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社長挨拶 

昨日、今日、そして明日…
Prof. Dr.-Ing. Klaus Genuit

2 0 1 6 年 は 弊 社 にとって特 別
な年です。30年前、私はHEAD 
acoustics GmbHを設立しまし
た。1986年にわずか4人の従業
員とともにスタートしたHEAD 
acousticsが今では200人以上の
従業員と4ヶ所のグローバル拠

点を抱えるグローバルプレイヤーに成長したことを誇りに
思っています。弊社の歴史の概要については6ページから
ご覧いただけます。

HEAD acoustics GmbHの成功はHEAD Genuit Foundation
の設立に繋がり、この基金はHEAD acoustics GmbHのパー
トナーとなりました。5ページでは基金についての更なる情
報やHEAD acousticsの地域貢献活動に対するコミットメン
トについてご覧いただけます。

幸運なことに今年のDEGAの年次音響コンファレンスは弊
社近郊のアーヘンで開催され、さらにI-INCE（International 
Institute of Noise Control Engineering: 国際騒音制御工学
会）のinter.noiseコンファレンスがハンブルクで開催されま
す。どちらのイベントでも弊社の製品を展示する予定です。
皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げます。

また、HEAD acousticsがソーシャルネットワークに進出し
YouTubeチャンネルを開設したことも喜ばしく思っていま
す。3ページから詳細をご覧いただけます。

42回目のDAGA年次コンファレンス、2016年は弊社近郊で開催
1973, 1987, 2003, 2016 – 13年ぶりにDEGAの年次コンファレンスがアーヘンで開催されました。アーヘン
での4回目の開催となった今回は、私達の地元で、かつ弊社が創業30周年を祝う年に開催されたため特別な機
会となりました。

イベントは2016年3月14日から17日にかけてEurogressコンファレンスセンターで行われ、音響工学、音・振動
についての様々なトピックが取り上げられました。コンファレンスは月曜日に3つのプリ・コロキア（会議）「バー
チャル音響」、「妨害音を含む複雑な受聴環境における音の認識」、「車両音響」でスタートし、木曜日に2017年
のDAGAの開催地となるキールの郷土料理を楽しみつつ終了しました。

今年のアーヘンでのDAGAにおけるハイライトは3月15日に行われた企業見学ツアー「Vehicle acoustics in 
the StädteRegion Aachen」でした。このツアーでは参加者はfka Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH 
Aachen（FEV GmbH、そしてHEAD acoustics GmbHについての理解を深めました。私達の2つのメイン事業分野
であるNVHとTelecom、そしてマイクロホンアレイHEAD VISORやハンドセットポジショナーHHP IV MotoMount
といった先進技術が披露されました。

イベント

多用途計測フロントエンド:
labCOMPACT12とlabCOMPACT24                                                                        
page 9

HEAD TrainingCenter:直接ノウハウを受講可能
page 11

NVHアプリケーション: SQuadriga II用のFlex-
Rayアダプタによってデータストリームの読み
取りがより簡単に

インタラクティブ・サウンドデザインのための
ツール – 音が製品を形作る
page 10
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HEAD acousticsがソーシャルメディアに進出:
今年からHEAD acoustics GmbHはソーシャルメディア上でも情報を発信するよ
うになりました。現在HEAD acousticsのYouTubeチャンネルとGoogle+プロフィールが開設されており、ビデオチ
ュートリアルやその他のビデオクリップをいつでもご覧いただけるほか、知り合いの方々にシェアすることもでき
ます。

私達のYouTubeチャンネルのご登録、Google+のフォローをお待ちしております。

クリックするだけで受講可能: 
HEAD acousticsのビデオチュートリアル

ソフトウェア・アップデート

ArtemiS SUITE 64ビット版とMicrosoft Offi ceのサポートについて

私達はお客様に弊社製品を可能な限り有効活用して
いただきたいと考えています。お客様が弊社のソフト
ウェア・ハードウェア製品の操作方法を習得したり知
識を深めるための新たな情報媒体として、この度無料
のビデオチュートリアルをウェブサイトに公開しまし
た。

まず私達はソフトウェアArtemiS suiteの操作方法をカ
バーする動画を作成しました。動画は弊社ウェブサイ
トの「チュートリアル」からご覧いただけます。解説付
きのビデオクリップは実例を交えながら様々な機能や
操作方法について説明しています。これらのチュートリ
アルは初心者の方がArtemiS suiteを使用して初めて音
響振動解析を行う場合にも、既に操作に慣れたユー

