017/09/01   

ゼロ証明 News 【号外】 新製品のお知らせ・9 月と 10 月のセミナー 

https://willap.jp/archive/2705/kPZ4aFCgRrimDwg6BDGP0A 

https://willap.jp/archive/2705/Ux8__m2BTWmKFNSirwGUpQ
https://willap.jp/archive/2705/DTNMMd7GTnGRmS_wGyXHfQ
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https://willap.jp/archive/2705/0DX1eX-ZRW6liSuvO7Pw4g
https://willap.jp/archive/2705/kPZ4aFCgRrimDwg6BDGP0A


 

2017/08/21   

ゼロ証明 News vol89 自動運転の運行管理を栃木へ見に行こう 

https://willap.jp/archive/2705/9hdCD5jzQ6mplz8MjXjsQg 

 

2017/07/07   

ゼロ証明 News vol.88 トラック会社が人を運び、バス・タク企業が物を運ぶ時代 

https://willap.jp/archive/2705/OKRw_oaLQO2_CnuGrJLfFQ 

 

2017/06/29   

ゼロ証明 News 【号外】昼食つき、まるまる一日運輸安全へのチャレンジセミナー 

https://willap.jp/archive/2705/6vwKVbkPR0yWmvH-7huVgw 

 

2017/05/24  

 【URL 訂正】ゼロ証明 News 【号外】 東海電子 新製品の発売予定および説明会のお

知らせ 

https://willap.jp/archive/2705/LwgAiGeGQfKf_nGdOBZTOg 

 

2017/05/24   

ゼロ証明 News 【号外】 東海電子 新製品の発売予定および説明会のお知らせ 

https://willap.jp/archive/2705/KWzx-Pr_SICyVFd5uPFVPA 

 

2017/05/23   

ゼロ証明 News vol.87 事業許可 5 年更新制へ（貸切バスのみ） 

https://willap.jp/archive/2705/KV-cnTpOSNGqYT90OyDPjQ 

 

2017/03/28   

ゼロ証明 News 【号外】 昼食つき、まるまる一日点呼＆安全教育セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/261a2TK3TVm4yW4_bvjRbQ 

 

2017/03/03   

ゼロ証明 News vol.86 いつかは高齢者、すぐそこ自動運転。 

https://willap.jp/archive/2705/KLoVDXLZRHivCkkwtiotTw 

 

2017/02/27   

ゼロ証明 News 【号外】 昼食つき、まるまる一日点呼＆安全教育セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/9hdCD5jzQ6mplz8MjXjsQg
https://willap.jp/archive/2705/OKRw_oaLQO2_CnuGrJLfFQ
https://willap.jp/archive/2705/6vwKVbkPR0yWmvH-7huVgw
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https://willap.jp/archive/2705/HyyTMrNJQDehiZumERNz0g 

 

2017/02/16   

ゼロ証明 News 【号外】 昼食つき、まるまる一日点呼＆安全教育セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/M7Bo_b92QyCJdusVQ3knew 

 

2017/01/27   

ゼロ証明 News 【号外】 昼食つき、まるまる一日点呼＆安全教育セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/WSTQbbJBQ92rJuqAVPw1aw 

 

2017/01/16   

ゼロ証明 News 【号外】 昼食つき、まるまる一日点呼＆安全教育セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/F-D9GmgLQZWe3a6eiQXAPg 

 

2017/01/16   

ゼロ証明 News vol.85 不都合な真実をつくるのは誰か？ 

https://willap.jp/archive/2705/YLd8OPhzSKKdKpus1imtyw 

 

2016/12/29   

ゼロ証明 News【号外】昼食つき、まるまる一日点呼＆安全教育セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/CZIfX4wtTDGTcB6GcvKVZQ 

 

2016/12/20   

ゼロ証明 News【号外】昼食つき、まるまる一日点呼＆安全教育セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/AwqDVVZJRCqtilXTX5VGfg 

 

2016/12/08   

ゼロ証明 News【号外】昼食つき、まるまる一日点呼＆安全教育セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/xbCDtYW1QymOqD03UuSJlw 

 

2016/11/30  

ゼロ証明 News【号外】昼食つき、まるまる一日点呼＆安全教育セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/xbCDtYW1QymOqD03UuSJlw 

