


データ監査の基本的な機能を網羅しているにもかかわらず、価格が驚くほど安く、かつ使いやすいという特徴を

持っています。その秘密は、アドインソフトとしてＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌにエンジン部分を委ねていることにあります。

機能、価格、使いやすさを兼ね備えたＡｃｔｉｖｅＤａｔａは、近い将来データ監査ツールの標準となることでしょう。

ＡｃｔｉｖｅＤａｔａの特徴は、従来の不正検査ツールソフトと比較しても、とにもかく

にも使いやすということです。その秘密は、このソフトが、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌへの

アドインだからです。Ｅｘｃｅｌに独自の機能を組み込みＥｘｃｅｌの限界を補完するこ

とにより、分析機能やデータ操作機能を拡張し、大容量データを効率的に分析す

ることを可能とします。

また、ＡｃｔｉｖｅＤａｔａは、分析対象のデータを分析しやすい形式にするための機能

が多く組み込まれており、何よりも、Ｅｘｃｅｌへのアドインソフトであるため、分析す

る際にはＥｘｃｅｌのリボンにあるボタンをクリックし、必要な条件を入れて実行す

るだけで簡単に分析ができます。

さらに、ユーザーインターフェースがＥｘｃｅｌですから、新たなソフトのように、

まず使い方の習得という手間がいらず、今日からでもストレスなく簡単にお使い

いただけます。 

使いやすい

企業の不祥事が度々ニュースになる中で、コンプライアンス（法令遵守）やコーポレート・ガバナンスの重要性が再認識されていま

す。企業内部の不正は、どんな企業においても発生する可能性があるものです。発生を放置すると、従業員のモラルの低下を招き、会社

に多大な損害を与えることにもなりかねません。また、長期的には、会社の競争力をなくす一因となる可能性も考えられます。しかしな

がら、内部監査の実施には時間的、人的、あるいは金銭的な制約など多くの課題があり、不正発見に至らない可能性があります。

また、業務のほとんどがＩＴ化されデータ化されている現在、ＣＡＡＴを駆使しなければ不正発見は困難な時代になりました。その

点、ＣＡＡＴツールとしてのＡｃｔｉｖｅＤａｔａを利用することで、これまでより効率的かつ効果的な監査が可能となり、不正を検知しやすく

なります。

不正検知の強い味方

ActiveDataは、
内部監査や不正検知等に
威力を発揮する
データ監査ツールの
代表格です。

ActiveDataは、
内部監査や不正検知等に
威力を発揮する
優れたデータ監査ツール
です。

ActiveDataとは

※画像はイメージです

アクティブデータ

Point 1

Point 2



ＡｃｔｉｖｅＤａｔａは、世界各国で導入実績があるデータ監査ツールであり、ＣＦＥ（公認不正検査士）等のテキストでも大きく取り上げられ

ているＣＡＡＴ（コンピュータ利用監査技法）用ソフトウェアです。国連機関、アメリカやカナダなどの政府機関、世界的大企業、監査法人

をはじめとする多数の導入実績があります。日本国内でも、大手電気機器メーカー・大手化学メーカーなどの一般事業会社、教育機関、監

査法人など業種を問わず広く導入されています。

企業内不正を発見防止するためには、社内の内部監査部門の整備、運用が欠かせません。しかし、このためには、優秀な人材の確保、

監査方法の標準化、監査実施の様々なツールや様式の整備等が必要となり、従来の人に依存した整備・運用には、多額のコストと膨

大な作業時間が必要でした。また、外部監査においても膨大な会社の管理データの異常値を、人の目により網羅的に抽出することは、

実質的に不可能であり、仮に実施しようとした場合には、膨大な作業時間が必要でした。さらに、業務のほとんどがＩＴ化されデータ