64ビットアーキテクチャのコンピュータが持つ優位性
にともない、64ビット版の Windows オペレーティング
システムがより一般的に使用されるようになりつつあ
ります。調査の結果、ごくわずかなユーザーが32ビット
版の Windows を使用し続けていることが分かってい
ます。

この技術的進歩の流れに応じて HEAD acoustics は64
ビット版のArtemiS suite を開発しました。こちらはバー
ジョン7.2以降からご利用可能となっています。
特にData Viewerやレポートのようなメモリを大きく消
費する機能についてArtemiS suite 7.2 (x64)にアップデ
ートすることで利点を得られます。
もちろん32ビットOSのための解決策も用意していま
す。弊社（info@head-acoustics.co.jp)（にお問合せいた
だければ32ビット版のArtemiS suite 7.2のセットアップ
ファイルをお送りします。

次回のArtemiS suite 8.0では32ビット版のオペレーテ
ィングシステムはサポート対象外となる予定です。ま

インフォメーション

ザ ー 様 が 更 な
る知識・スキル
を習得したい場
合 にもご 活 用
いただけます。
弊社ウェブサイ
トは定期的にご覧頂くことをお勧めしています。新しい
動画は随時 www.head-acoustics.jp にアップロードされ
ており、動画に使用されているプロジェクトファイルや時
刻歴信号データもダウンロードすることが可能です。
将来は他の製品のチュートリアルも作成する予定です。
ご不明点がありましたら私達のセールス・サポートチー
ムが喜んでお応えします。

た、対応するMicrosoft Offi ceのバージョンは2010（2013
（2016となります。
64ビット版の ArtemiS suite 8.0のリリース時には、従来通
りHEAD Updater 経由であるいは弊社ウェブサイトのダ
ウンロードエリアからインストーラをご入手いただける
ようになります。

インフォメーション 



Day of Acoustics
15年以上続くHEAD acousticsのDay of Acoustics

Dr. Wegmüllerと彼の秘書Ms. Dahlbusch、そしてインターンのRenéをご存知ですか？もしご存知でなかった場
合、そしてドイツに滞在する機会がある場合、是非お近くの都市で開催される「Day of Acoustics」へのご参加を
ご検討ください。「Dr. Wegmüller has an acoustic problem」の新しいエピソードをご体験いただけます。

ミュンヘン、マリアラーハからライプツィヒ、ルートヴィヒスブルクを経てウェルニゲ
ローデ、ヴッパータールへ…
私達のセールエンジニアはドイツ国内におけるツアーを15年間毎年開催しています。実例を交えたプレゼンテーシ
ョンや専門家によるレクチャーを通じて特定の音響工学のトピックを取り上げたり、HEAD acousticsの最新の製品
開発活動についてお客様に紹介しています。トレーニングの域を超え、「Day of Acoustics」は和やかな雰囲気の中
で活発に知識・経験を交換し合うプラットフォームを提供しており、素晴らしい人脈作りの機会となっています。

2000年に始まったロードショーは回を重ねながら「Day of Acoustics」へと進化しました。無償のセミナーでは音
響工学、音、振動のトピックを取り上げ、私達の計測・再生システムやArtemiS suiteソフトウェアを使いながら実例
を紹介しています。

近年では HEAD acoustics はドイツだけでなくフランスやスウェーデンでも秋季に無償のワークショップを開催し
ています。

お客様の利益のために
「私達の成功は私達のお客様のおかげです。Day of Acousticsを通じて皆さまに感謝申し上げたいと思います。」
とHEAD acoustics Sales DirectorのChristian Krohnは語ります。「ロードショーがスタートしてから初めの数年間運
営・調整に携わりましたがそれはとてもやりがいのあるものでした。今でもDay of Acousticsのために予定を確保
することは欠かしません。私達のお客様に直接お会いし交流を深めることは大変意義深く、極めて重要であると
考えています。」

例年通り「Day of Acoustics」は各開催都市の中でも魅力的な場所で開催される予定です。ライン川沿いの都市デ
ュッセルドルフ、バロック都市ルートヴィヒスブルグ、ハンザ都市リューネブルグ、バイエルンのニュルンベルグな
ど、居心地良くイベントにご参加いただけます。