 

2016/11/22   

ゼロ証明 News【号外】昼食つき、まるまる一日点呼＆安全教育セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/HyyTMrNJQDehiZumERNz0g
https://willap.jp/archive/2705/M7Bo_b92QyCJdusVQ3knew
https://willap.jp/archive/2705/WSTQbbJBQ92rJuqAVPw1aw
https://willap.jp/archive/2705/F-D9GmgLQZWe3a6eiQXAPg
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https://willap.jp/archive/2705/xbCDtYW1QymOqD03UuSJlw
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https://willap.jp/archive/2705/zE9z8iyIRiO0j24ykEoMAQ 

 

2016/11/22   

ゼロ証明 News【号外】昼食つき、まるまる一日点呼＆安全教育セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/hjoVZm0DTha7M22O2e8UTw 

 

2016/11/11   

ゼロ証明 News【号外】昼食つき、まるまる一日点呼＆安全教育セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/34PsS5BjQ1yM0BIi3S7brQ 

 

2016/10/27   

ゼロ証明 News【号外】貸切バス規則改正とパブコメ、道路運送法改正案 

https://willap.jp/archive/2705/GKPhkjAHQXmPAiv_chUD7w 

 

2016/09/27   

ゼロ証明 News【号外】 国土交通省 補助金 終了しました 

https://willap.jp/archive/2705/QeY8l4n2SH6qRqbCMuAMVg 

 

2016/07/06   

ゼロ証明 News vol.84 『新たに雇い入れた人』の乗務員台帳と適性診断 

https://willap.jp/archive/2705/fhjCq1BMQsqXFgEZ9i4G6g 

 

2016/05/14   

ゼロ証明 News vol.83  IT か？ 人か？  

https://willap.jp/archive/2705/lfHNR54wS7OUfVjLUf0FVQ 

 

2016/03/15   

ゼロ証明 News vol.82 ドライブレコーダー「指導及び監督」も、義務化へ？ 

https://willap.jp/archive/2705/F1H8qUqDR9G-r0w_ev3s0g 

 

2016/02/03   

ゼロ証明 News vol.81 IT 点呼は、役割を終えたのか？ 

https://willap.jp/archive/2705/JlX-3nYcSk6NR-PuZvgodg 

 

2015/12/28  

ゼロ証明 News vol.80 なぜ､東南アジア物流か？ 

https://willap.jp/archive/2705/zE9z8iyIRiO0j24ykEoMAQ
https://willap.jp/archive/2705/hjoVZm0DTha7M22O2e8UTw
https://willap.jp/archive/2705/34PsS5BjQ1yM0BIi3S7brQ
https://willap.jp/archive/2705/GKPhkjAHQXmPAiv_chUD7w
https://willap.jp/archive/2705/QeY8l4n2SH6qRqbCMuAMVg
https://willap.jp/archive/2705/fhjCq1BMQsqXFgEZ9i4G6g
https://willap.jp/archive/2705/lfHNR54wS7OUfVjLUf0FVQ
https://willap.jp/archive/2705/F1H8qUqDR9G-r0w_ev3s0g
https://willap.jp/archive/2705/JlX-3nYcSk6NR-PuZvgodg


https://willap.jp/archive/2705/p09NxvioSpagK0C2Hl_O7Q 

 

2015/11/05   

ゼロ証明 News vol.79 新たな時代に突入”We are entering a new era of vehicle safety..” 

https://willap.jp/archive/2705/g5GSkuU1THKS2_jpAHEBRQ 

 

2015/08/24   

ゼロ証明 News vol.78 逃げ切りますか？ 拘束時間告示違反と点呼７条違反 

https://willap.jp/archive/2705/LTzGXmLfSfa1wtCakpdhvQ 

 

2015/07/01   

ゼロ証明 News vol.77 事故防止対策支援推進事業 7/1～開始 

https://willap.jp/archive/2705/HPoNX8kXRo2Jm11zMOVFbQ 

 

2015/06/24   

ゼロ証明 News 号外 アルコール検知器業界団体発足、加盟１７社で始動開始！ 

https://willap.jp/archive/2705/SOFylDygQt-05NypA-q2Fg 

 

