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 AT&Sのエニーレイヤー基板及びモジュール基板に

よる車載認証済みネットワーク接続デバイス(NADs)

は、世界最先端のシステム・オン・チップ(SOCs)を

搭載し、開発期間の短縮と生産立ち上げの高速化を

可能にします。 
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Vehicle-to-Everything:  

周囲のすべてと車が相互通信

する時代へ、AT&S の最先端

ソリューションで貢献 
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車両情報の 

ネットワーク 
 

 現代の自動車は、ワイヤレスネットワーク接続を

利用して、さまざまな新しい機能を提供しています。 

車載エンターテインメントシステムは、インターネ

ットに接続し、乗客に最新の交通状況やエンターテ

インメントを提供し、また安全なネットワークが、

周辺の交通インフラや他の車両との通信を可能にす

るでしょう。これらのいわゆる Vehicle-to-

Everything接続(V2X)は、IATF-16949(国際自動車産

業特別員会)に準拠したネットワーク接続デバイス

(NADs)によって接続され、関連する通信ネットワー

クへの安定した信頼性の高いワイヤレスアクセスを

保証します。2021 年 NADs の市場は前年比 13%増の

3,600万台になります*1。そして今後、交通管制シス

テムの自動化や、ビッグデータの流量に大きく依存

した自動運転車の発展と共に、2026年には 7,300万

台にまで伸びると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 NADs は 、 Qualcomm 、 Autotalks 、 Mediatek、

Hisilicon などの主要ベンダーの高度なシステム・

オン・チップ(SOCs)を採用し、ワイヤレス通信用の

HFフロントエンドや信号メッセージ処理を行います。  

PCB のリーディングカンパニーとして、AT&S は世界

をリードする HDI-エニーレイヤー基板や mSAP 技術

によって、自動車業界の厳しい品質基準を満たす最

先端の相互接続ソリューションを提供しています。

これらのプリント回路技術は、IATF-16949認証に準

拠し、比類のない信頼性と成熟した製造プロセスに

よりゼロに近いシングル PPM の不良率を誇ります。

現在、AT&Sは世界有数の NADメーカーにエニーレイ

ヤーPCBを供給し、世界初のグローバル mSAPサプラ

イヤーの第一人者として自動車業界向けに技術を提

供しています。 

 AT&S は、IATF 認証取得メーカーの先駆けとして、

NADsへの高度に小型化されたサブストレート基板の

供給、集積されたデザインの提案、基材のシミュレ

ーションサービス、信頼性のある性能の構築を行う

ことで、ハイエンド PCB において、また、自動車業

界向けサブストレート技術の開発におけるイノベー

ションリーダーとしての地位をさらに強化していき

ます。  

 

 
 