Day of Acousticsの需要は高く参加者は継続的に増加しています。また一度参加頂いた方のリピート率の高さがイ
ベントの成功を示しています。そのため、私達のエンジニアは2016年に再びスウェーデンとフランスを訪問する予
定です。お近くに滞在予定の方は是非ご参加ください。Dr. Wegmüllerのトリッキーな音響問題を私達のエンジニ
アが解決する様子を是非ご覧ください。

案内状のご希望や参加登録などについては sales@head-acoustics.de へお問合せください。
 

13.09.2016Lüneburg,Germany

15.09.2016

Düsseldorf,

Germany

20.09.2016
Reichenschwand,

Germany

27.and 28.
09.2016

Ludwigsbur
g,

Germany

15.11.2016
Gif-sur-Yvette,
France

25.10.20
16

Göteborg,

Sweden
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Day of Acoustics
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15年以上にわたり、 HEAD acoustics は新年を祝う行
事において従業員・お客様・セールスパートナーから
頂いた贈答品を出品するチャリティーオークションを
実施しています。落札額は1000 €単位で繰り上げら
れ、さらに2倍された金額がヘルツォーゲンラートの
市民財団 「Tolle Kinder für ein tolles, l(i)ebenswertes 
Herzogenrath（（Great children for a great Herzogen-
rath worth living in and worth loving」へ寄付されま
す。

寄付金は、ヘルツォーゲンラートとその近郊における
子供・若者の教育やインテグレーションプロジェクトの
支援に利用されています。この基金事業は主に技能、
出自、年齢、宗教、経済的状況などの観点で人材の多

2008年、弊社の創業者Prof. Dr.-Ing. Klaus Genuitは慈
善団体HeAD GeNuit stiFtuNG (HeAD GeNuit FOuNDAtiON)（を
設立しました。2015秋よりこの団体はHEAD acoustics 
GmbHのパートナーとなりました。

「クオリティ・オブ・ライフの向上」がHeAD GeNuit stiF-
tuNG のモットーであり、運営委員会のメンバー（Prof. 
Dr.-Ing. Klaus Genuit（Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fort-
kamp（Dr. med. Paul Wagner)（の個人的な意志でもあ
ります。

このゴールを達成するために2通りの道を追求してい
ます。一つ目は最先端の技術によって騒音暴露を抑制
すること。二つ目は疼痛治療の分野において新たな手
法を支援することです。

HeAD GeNuit FOuNDAtiON: 共に痛みに立ち向かう

HEADGENUITSTIFTUNG
Gemeinsam gegen Schmerz www.head-genuit-stiftung.de

様性にフォーカスしています。

2015年には社会間・文化間の移動、幼年期における音
楽教育といったプロジェクトや、プロジェクトのための
児童書「Anderssein」（Being different（の作成について
支援が行われました。

この理念のもとで、HeAD GeNuit stiFtuNG は音環境の向上
や疼痛治療に従事する人々、プロジェクト、研究機関を支
援しています。またこの基金は騒音暴露を抑制するため
の新たな技術的手法の開発や心理音響的アプローチの
発展も支援しています。さらに、慢性痛、特に痛みを抱える
人々の治療における斬新な視点等、新たな知見を情報発
信しています。

ヘルツォーゲンラートの市民財団: Great children for a great Herzogenrath

コーポレート・シチズンシップ（企業市民活動） 
HEAD acoustics の特別な取組み

地域社会への貢献にコミットすること、企業市民として責任あるアクションを起こすことはHEAD acoustics GmbH
の経営理念に深く根付いています。HEAD acousticsとHEAD-GENUIT-STIFTUNG（(HEAD Genuit Foundation)（は、
コミュニティ組織や基金団体にドナーかつスポンサーとして密接に関わっています。

インフォメーション
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アイデアの誕生

元々は科学・研究に夢中になっていたDr.-Ing. Klaus Genuitでしたが、やがて彼は大企業との協力関係を築くこと
に大きな興味を抱くようになりました。「大企業との提携について可能性を見出したのです。」とDr. Genuitは語り
ます。そして彼は会社を設立することを決めたのです。研究活動とビジネスを結びつけることに大いなる興奮を
覚えたのでした。そうしてHEAD acoustics GmbHは 1986 年8月11日にTechnologiezentrum Aachen（TZAにて4
人の従業員とともに誕生したのです。