2015/06/05   

ゼロ証明 News vol.76 トラックドライバーの確保と育成に「必殺ワザ」はあるのか？ 

https://willap.jp/archive/2705/actIq6knS1SouMYrbgSozQ 

 

2015/04/21   

ゼロ証明 News vol.75 中大型車(トラック)のシミュレータが自社でも 

https://willap.jp/archive/2705/Buk7zKjkR2OUDDszefTmNA 

 

2015/03/19   

ゼロ証明News vol.74 新たなドライバー教育ツール その名もドライビングシミュレー

タ 

https://willap.jp/archive/2705/bmzlzXw1TV665Qr-EwNXDw 

 

2015/02/24   

ゼロ証明 News vol.73 アルコール検知器 過信していますか？ 

https://willap.jp/archive/2705/wFy5p9vqTNagBJvsuNoMQw 

 

2015/01/30   

https://willap.jp/archive/2705/p09NxvioSpagK0C2Hl_O7Q
https://willap.jp/archive/2705/g5GSkuU1THKS2_jpAHEBRQ
https://willap.jp/archive/2705/LTzGXmLfSfa1wtCakpdhvQ
https://willap.jp/archive/2705/HPoNX8kXRo2Jm11zMOVFbQ
https://willap.jp/archive/2705/SOFylDygQt-05NypA-q2Fg
https://willap.jp/archive/2705/actIq6knS1SouMYrbgSozQ
https://willap.jp/archive/2705/Buk7zKjkR2OUDDszefTmNA
https://willap.jp/archive/2705/bmzlzXw1TV665Qr-EwNXDw
https://willap.jp/archive/2705/wFy5p9vqTNagBJvsuNoMQw


ゼロ証明 News Vol.72 飲酒してハンドル握ってみませんか？シミュレータで   

https://willap.jp/archive/2705/l-H0rLB7SrGaWypVhtozEw 

 

2014/12/29   

ゼロ証明 News vol.71 IC 免許証のどこが個人情報なのか？＆「カッコイイ」ドラレコ  

https://willap.jp/archive/2705/h4TwOjVORLecD_S7sCKrjw 

 

2014/12/19   

ゼロ証明 News【号外】速報！！ Ｇマーク発表＆運行記録計関連法令、改正 

https://willap.jp/archive/2705/CoAo3lsxRBaj64wnd3iv6A 

 

2014/11/29   

ゼロ証明 News Vol.70 何がどうなると、運行管理が次世代化されたことになる？ 

https://willap.jp/archive/2705/IHpbOSmzTXmhAs_pRGoheA 

 

2014/10/31   

ゼロ証明 News Vol.69 アレ！いまどき？アルコール検知器不携帯なんて・・・？ 

https://willap.jp/archive/2705/IhIA4VHVTauKGGMI7CNgYw 

 

2014/10/27   

ゼロ証明 News【号外】アルコール検知器メーカーがドライビングシミュレータ？！ 

https://willap.jp/archive/2705/kfGhA3GARamUjuK6MS9QGg 

 

2014/10/06  

ゼロ証明 News Vol.68 もう見ました？ラッピングトラック もう体験しました？ドライビ

ングシミュレータ  

https://willap.jp/archive/2705/WoNgye8jQM20KkjUH7S21w 

 

2014/09/03   

ゼロ証明 News【号外】速報！！運行記録計装着義務対象拡大パブリックコメント 10 月 1

日締め切り！  

https://willap.jp/archive/2705/R10PvrBiQR6kQQQv-gkRew 

 

2014/09/02   

ゼロ証明 News Vol.67 こんなの必要ありませんか？！  

https://willap.jp/archive/2705/AsGKHFAgSd2Vwk4dqO-8mw 

https://willap.jp/archive/2705/l-H0rLB7SrGaWypVhtozEw
https://willap.jp/archive/2705/h4TwOjVORLecD_S7sCKrjw
https://willap.jp/archive/2705/CoAo3lsxRBaj64wnd3iv6A
https://willap.jp/archive/2705/IHpbOSmzTXmhAs_pRGoheA
https://willap.jp/archive/2705/IhIA4VHVTauKGGMI7CNgYw
https://willap.jp/archive/2705/kfGhA3GARamUjuK6MS9QGg
https://willap.jp/archive/2705/WoNgye8jQM20KkjUH7S21w
https://willap.jp/archive/2705/R10PvrBiQR6kQQQv-gkRew
https://willap.jp/archive/2705/AsGKHFAgSd2Vwk4dqO-8mw