*1: © Counterpoint リサーチ 2022年による 

グローバル車載 NADモジュールの予測 

出荷台数 (単位:百万台) 
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クルマの進化の

新たな一歩 
 現在の自動運転の開発は、レベル 2+及び 2++に該

当しており、これは人工知能(AI)のサポートによっ

て一部の運転操作を自動で行うことができますが、

依然としてドライバーによる監視が必要とされてい

ます。さらに高いレベルの機能を実現するためには、

車両搭載のセンサーだけでは取得することができな

い情報が必要不可欠となってきます。既存のインフ

ラは、高度な 5G ネットワークを通じて、これらの

機能強化に対応する必要があります。これにより、

交通に関わる情報を自動的、持続的、効率的に制

御・最適化することが可能になります。そして将来

的には、朝、ドアの前で待っていて、職場に自動運

転で連れて行ってくれる電気自動車を保有する日が

来るかもしれません。環境に悪影響を一切与えずに、

車内でコーヒーを飲んだり、好きなニュースサイト

を見たり、電子メールをチェックしたりすることが

できるようになるかもしれません。 

 その間、車は周りの他の自動車や信号機、近くの

歩行者やバイクに乗っている人のポケットに入って

いるスマートフォンとの通信も続けています。交通

渋滞は電話ボックスや FAX と同じように過去のもの

となるでしょう。インテリジェントシステムが最適

効率、シームレスなルートで自動車をガイドしてく

れるからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンズオフ --- 手を離す 

 このシナリオは、もはや SF の話ではありません。 

交通・自動車分野の研究者や企業は、数十年にわた

って重要な技術開発に取り組んでおり、これらのコ

ンセプトが実現可能になる段階が急速に近づいてい

ます。トヨタ、VW、テスラなどの自動車メーカーは、

電気自動車の販売台数をどんどんと増やし、人間の

介入がますます少なくなる ADAS (先進運転支援シス

テム)や自動運転技術の開発に投資し続けています。

現在既に、Google、GetCruise、Uber などの最も優

れた自動運転車は、最適なまたは制約のある条件下

に限って、かなりの時間、人間の介入なしで運転が

できるようになっています。 

 自動車メーカーは通常、自動運転技術を 5 つのレ

ベルに分けて評価しています。レベル 1 は、人間の

完全な制御下にある状態で、一般的な操縦車両です。

レベル 2 は、ブレーキなど緊急状態の時にのみ人が

介入するレベルを示しています。レベル 3 (条件付

き自動化)では、クルーズコントロールや車線中央

維持支援、バレットパーキング、ハイウェイパイロ

ットなどのコントロールされた環境下で車が自動的

に運転機能を実行します。レベル 4 では、すべての

機能においてクルマが自動運転を行いますが、不測

の状態が発生してシステムがコントロールできない

場合、人間のドライバーが介入する必要があるため、

その準備を随時しなければならないというレベルで

す。人間の監視を一切必要とせず、ハンドルやペダ

ルさえも必要としない完全自動運転車は最高カテゴ

リであるレベル 5になります。 

 

 

  

 

Yole (C) 2020 による自動運転車台数予測(単位: 百万台) 
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 現在、自動車はレベル 4 に向かっているところで

す。一部の自動車メーカーは広告で大きく宣伝をし

ているものの、この分野の専門家は、自動車が実際

の条件下で真にレベル 4 に達するまでには少なくと

もあと数年はかかると考えています。確かに既存の

センサーや人工知能システムは著しい進歩を遂げて

きていますが、それでもまだ、現在、自動運転車に

十分な環境情報を提供し、困難な状況下でも正しい

判断をさせることはできない状況です。人間のドラ

イバーや歩行者、その他の予測が難しい交通状況に

関わる「参加者」は、交通の自動化をとても手強い

チャレンジにしています。この問題を解決するには、

自動運転車が周囲のできるだけ多くの情報に、リア

ルタイムで確実にアクセスできることが必要となり

ます。 

 

ネットワーク接続による進化  

 