アイデアの裏に存在したものとは？

AachenHEAD®技術はHEAD acousticsが抱えていた構想の一部に過ぎませんでした。私達の従業員はバイノー
ラル録音・再生技術、音響振動解析、通信計測技術といった分野のエキスパートでした。そのため一体化したソフ
トウェア・ハードウェアシステム、カスタマイズしたソリューションやサービスで製品ポートフォリオを構成するよ
うになったのです。

.
急速な成長

草創期よりHEAD acousticsはイノベーションに対する強い意志を抱え、駆け出したばかりの会社は急激に成
長して行きました。設立からわずか3年後にオフィスは Technologiepark Herzogenrath（(TPH)（へと移転しまし
た。1996年には現在の会社所在地であるEbertstraßeに移転し、それ以降2003年、2008年、2015年に増築を繰
り返しています。このオフィススペースでは200人の従業員を抱える一方で最先端の試験設備や音響計測室も収
容しています。

6

創業30年を迎える HEAD acoustics 
構想からグローバルプレイヤーになるまで
どのようにして始まったか

1976年、Klaus Genuit はアーヘン工科大学（(RWTH)（の Institute of Communications Engineering で助手として働
いていました。そして彼は博士論文「A model for the description of outer-ear transmission characteristics」のため
に人間の聴覚の音響心理的性質やバイノーラル信号処理について研究していました。この研究における重要な
成果は、それまでのダミーヘッドが不十分なコンセプトを抱えていたことに対して基礎からデザインをし直したこ
とにあります。自動車メーカー、ダイムラー・ベンツ社の協力を得て、Klaus Genuit は聴感的に正確なバイノーラル
録音のためのダミーヘッド計測システムの開発に成功しました。

HEADlines - No. 36



いつでもお客様のそばに ‒ ドイツ、ヨーロッパ、そして全世界

2016年8月、現在名誉教授となったDr. Klaus Genuitが会社創立して30週年を迎えた今日、HEAD acousticsは2つ
の事業分野（TelecomとNVH）と4ヶ所のグローバル拠点（USA、フランス、日本、2015年にはイギリスに設立）を抱
えています。これらのグローバル拠点と9つのセールスパートナーは全世界をカバーし、優秀な技術スタッフが世
界中どこでも常に迅速なお客様対応を密に推進しています。

HEAD acousticsの今後は？

私達の成功の秘訣は研究と製品開発の強力な連携にありました。AachenHEAD®、Ar temiS、Ar temiS 
suite、ACQUA、SQuadriga (II)、SQobold、HEAD VISOR、更に Telecom 部門における発話可能なダミーヘッドや
モータ駆動型のハンドセットポジショナーHHP IV MotoMount、これらの市場を改革するような製品は大規模な
研究努力が無ければ誕生しませんでした。

現在の製品ラインは既に広範なアプリケーションをカバーしていますが、HEAD acousticsは現状に満足すること
なく新たなソフトウェア・ハードウェア製品の開発をフルスピードで進め、魅力的な製品を続々と提供して参りま
す。

7HEADlines - No. 36
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騒音評価のためには、バイノーラル録音された音事象が正確にイコライズされ正確なレベルで再生されること
が不可欠です。これには録音・再生の一連の流れにおける一貫性が必要となります。イコライズ・校正された再生
システムによってしかバイノーラル録音データの恩恵を十分に得られません。バイノーラル録音データを単純に
ヘッドホンやスピーカーから再生するのみではほぼ全ての周波数帯域において正確な再生ができず、元の音事
象の両耳視聴印象を再現できません。

そのためHEAD acousticsは再生イコライザを提供しています。HEADlabと互換性のある筐体と、ラックに収納な
バージョンの2種類を用意しています。
製品はモジュール化されているため、ユーザーは実際に必要なモジュールのみをお求め頂けます。用途に応じて
ヘッドホンイコライザlabP2と再生イコライザlabO2のどちらか、あるいは両方をシステムに組み込むことが可能
です。

labP2はヘッドホンを通じてバイノーラルかつイコライズされた状態で再生を行うための製品です。2つのヘッド
ホン出力端子を備えており、それぞれの端子は個別に校正・イコライズすることが可能です。これにより例えば2
人で同時に録音データを聴いたり評価することが出来ます。