 

2014/08/11   

ゼロ証明 News Vol.66  国際物流総合展でお会いしましょう！ 

https://willap.jp/archive/2705/v97915WQSeS4nNbQ3mh6Yw 

 

2014/07/31   

ゼロ証明 News Vol.65  Ｇマーク事業者は、事故率が低いのか？ 

https://willap.jp/archive/2705/1S7OZj8wT-eCi1kha0v0NQ 

 

2014/07/01   

ゼロ証明 News【号外】本日(7/1～)から過労運転防止機器の導入申請受付が開始されます。  

https://willap.jp/archive/2705/mBxU2gDQQd6KDbOPUspqRw 

 

2014/06/26   

ゼロ証明 News Vol.64 アルコール健康障害対策基本法 施行開始 

https://willap.jp/archive/2705/rR85rTOWRkCd1Ak5ZJgnlg 

 

2014/06/03   

ゼロ証明 News Vol.63 免許証コピー控え VS IC 免許証内蔵データ 

https://willap.jp/archive/2705/Vf3qkmPcR0-qqMTrNsPM5g 

 

2014/05/01   

ゼロ証明 News Vol.62 運輸システム EXPO・H26 年 G マーク申請について 

https://willap.jp/archive/2705/QrWFYLsBSKO-73NskXto5A 

 

2014/04/18   

ゼロ証明 News Vol.61 運行記録計、決着(H27 年度から） 

https://willap.jp/archive/2705/p67S9nO_QoW369EZjU_W2w 

 

2014/02/13   

ゼロ証明 News Vol.59 荷主である皆様、貨物利用運送事業者様、とくに注目。 

https://willap.jp/archive/2705/LuBaUt1VRq254RPugPpz9w 

 

2014/01/15   

ゼロ証明 News Vol.58 平成 26 年度国交省予算、新製品『テレ点呼』他 

https://willap.jp/archive/2705/Vv836_NVTUGift_B4B5wwg 

https://willap.jp/archive/2705/v97915WQSeS4nNbQ3mh6Yw
https://willap.jp/archive/2705/1S7OZj8wT-eCi1kha0v0NQ
https://willap.jp/archive/2705/mBxU2gDQQd6KDbOPUspqRw
https://willap.jp/archive/2705/rR85rTOWRkCd1Ak5ZJgnlg
https://willap.jp/archive/2705/Vf3qkmPcR0-qqMTrNsPM5g
https://willap.jp/archive/2705/QrWFYLsBSKO-73NskXto5A
https://willap.jp/archive/2705/p67S9nO_QoW369EZjU_W2w
https://willap.jp/archive/2705/LuBaUt1VRq254RPugPpz9w
https://willap.jp/archive/2705/Vv836_NVTUGift_B4B5wwg


 

2013/12/09   

ゼロ証明 News Vol.56 IT 点呼事業所が一番多い都道府県は、どこでしょう？ 

https://willap.jp/archive/2705/nS7X65AmSEGdKAlxW6UvUw 

 

2013/07/04   

ゼロ証明 News【号外】大阪府 アルコールインターロック 助成金の変更  

https://willap.jp/archive/2705/mE5I_R_6R1yeHIfpL-4geA 

 

2013/06/19   

ゼロ証明 NewsVol.49 身分証明書（免許証）チェッカー&デジタコ連動特集 

https://willap.jp/archive/2705/ShfO_HxrSeu8sK5BaCDCtQ 

 

2013/05/17  

ゼロ証明 News【号外】「対面点呼の業務委託」解禁は 10 月から！ 

https://willap.jp/archive/2705/1MwpX1qsTZSHTSYBbyZC4g 

 

2013/05/09   

ゼロ証明 NewsVol.48 アルコール・インターロック特集 

https://willap.jp/archive/2705/FbQmRjhdTIKHK6t9j3nW4w 

 

2013/04/25   

ゼロ証明 News Vol.47 平成 25 年の行政の動き 

https://willap.jp/archive/2705/cBxXxh22QsOIvnNsHWZ0wQ 

 