化されている現在、ＣＡＡＴ（コンピュータ利用監査技法）を駆使しなければ不正発見は困難な時代になりました。

本製品、ＡｃｔｉｖｅＤａｔａは、監査人の意図するデータ抽出を可能とし、これらのデータ照合等の作業により容易に異常値の検出及び検

討を可能とします。また、監査手続に要する膨大な作業時間を圧縮し、監査実施過程の情報の一貫性や整合性を確保し、監査方法の標

準化に力を発揮することで業務の効率化とコスト低減を可能とするツールです。

業務の効率化とコストの低減

弊社は、監査法人のグループ企業として相互に人材・ノウハウを共有してサービスを行っています。弊社スタッフの豊かな監査経験は、

内部統制制度の分析・評価、不正リスクに対応した調査手続などにおいて、他社に負けない強みがあります。貴社へのソフトの導入や貴

社にあった利用方法のアドバイス及び内部管理体制の整備、個別調査への具体的なソリューション提供等の付随サービスの提供も併せ

て行っています。

豊富な経験と高品質のサービス

導入実績

Point 3

Point 4

分類 ※1 団体数 ライセンス数比

東証一部上場 22 56%

5%3非上場

32%6監査法人

1%1共同組合

4%2不明

100%36合計

2%2学校・学術機関 ※2

国連および政府関連機関 その他企業・機関

会計事務所・監査法人

国際連合工業開発機関

アメリカ合衆国財務省

アメリカ合衆国司法省

連邦準備制度理事会

アーカンソー州

カリフォルニア州教育省

アルコール・タバコ・火器および
爆発物取締局

アメリカ合衆国郵便公社

王立カナダ騎馬警察

デロイト　トウシュ　トーマツ

アーンスト・アンド・ヤング

グラントソントン

BDOインターナショナル

ソニー

マイクロソフト

DELL

クライスラー

モトローラ

アメリカンエキスプレス

マクドナルド

P&G

ファイザー

シンガポール航空

ロッキード・マーティン

シーメンス

タイムワーナーケーブル

ブリガムヤング大学

…他多数

海外導入事例国内導入数 ※4

※1　分類は弊社基準によります。

※2　学校・学術機関の分類では、監査に使用されるケースと教材として使用されるケース

        があるものと思われます。

※3　2014 年 9月1日時点での集計です。

※4　製造元のInformationActive 社による、英語版の販売実績です。



ＡｃｔｉｖｅＤａｔａは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌに独自の機能を組み込むことで、Ｅｘｃｅｌが持つ分析機能やデータ操作機能を拡張

し、データ監査に特化した機能を提供します。これにより、1）Ｅｘｃｅｌで読み込める広汎なデータ形式を用いて、2）オリ

ジナルデータから分析用データを簡単に作成し、3）複雑な分析処理を、セル上で関数を組むことなく、リボン上のボタ

ンをクリックして開いた設定画面に値を入力するだけで実行することが可能になります。これらの機能を使い、不正検

査、内部および外部監査等にご利用いただくことで、業務の標準化や効率化が実現します。

主な機能

ギャップ、重複
順番に並んだ数値データの重

複や、番号の欠番を瞬時に把握

することが可能です。この機能

は、小切手番号、請求書番号な

どの通し番号が振られている

データの重複や欠落を抽出する

ことに利用できます。これにより、

不完全なデータ処理や隠された仕訳の兆候の発見（ギャップ機能）や、

売掛金の請求書の二重発行や仕入先への重複支払の発見（重複機能）

が可能となります。

サンプリング
ＡｃｔｉｖｅＤａｔａのサンプリング

機能は、「内部監査人協会（IIA) 