もしスピーカーシステムやサブウーファーを組み合わせてリスニングスタジオで音再生を行いたい場合、labO2
をお使いください。通常の音再生に加え、加振器やさらなる追加機器を接続することもできます。

labP2 と labO2 を用いた
正確なイコライゼーション

             バイノーラル録音と再生：正しく行う方法とは 

製品ニュース
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多用途計測フロントエンド: 
labCOMPACT 12 と labCOMPACT 24
    マルチチャンネル解析をコンパクトに実現
マルチチャンネル解析を素早く簡単に行いたいと思ったことはありませんか？
そのためのソリューションがあります！

必要なものはフロントエンド・モジュールlabCOMPACT12またはlabCOMPACT24だけです。PCに直接接続して
12または24チャンネルの音響振動データ収集を開始出来ます。

作業場所が試験台であっても実験室であっても問題なく、labCOMPACTモジュールによって効率を高めることが
出来ます。labCOMPACTシリーズのモジュールは1台だけでデータ収集システムのためのニーズと必要要件を
満たします。

HEADlabテクノロジーに基づいてコントロールモジュールとlabV12が組み合わさったこのシステムは、マルチチ
ャンネル解析のための実用的かつお求めやすい価格のソリューションとなっています。特に、コンシューマー向
け製品（家電製品、オフィス機器、工具など）の開発やIT機器の分野においてご活用いただけます。

12または24以上のチャンネルが必要ですか？labCOMPACT12もlabCOMPACT24も全てのHEADlabシリーズ
と互換性があります。HEADlinkインターフェースにより、素早く簡単にHEADlabの追加モジュールを接続してシス
テムを拡張出来ます。あるいはSYNCコネクターを経由してlabCOMPACTを別のHEADlabシステムと同期させる
ことも可能です。

特別な機能として、labCOMPACTシステムを持ち運び用途にご活用いただけます。パワーモジュールlabPWRを
接続すれば外部電源無しで数時間システムを駆動させることが出来ます。

    マルチチャンネル解析をコンパクトに実現

システムと同期させる

システムを持ち運び用途にご活用いただけます。パワーモジュールlabPWRを
接続すれば外部電源無しで数時間システムを駆動させることが出来ます。

製品ニュース
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FlexRay busシステムは、CAN busシステムに比べて大幅に高
いデータ転送レートと信頼性を提供します。このハイパフォ
ーマンスは例えばドライバー・アシストシステムに必要となっ
ています。FlexRayはNVHの分野でも、複雑かつ高価な機器
を使用せずに回転数、速度、スロットルポジション等のデー
タを受信する方法として使用されつつあります。このデータを
活用することにより、不快なノイズが発生した瞬間における
車両の正確なコンディションを簡単に特定することが出来ま
す。

これまでFlexRay busのデータ受信はHEADlabのモジュールlabDXしか対応していませんでした。
しかしSQuadriga IIのファームウェア2.3へのアップデートとFlexRayアダプタCLF VIIによって、持ち運び使用時で
もFlexRayデータを受信出来るようになります！

最大4つまでの信号をリアルタイムでデコードし、それらをトリガーとして使用出来ます。4つ以上の信号が必要な
場合、RAW信号を内蔵SDカードに記録し後でArtemiS suite上でデコードする方法があります。

是非弊社ダウンロードセンターからファームウェア・アップデートをご入手いただき、当機能やその他の様々な新
機能をご活用ください。

SQuadriga II用のFlexRay アダプタによって
データストリームの読み取りがより簡単に

インタラクティブ・サウンドデザインのためのツール

ファームウェア・アップデート

音響研究

製品の音はカスタマーの購入意思決定に大きく影響します。
エンジンから異音が出ていないでしょうか？ドアや車体全体
がカタカタ鳴っていないでしょうか？音は常に製品に対する
印象をも左右します。安定感、安心感、パフォーマンスやクオ
リティの高さ、その逆も印象もまた然りです。

完璧な製品音は独自のセールスポイントとなり、重要な競争
上の強みとなり得ます。これはサウンドデザインによって達成
可能です。

サウンドデザインとは、製品が発する音をある目標に向かって
積極的に開発して行くことを意味します。

問題解決の流れにおいて特に重要なことは、望ましくないノ
イズ成分を迅速かつ簡単に特定することです。そのためには録音データをリアルタイムに加工・試聴できるツー
ルが有用です。更なるステップとして、設定した目標に向かって仮想的に音を加工することにより、望ましい音響
特性をコンピュータ上で作り上げることも可能になります。