 より精度の高い交通システムにするために欠けて

いるパズルのピースは情報です。自動運転車は、周

囲の状況や他の交通参加者の情報を多く収集できれ

ばできるほど、システムは安全で効率的に運用でき

ます。その情報から得ることができる恩恵を最大限

にするために、将来の交通システムは、様々な種類

の他のシステムと高速で効率的かつ反応時間短く接

続できる通信システムを介して、高度にネットワー

ク化することが必要です。これは V2X 通信(クルマ

と何か =クルマや歩行者、インフラ、ネットワーク

などとの接続や相互連携)と呼ばれています。V2Xネ

ットワーク内の自動車は、近くにあるすべてのスマ

ートフォンと通信し位置を追跡しているため、誰か

がバスの後ろから道路に飛び出そうとしていること

も認識しています。 

 おそらく近くの自動車からのデータや交通信号管

制システム、その他の周囲からの情報により、自動

運転車はリアルタイムで周囲の環境情報の正確な表

示をすることができます。これにより自動車には第

六感が備えられたと言えるでしょう。周囲の状況を

直接スキャンし、自動車に搭載されたセンサーより

も遠くを「見る」ことができます。しかしながら、

自動運転車を迅速にかつ信頼性の高い方法で確実に

作り出すために必要な、大量のデータを処理し配信

できる通信ネットワークはまだ存在しません。 

 今日の道路上に存在する膨大な数の車両、人々、

インフラ制御システムを接続する唯一の方法は、膨

大なデータ量を極めて反応時間短く、いつでもどこ

でも確実に利用できる無線ネットワークです。幸い

なことに、標準的な 5G はこれらの要件に対応して

います。現在「5G」というブランド名で世界中に展

開されている携帯電話のネットワークは、将来の交

レベル 4  

高度な自動運転 

レベル 5  

完全自動運転 

自動車は、すべての機

能を自動的に処理しま

す。ドライバーは必要

ありません。 

ドライバーは、ステア

リング、ブレーキ、車

線監視など、すべての

機能を操作します。 

自動車は、緊急ブレー

キなどのいくつかの機

能を処理します。 

自動車は、最低 2 つの

機能を処理します(クル

ーズ制御と車線中央維

持支援など)。 

自動車は、すべての機

能を処理します。ドラ

イバーは制御が必要な

事態に備え必要です。 

レベル 1  

ドライバーのみ 

レベル 2  

部分的な自動運転 

レベル 3  

条件付自動運転 
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通通信システムに必要とされるものを提供可能なよ

うに既に設計されています。しかし、5Gネットワー

クの最初の開発サイクルにおいては、まだこのテク

ノロジーの潜在能力を最大限発揮できていません。

高性能アレイアンテナや新しく利用可能な周波数帯

域により、将来ネットワークのアップデートが起こ

るでしょう。そのことは、自動システムにより交通

制御などの、障害や誤作動などが許されず常に稼働

していなければならないサービスにも対応できる強

力なインフラを形作るでしょう。 

 AT＆Sは、インフォテインメントやエンターテイ

ンメントシステム、先進運転支援センサー向けのソ

リューションを提供することで、長い間、自動車業

界のイノベーションを推進してきました。 

ハイエンド PCB を一早く車載向けにも展開した企業

の１社であり、また、高周波ソリューションとプロ

セッシングの技術的優位性を持ち、異なる市場に信

頼性の高いソリューションを提供しています。この

ように、AT&Sは今が「旬」の５G ネットワークが約

束する、住居や産業、そして何よりも重要な、交通

システムや V2X 通信の自動化において、業界で重要

なそして最適なポジションにつけています。長年の

経験と研究開発への継続的な投資を通じて、AT&S

はネットワークインフラや基地局用の専用ハードウ

ェア向けに、より小型で高速、そして信頼性の高い

最先端の PCBを提供することができます。 

 AT&Sは長い間、WiFiや Bluetoothなどのワイヤレ

ス通信システム向けの専用システムを、アンテナと

信号処理を組み合わせて高度な小型化を実現したコ

ンパクトパッケージとして提供してきました。AT&S

のワイヤレスシステム向けソリューションは、専用

の高周波材料、高精度な製造プロセス、そして比類

のない小型化技術を使用することで、低信号損失を

保証しています。 

 これにより、AT&Sは、基地局(マイクロ、マクロ)