Research Foundation Handbook」

発 行、Dr. Barbara Apostolou

(Ph.D.,CPA) 著作の「Sampling:A 

Guide for Internal Auditors」

(SBN:0-89413-542-2) を参考にしており、ランダムサンプリング、

階層化サンプリング、ＰＰＳ( 金額単位 ) サンプリングを行うことが

可能です。

シートの結合、比較、分割
「シートの結合」は、表示して

いるシートと他のシートのレコー

ドをグループ列に基いて結び付

けることができ、両方のシートの

セルから構成される行が追加さ

れた新規シートを作成します。

「シートの比較」は、指定したグ

ループ列により２つのシートを

集約し、指定した列の件数、小計、差異を結果シートに表示します。「シー

トの分割」は、以下の基準でシートを分割します。「グループ単位に分割」

…指定したグループ列の値に基づいてシートを複数に分割します。「日

付単位に分割」…日付列の値に基づいてシートを分割します。

年齢調べ
指定した日付までの経過日数

単位に、データを分類し集計し

ます。在庫や売掛金残高等の

様々なデータをその指定日から

の経過日数別に分類すること

で、年齢調べ表が簡単に作成で

き、さらに滞留債権の抽出も可能です。この機能を利用して、売掛金

元帳の計上額について再計算を行うと、会社が提出したレポートとの

相違を発見できることがあります。

上位・下位アイテム
Ｅｘｃｅｌシートのデータから上

位 1000件又は下位 1000 件まで

の取引データを抽出することが可

能です。また、対象列を 2 列まで

選択できるので、複雑な抽出条件を設定することが可能です。

デジタル分析
分析対象データが、ベンフォー

ドの法則と比較し乖離がないかを

瞬時に解析することが可能です。

ベンフォードの法則は、ランダム

な数字の集合体から、各数字の最

初の一桁（二桁、三桁でも同様）

を発生回数で並べた場合、数字の大きいものほど発生確率は低くなると

いう法則です。この機能を使った分析によって変造されているデータがあ

るか否かのリスク評価ができます。

階層化
分析対象データを、指定した

数値の範囲（階層）ごとに集計し、

各種の統計値を表示します。

これにより階層ごとのデータ

の特徴や傾向が把握できます。

さらに、階層ごとに抽出した

い数を入力すれば階層化サンプ

リングができます。

集約・ピボット
分析データのグループ列を最

大 3つ指定することで、より詳細

な条件でデータを集約すること

が可能です。例えば、店舗別、

担当者別、日付別などの単位で

取引を集約し、分析をすること

が可能です。また、一度集約し

たデータをピボット化することで、複数の列データを追加してより詳細

な分析が可能となります。



機能比較

活用例

他のソフトと比較して廉価でありながらほぼ同様の機能を兼ね備えています。

主要機能 ActiveData
 For Excel ACL IDEA

インデックス /ソート

回帰分析

エクスポート

既存のＥｘｃｅｌスプレッドシート内での
データ操作およびデータマイニング

分析可能データ数

取り込めるデータ形式

ソースデータの整合性維持

100万

可能 可能 可能

Ｅｘｃｅｌで扱える形式のみ 多種 多種

制限なし 制限なし

■ 部門別・製品ライン別の比較分析（期間比較・月次推移分析）

■ 期末日前後の多額の売上取引の抽出・分析

■ 売上調整仕訳等の吟味

■ 滞留債権分析

■ 売上債権の年齢調べ

■ 売上債権の貸方処理の相手勘定分析

■ 売上取消、返品・値引きの月次推移分析

■ 受注と出荷のリードタイムの分析

■ 販売直接費と売上データの比較分析

■ 取引金額が平均と乖離している取引の抽出

■ ベンフォード分析によるねつ造リスクのある取引の抽出

■ 受注または出荷なしの売上の抽出

■ 伝票番号の欠番・重複の抽出

■ サンプリング（階層化・PPS・ランダム）

      Ｅｘｃｅｌの標準機能を改良しており、列の最上部でダブルクリックすることによりソートが可能です。         Ｅｘｃｅｌの標準機能です。

※1．Ｅｘｃｅｌが処理できる最大レコード数は約100万です。これはほとんどの組織にとっては十分な量です。

※2．利用可能なデータ形式は少ないと言えます。しかし、もしレコード数が問題になっているのであれば、一旦Ａｃｃｅｓｓなどでレコード数を減らすことができます。

      またほとんどのデータベース・ソフトには、データをＥｘｃｅｌで扱える形式（ＣＳＶ等を含む）でエクスポートする機能があります。

※3. ＡｃｔｉｖｅＤａｔａ Ｆｏｒ Ｅｘｃｅｌではスプレッドシート上のデータを加工できます。しかしながら、ＡｃｔｉｖｅＤａｔａ Ｆｏｒ Ｅｘｃｅｌでの処理結果は別のシートに出力することが可能です
      ので、元データの破損を防ぐことができます。