この目的のためにHEAD acousticsが開発した技術はどのようなものでしょうか？キーとなるのはインタラクティ
ブな音の加工です。画像加工に着想を得たワークフローにより、例えばFFT vs. Time解析結果のグラフ上で音に
変化を加えることが可能です。インタラクティブとは、変更を加えた直後に音を試聴できることを意味します。ま
た、変更結果はスペクトログラムと再生音の両方に反映されます。ユーザーは加工したサウンドを瞬時に試聴出
来ます。

この技術はサウンドデザインのプロセスを迅速かつスムーズに行うことを可能にします。変更前後の音は直接
A/B比較でき、ごくわずかな音の変更も最適化可能です。簡単操作かつ即時にフィードバックが得られることに
より、このツールはサウンドデザインの自由度を最大限に高めます。

音が製品を形作る

データストリームの読み取りがより簡単に
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1. HEAD acousticsに入社したきっかけは何でしたか？

私はアーヘン工科大学で電気工学を学び、信号処理
や音響工学に集中的に取り組みました。特にProfessor 
Genuitの「Psychoacoustics」の講義に興味を惹かれ、
氏の助言のもとでHEAD acousticsの研究部門へのイ
ンターンシップを申し込みました。

2. 在学時からHEAD acousticsで働き続けているという
ことですか？

そうとも言えません。インターンシップの後も私は研
究部門で研修生として働き続けましたが、アーヘン
工科大学のInstitute for Technical Acousticsでディプ
ロマコースの論文を執筆した後、私はデトモルト音楽
大学へと移りました。そこでは教職にやりがいを見出
し満足な日々を送っていましたが、依然としてHEAD 
acousticsに戻りたい気持ちを抱いていました。ですの
で、HEAD acousticsがトレーナーを募集していたときす
ぐに応募しました。

3. そ れ は 面 白 いで す ね 。あ な たは今で は H E A D 
acousticsで教えることと働くことを両立出来ていると
いうことですね？あなたの担当範囲はどのようなもの
でしょうか？

多岐にわたります。私の業務はトレーニング・コースの
立案、実施、そして完了までをカバーすることです。私
は私達の製品の最も有効な使い方をお客様にお見せ
したいと考えています。トレーニング内容はハードウ
ェアとソフトウェア両方をカバーしており、またそれら
の製品は継続的に進化しています。デベロッパやセー
ルスエンジニアと密接に連携することがとても重要で
す。

4. 今年はどのようなトレーニング・コースが開催されて
いますか？

音響計測技術とデータ収集の基礎」、「ArtemiS suite

を使用した音響振動解析」というトレーニング・コ
ースが約6週間周期で定期的に開催されています。
「ArtemiS suiteの詳細」というコースではArtemiS suite

とその活用例についてより深い知識を参加者の方々に
習得していただけます。さらに、心理音響工学に特化
したセミナーやArtemiS suiteの特別な機能に焦点を絞
ったセミナーもあります。また、トレーニング・コースに
ついてのご意見も歓迎しています。お客様からのご要
望は喜んで反映させていただきますので、必要とされ
ているトレーニング内容をお聞かせいただければ幸い
です。

5. トレーニングの開催場所はどこですか？

大半のトレーニング・コースやセミナーは弊社施設で行
われています。しかしお客様のご希望に応じてトレーニ
ング・コースをカスタマイズする機会も増えています。
もし十分な人数の参加者が社内にいらっしゃる場合、
お客様のところに訪問してトレーニングを実施させて
いただくことも可能です。

6. ということは出張が多いのですね。休日は何をして
いますか？

音楽が趣味で、子供の頃から地元のオーケストラでト
ロンボーンを演奏しています。また最近カメラも始めま
した。

バランスの取れた生活をされているようですね。この
度はインタビューに答えていただきありがとうございま
した。

HEAD TrainingCenter: 直接ノウハウを受講可能  
TrainingCenter

HEAD TrainingCenter: 直接ノウハウを受講可能
カスタマートレーニング担当エンジニア Mario Ottenへのインタビュー
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私達のウェブサイトから今後のトレーニングの予定についてご覧いただけます。 
また、カスタマイズ形式のトレーニングについてはtrainingcenter@head-acoustics.de までお問合せください。
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