から様々なネットワーク接続デバイスまでのあらゆ

る分野における、5Gテクノロジーを開発及び実装す

るための完璧なパートナーとなり得るでしょう。将

来の 5G ネットワークでは、多くのデバイスに接続

する必要があるエリアで、高信号周波数を使用する

必要があります。AT&Sは高周波 PCB 開発における世

界的リーダーであり、それは V2X の供給競争におい

て同社の強みとなっています。  

5G 
 

5G は、第 5 世代の携帯電話ブロードバンドネット

ワークを指す通信業界用語です。2019 年以降、5G

テクノロジーの最も基本的なバージョンのみでは

ありますが、多くの国で 5G ネットワークが利用可

能となっています。業界データによると、5G ネッ

トワークは 2025 年までに世界中で 17 億人以上に

サービスを提供するようになります。前身の 4G や

それ以前の開発サイクルにおいてと同様に、5G ネ

ットワークはセルと呼ばれる小さなカバーエリア

に分割されます。特定のセル内のすべての 5G デバ

イスは、電波を介して電話ネットワークとインタ

ーネットに接続されます。5G ネットワークの帯域

幅は前の世代よりもかなり広く、最終的には毎秒

10 ギガビットに達する見込みです。5G は従来技術

に比べ、多くのデバイスに対応でき、遅延が少な

く、エラー率も低くなっています。 

アナログ音声  

AMPS, NMT,  

TACS 

デジタル音声  

D-AMPS, GSM,  

IS-95 (CDMA) 

モバイルデータ  

WCDMA/HSPA+, 

CDMA2000/EV-DO 

モバイル 

インターネット  

LTE, LTE 

Advanced,  

Gigabit LTE 

ミッションクリティカル・サービス 

超低遅延  

高信頼性  

高可用性  

強力なセキュリティ  

大規模 IoT 

低価格  

超低エネルギー  

深いカバレッジ  

高密度  

強化されたモバイルブロードバンド 
マルチ Gbpsデータレート  

大容量  

均一性  

ディープアウェアネス  

統合接続ファブリック 
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最先端 SOC の小

型化をサポート  

 5Gネットワークの力を最大限に活用するためには、

通信モジュールが迅速かつ確実にネットワークに接

続し、データフローを管理する必要があります。5G

の全機能を網羅し、尚且つ車載向けの要件を満たし

ながら、高周波信号を処理できる最先端の SOC を作

り上げることは、通信モジュールにとって重要なチ

ャレンジの 1 つです。AT&Sは、高密度な SOCパッケ

ージをサポートするために、極薄の銅を使い複雑な

ビルドアップ基板を提供するパイオニアです。 

この分野の発展は従来、民生用機器のキープレーヤ

ーによって推進されてきました。スマートフォン、

タブレット、その他のネットワーク接続デバイスが

5Gネットワークへの移行を最初に行ったからです。

Qualcomm 、 Hisilicon 、 Autotalks 、 Intel 、

Mediatekなどの企業は、現代の家電製品で利用可能

な小さなスペースに収まる 5G対応の SOCの需要を牽

引しています。 

 AT＆S は、それらのアプリケーション向けに PCB

を供給するため、先進的な SOC を活用し、高度に小

型化した多層基板の開発に取り組んで参りました。

これらの足跡は、車載向けの通信用モジュールに関

する当社の基礎となっております。車載向け基板の

要件は非常に似ており、使用可能なスペースが少な

く、より高速な処理を可能とするため信号経路を短

くする必要があります。これを実現するために、

mSAP 技術を活用することで、PCB 上の信号線の幅と

スペースをさらに縮小することができました。また

IATFの基準をクリアし、このパッケージ基板の信頼

性をより高めることができています。 
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mSAP 技術が業界