不正監査でのＡｃｔｉｖｅＤａｔａの活用例　（一例）

売上不正

※1

※2

※3

http://fraud.co.jp/詳細な分析方法は製品ホームページをご覧ください。

■操作ログ保管
■クロス集計
■デジタル分析
   (ベンフォード分析）

■階層化
■年齢調べ
■ギャップ分析
■サンプリング
■スクリプト化

■追加/統合
■計算フィールド/関数
■集約

■重複チェック
■抽出/フィルター
■上位 /下位アイテム
■統計

ActiveData
For Excelを用いた
データ監査入門
サンプルデータを使って、データ監査の

手順を詳細に解説したＡｃｔｉｖｅＤａｔａ 

Ｆｏｒ Ｅｘｃｅｌの入門テキストです。

ＡｃｔｉｖｅＤａｔａ Ｆｏｒ Ｅｘｃｅｌ
ホームページにて販売中

３，６００円（税込）

Ａ４サイズ １６０ページ

サンプルデータを使って、
データ監査の手順を詳細に解説した入門テキスト



最新バージョンへのアップデートプログラムの提供

2回目以降の再インストール権利（ライセンスポリシーについては裏表紙をご参照ください）

サポート契約 (1年間)
１０，２００円(税抜)

２年間（１９,１００円（税抜））、３年間（２６,５００円（税抜））もございます。

弊社にてＡｃｔｉｖｅＤａｔａ製品のサポート契約を締結いただいているお客様は以下のサービスをご利用いただけます。

サポート契約を締結いただいていないお客様へのサービスは以下のようになります。

製品仕様

サポート

ＡｃｔｉｖｅＤａｔａ Ｆｏｒ Ｅｘｃｅｌの導入方法、
基本的操作方法、具体的な分析方法

※不正監査の方法および指導などについてのお問い
合せは、弊社サービスをご利用ください。

ＡｃｔｉｖｅＤａｔａ Ｆｏｒ Ｅｘｃｅｌの導入方法

マイナーアップデート版がリリースさ
れた際には弊社より、いち早くご連絡
差し上げます。

メジャーアップデート版がリリースさ
れた際には弊社より、いち早くご連絡
差し上げます。

一回分は購入時に自動で付与されます

弊社スタッフへの
Eメールによるサポート

■弊社スタッフへのEメールによるサポート
更新情報は弊社サイトにてご案内いたします。

■無料でのActiveDataのマイナーアップデート
購入時に自動で付与されます。

■1回分の再インスト―ルの権利

1
Support 無料でのActiveDataの

マイナーアップデート2
Support 無料でのActiveDataの

メジャーアップデート3
Support 2回目以降の

再インストールの権利4
Support

Eメールによるサポート（導入方法、基本的操作方法、具体的な分析方法）

■ 動作環境
対応ＯＳ

ＣＰＵ

Ｗｉｎｄｏｗｓ7以上、WindowsServer2008以上

Ｉｎｔｅｌ Ｐｅｎｔｉｕｍ3以上

各ＯＳの推奨動作環境

１ＧＢ以上の空き容量

必要なソフトウェア
Ｅｘｃｅｌ（2007以降）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ .ＮＥＴ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ 4 Ｃｌｉｅｎｔ Ｐｒｏｆｉｌｅ

※ＡｃｔｉｖｅＤａｔａ Ｆｏｒ Ｅｘｃｅｌはアドインソフトです。単体では使用できません。   ※ Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ .ＮＥＴ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ 4 Ｃｌｉｅｎｔ Ｐｒｏｆｉｌｅは、自動でインストールされます。