2013/03/25   

ゼロ証明 News Vol.46 2013 年 10 月までに…？  

https://willap.jp/archive/2705/iUacMVb9QaKydN3oNKCMTw 

 

2013/02/22   

ゼロ証明 News Vol.45 速報！高速乗合バスの運輸規則改正案、3 月の点呼関連セミナー 

https://willap.jp/archive/2705/5qWuOQ2BTem0zqjnitXseg 

 

2013/01/31  ゼロ証明 News Vol.44 輸送安全規則の改正  

https://willap.jp/archive/2705/E0fHgyjcTUm5AK2ewXtlzw 

 

https://willap.jp/archive/2705/nS7X65AmSEGdKAlxW6UvUw
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2012/12/28   

ゼロ証明 News Vol.43 2012.12.28 本年最終号 Ｇマーク発表、ISO39001 他。 

https://willap.jp/archive/2705/VfJmnCO1ROaMuoRi1ZEYlQ 

 

2012/12/21  

ゼロ証明 News Vol.42  

https://willap.jp/archive/2705/7Y96vA6rS0aBbqaqAzPRWQ 

 

2012/12/06   

ゼロ証明 News Vol.41 免許証の確認・管理どうしてますか？ 

https://willap.jp/archive/2705/aRZwxH45RfWf7yl99eV1Sw 

 

2012/11/27   

ゼロ証明 News Vol.40 運輸事業者への監査は、厳しくなるのだろうか？ 

https://willap.jp/archive/2705/lp_xJxuzRKCpvWmEw3xrVA 

 

2012/10/30   

ゼロ証明 News Vol.39 デジタコ義務化特集 

https://willap.jp/archive/2705/x9Xvw7t5Q1ycqj6yN2CypA 

 

2012/09/21   

ゼロ証明 News Vol.38 遠隔地・夜間点呼特集号！ 

https://willap.jp/archive/2705/o7ocwSCHQNyfji8hXYQbOA 

 

2012/08/27   

ゼロ証明 News Vol.37 新商品! 持ち帰るもヨシ・繋げるもヨシ USB&スマホ対応モバイル

アルコール検知器 

https://willap.jp/archive/2705/LOuvSMqyT-SUTm9Ew_6NqA 

 

2012/08/07  

 ゼロ証明News Vol.36 旅客向け遠隔地点呼の IT化、と貨物 IT 点呼の違い 

https://willap.jp/archive/2705/52Oy22k0SOa38IJjK-N3gQ 

 

2012/06/28   

ゼロ証明 News Vol.35 IT点呼と点呼現場の IT化、違いがわかりますか？ 

https://willap.jp/archive/2705/RMNzflLHQWunhW1WUwpiJg 
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2012/05/23   

ゼロ証明 News Vol.34 G マーク申請シーズン特集！～IT点呼に関する勉強会＆検知器ユー

ザ 2700 社アンケート～ 

https://willap.jp/archive/2705/DPfpTDDdSG2aqAnO1Jqp2A 

 

2012/05/07   

ゼロ証明 News Vol.33 健康管理特集！＜検診結果の読み方、SAS、アルコール教育（中級

編） 

https://willap.jp/archive/2705/ZSYbrxGbRgqckblKzxlPfQ 

 

2012/03/28   

ゼロ証明 News Vol.32 新発売！『ALC-ピコ』と呼んでください  

https://willap.jp/archive/2705/SOYbNY7iRC69vxB2z5mBOA 

 

2012/02/27   

ゼロ証明 News Vol.31 

https://willap.jp/archive/2705/6dgdJo1xQ-GBFmWWW-wb-Q 

 

2011/12/27   

ゼロ証明 News Vol.30  

https://willap.jp/archive/2705/kctcPPcFR_iE99Tqo5rkLw 

 

2011/11/30   

ゼロ証明 News Vol.29 

アルコールインターロック、IT 点呼の導入実績のお知らせ 

https://willap.jp/archive/2705/ofqiCpVGS2qk0_pmNNYp7A 

 

2011/11/08   

ゼロ証明 News Vol.28 

デジタコ・ドラレコ連動＆スマートフォン対応モバイルアルコール検知器 

https://willap.jp/archive/2705/suGExGxUQpSng6wbkqwu8w 
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