メモリ

ＨＤＤ

■ システム概要
言語 日本語

データ容量 20ＭＢ

Ｅｘｃｅｌの最大まで（Ｅｘｃｅｌ2007 以降は、1,048,576 行）分析対象データ制限

ActiveData For Excel メニュー構成

分析コマンド

ワークシートコマンド

ワークブックコマンド
集約／ピボット

上位／下位アイテム

重複チェック

年齢調べ

階層化

ギャップ

統計値

デジタル分析

サンプリング

シートの結合

シートの比較

シートの分割

グループ単位に分割

日付単位に分割

シートクエリ

数式により抽出

指定値により抽出

参照セルにより抽出

ワークシート

シートの併合

シートの複製

可視化セルの複製

ソートして新シートへ出力

シートの整形

タグ

タグを追加

タグをクリア

タグを反転

タグ付き行をコピー

タグ付き行を移動

タグ付き行を削除

タグ付き行を選択

タグ付き行の結合

タグを検索

行

　行の複製

　空白行の追加

　空白行の削除

　行ビュー

列

　数式列を追加

　列の分割

　列の結合

　列の操作

　空白列の削除

　列の複製

　空白列の追加

　列番号の追加

　列の属性

セル

選択セルを変換

入力値生成

　行列の入替え移動

セルの属性

ワークブックを開く

グローバル検索／置換

シートとブックのインデックス作成

　シートインデックスの作成

　ワークブックインデックスの作成

　ワークブックインデックスを開く

ナビゲーター

ワークブックナビゲーター

ワークシートナビゲーター

選択ナビゲーター

ワークブック履歴

ショートカット

インポート

　ファイルとフォルダの一覧

　ODBCテーブル

その他

　変更前に戻す

　ActiveDataサンプルワークブックを開く



その他サービス

ＡｃｔｉｖｅＤａｔａ Ｆｏｒ Ｅｘｃｅｌのトレーニングを開催しております。基礎コース及び応用コースをご用意しております。

ご要望に応じて開催しますので、お問い合わせください。

ＡｃｔｉｖｅＤａｔａ導入運用支援

不正リスクに対応したＡｃｔｉｖｅＤａｔａの活用を支援いたします。また、お客様のニー

ズに応じて、面談を行い、リスク把握を含む業務への適用、テスト結果の評価、フォ

ローアップを行います。 

内部統制構築支援

内部統制の構築・改善を全面的にバックアップいたします。また、お客様のニーズ

に応じて内部統制の把握及び評価を行い、構築・改善のアドバイスを行います。 

内部監査サポート

内部監査人と連携し、内部監査業務の構築支援及び運用サポートを行います。

外部監査サポート

外部監査人の監査に役立つ監査対象会社の情報をデータスクリーニング技法等に

より抽出するお手伝いを行います。また、外部監査人のニーズに応じて、ＣＡＡＴ（コ

ンピュータ利用監査技法）による会社の不正の兆候の把握及び評価を行います。

不正調査サポート

公認会計士や公認不正検査士等の経験豊富な人材による事前及び事後の不正調査

を行います。

● 事前調査

お客様の会社の不正リスクの評価を行い、データスクリーニング技法等により不正

の識別を行います。

● 事後調査

実際に発生した企業内不正の実態を解明し、企業及び企業環境に応じて、どのよう

な内部統制が必要であるかをアドバイスいたします。その他、不正調査サポートの

一環として、情報セキュリティーの評価、情報漏洩リスクの評価等も行っています。 

■　日程

18:30～20:10■　時間

㈱明誠リサーチ&コンサルティング本社内セミナールーム
（貴社へ講師が訪問するコースもございます。詳細はお問い合せ下さい。）

■　実施会場

各トレーニング実施日の前々日（火曜）の正午12:00時まで■　申込締切日

■　申込方法 お電話・メールにて承っております。

■　受講料
　(一名様当たり)

基礎コース：各回15,429円（税込）、2回セット20,572円（税込）、4回セット41,143円（税込）
※ライセンスご購入のお客様が 2 回以上受講される場合、受講料金（税込）から 10,000 円引させていただきます。

（１ライセンスにつき一回 1 名様のみ利用可）。

■　カリキュラム ＡｃｔｉｖｅＤａｔａトレーニング基礎コース

① … データ監査の基本／分析／ワークブック

② … ワークシート／タグ、行、列、セルの操作

③ … データ監査の実務／分析(応用)

④ … ワークブック(応用) ／ワークシート(応用)

トレーニング 有償

①：奇数月第１木曜日　②：奇数月第２木曜日　③：奇数月第３木曜日　④：奇数月第４木曜日

データ監査ツールを初めて使用する方を対象に、データ監査ツールの基礎と各種分析機能の基本的な使い方を習得
する事を目的としています。基礎コース

応用コース

〒103－0021
東京都中央区日本橋本石町4-2-16
Ｄａｉｗａ日本橋本石町ビル5階

G 銀座線

神田駅 徒歩3分

中央線/山手線/京浜東北線

M 丸ノ内線 東西線 C 千代田線 Z 半蔵門線 都営三田線

徒歩7分大手町駅

新日本橋駅 徒歩5分

総武線（快速）

ご希望の方には導入コンサルティングを実施しています

ＡｃｔｉｖｅＤａｔａの導入をご検討のお客様に、導入コンサルティングを実施しております。

お客様に現状の課題等をお伺いし、ＡｃｔｉｖｅＤａｔａを使った監査技法の導入と実践方法につ

いて、専門スタッフがコンサルティングを行います。

・・・・ ・・・・▼
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Ｐのメールフォー
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す。
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内容を基に、弊
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す。
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30日間無料・無制限で使える評価版が
ActiveDataホームページよりダウンロードできます。

ＡｃｔｉｖｅＤａｔａ Ｆｏｒ Ｅｘｃｅｌのご購入・詳細は
ウェブサイトをご覧ください。

開発・販売 日本語版制作・販売

http://meiseirc.jp/

株式会社 明誠リサーチアンド
コンサルティング
Meisei Research & Consulting Co., Ltd.

〒103－0021 東京都中央区日本橋本石町 4-2-16 Daiwa日本橋本石町ビル5F

03-3548-2032 03-3548-2033
10-1240 Kilborn Place, Ottawa, ON, K1H 1B4, Canada

InformationActive
Transform Your Data Into Information

http://www.informationactive.com/

+1(613)569-4675x184
+1(613)569-4675x175

販売

サポート +1(613)569-4667

ActiveData For Excel
サポート契約 (1年間)

（日本語版) １０，２００円(税抜)

本カタログに記載の内容は、特別な注がない限り、２０１５年１０月１日現在のものです。掲載されている製品の価格、仕様、並びにサービスの内容などは予告なしに変更することがあります。

価格

ActiveData For Excel
 Ｅｘｃｅｌ用データ分析ソフトウェア

（日本語版)

４４，４００円(税抜) Windows 版

大量購入割引、特別割引あり

大量購入割引・特別割引

※1大量購入と特別割引は同時に適用されます。   ※2 大量購入割引はお客様ごとに適用されます。   ※3 大量購入割引は、今回ご注文される本数と以前ご購入頂いた本数とを累計した本数を基準とした割

引率をもって、今回ご注文される金額に対して割引適用されます。   ※4 クレジットカード決済でライセンスの追加購入をしていただく場合、※3 の割引を適用ご希望のお客様は、事前にご連絡願います。  

※5 割引率は以下の通りです。本数：2以上3％、4以上5％、10以上10％、20以上15％、50以上20％、75以上25％、100以上30％、125以上35％、150以上40％   ※6クレジットカード決済で特別割

引の適用をご希望のお客様は事前にご連絡願います。

大量購入割引

２ライセンス以上のご購入から割引が適用されます。
（最大割引40％）

※1,2,3,4,5 特別割引 ※1,6

20%OFF 国・自治体（外郭団体含む）

特定非営利活動法人（NPO法人）25%OFF

教育機関（学校教育法第１条に定め
がある学校及び専修学校）

25%OFF

http://fraud.co.jp/

【 ライセンスポリシー ActiveData For Excel 】

1名様につき1ライセンスとなっております。

ただし、1名様で複数のマシンにインストールされる場合、マシン3台までが上限となります。それを超える場合は追加でライセンスをご購入ください。

なお、製品サポートをご購入いただいていないお客様は、マシン1台が上限となります。

ライセンス数の例（製品サポートをご購入いただいているお客様の場合）：

1台のパソコンにインストールして、1名で使われる場合 … 1ライセンス

1台のパソコンにインストールして、3名で使われる場合 … 3ライセンス（1名様につき1ライセンスのため3名様分ライセンスが必要です。）

3台のパソコンにインストールして、1名が使われる場合 … 1ライセンス

4台のパソコンにインストールして、1名で使われる場合 … 2ライセンス（3台までは１ライセンス、それを超える場合はさらに1ライセンスが必要です。）

※製品サポートをご購入のお客様で2台以上のマシンにインストールをご希望の方は、弊社へご連絡いただく必要があります。

ライセンスをご購入の際は、上記をご参考に必要ライセンス数を正しくご購入頂きますようお願い致します。

ご不明点は弊社までお問い合わせください。

受付時間／９：００～１８：００（土・日・祝および弊社休業日を除く）

03-3548-2032お問い合わせは、
明誠リサーチアンドコンサルティング
ActiveData担当まで ａｃｔｉｖｅ＠ｍｅｉｓｅｉ－ａｕｄｉｔ．ｊｐ

２年間（１９,１００円（税抜））、３年間（２６,５００円（税抜））もございます。