をリードする 

 信号損失がほとんどない超小型システムを実現す

るためのキーテクノロジーが mSAP です。AT&S はこ

のセミアディティブプロセスを開発し、高周波、低

損失にシステムを最適化しながら、比類のないレベ

ルの小型化と高集積化を実現しています。銅メッキ

の範囲は、最初にレーザーダイレクトイメージング

を使用して定義されます。その後、複雑なパターン

メッキプロセスを使用してマイクロビアを埋め、銅

回路を最終的に必要な厚さに構築していきます。こ

れにより、エニーレイヤープロセスで製造された

PCBのライン間隔を 25µm までにすることが可能とな

り、最大 20 層のビルドアップが可能になります。 

 民生用電子機器で使用される RF-SOC と比較する

と、車載アプリケーションユニット向けは、放熱や

機械的な追加の課題に対処していかなければなりま

せん。この点を考慮し、AT&Sは PCBを強化するため

に様々な措置を講じてきました。ガラス転移温度の

高い特殊な材料を使用して、高温環境下でも最適な

パフォーマンスを発揮できるようにしています。ま

た、我々は設計段階で最先端のシミュレーションソ

フトウェアを使用し、高い熱的、機械的ストレス下

での PCB の動作に関する知見を得ています。当社は

長年の経験を通じてこのシミュレーション機能をさ

らに発展させ、製造開始前であっても、その設計が

意図した通りに機能しているかをお客様が確認でき

るようにしています。 

 5Gネットワークの高速データ伝送能力を最大限に

活用するために、当社は、高い信号周波数でも PCB

内の信号損失を最小限に抑えるように開発された、

高性能の低 DF/DK材を使用しています。将来の 5Gネ

ットワークは、データ負荷が大きい場合でもネット

ワーク接続の速度を維持するために、密集したエリ

アで非常に高い周波数が利用されるでしょう。当社

の mSAP 技術によって可能になる短い信号経路と、

低 DF/DK 材を組み合わせることで、5G は最大 50GHz

の周波数に対応し、ネットワークプロバイダーにと

って意欲的な目標を提示することになるでしょう。 

 
 

 
 

魔法が起こる場所 

 

 PCB に目的の導電パターンを形成するための標準

的な工法はサブトラクティブです。PCB 上の導電性

銅箔を残すべき部分を保護し、余分な銅箔をエッチ

ングプロセスで除去する工法です。エッチングプロ

セスの結果、導体経路のエッジは垂直ではなく勾配

を有し、間隔が非常に狭い場合、短絡を引き起こす

可能性があります。mSAP (モディファイド セミア

ディティブ プロセス)では、銅箔は露光によってプ

リント回路基板上にパターンが追加されます。これ

により、導体経路のエッジ部分から半径がなくなり

垂直になることで、ライン間隔を小さくすることが

可能となり、信号損失が低減され、高周波アプリケ

ーションに求められる導体形状の形成が可能となり

ます。また、mSAPは複雑なサンドイッチ構造を可能

にし、プリント基板を小型化するだけでなく、薄型

化も実現します。 

  

ドライフィルムイメージング 

メッキパターン 

ストリップ＆フラッシュエッチング 

 

0.4 mm ピッチのサブトラクティブ工法とセミアディティブ工法の比較 

配線密度の向上 シグナルインテグリティの向上 

トレース密度の向上 

制御された形状、パッド小型化 

アンテナ統合 

長方形のトレース形状/ 

インピーダンス変動の低減 

表面粗さの低減/ 

RF 伝送損失の低減 

基板厚みの低減 

電子機器の Z 高の低減 

モバイルデバイスの 

バッテリー用スペースを拡大 

より薄いラミネート層 

https://tr-ex.me/%E7%BF%BB%E8%A8%B3/%E8%8B%B1%E8%AA%9E-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/more+even
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ライン間隔を狭くすることで、PCB の設計において

新しいコンセプトを開発することできます。信号線

は、極小なスペースを利用するために小さなスケー

ルを実現できるようになりました。mSAP技術を使用

すると、はんだボール間に複数の銅線を配線できま

すが、標準的な HDI 技術では 1 本の銅線しか引くこ

とができません。これは、全体的なフットプリント

をさらに削減し、より小型化することが可能になり

ます。直近では、パートナーの LG 社と共に、世界

最小の Bluetooth モジュールを開発し、高度な最先

端技術を米粒程の大きさに集約することで、RF-SOC

の小型化設計に比類ない能力を実証しました。これ

を実現するために、厚さわずか 250µm のモジュール

用サブストレート基板を製造しました。 

 弊社は高度なシミュレーション機能を使用し、搭

載部品間の CTE (熱膨張係数)アンマッチを回避する

ことにより、PCB が熱的または機械的ストレスの下

で反りを発生させないように設計をします。これに

よって、設計段階で潜在的な反りや剛性の問題を検

出し、コストのかかる生産途上の事故を回避するこ

とができます。 

高温下で使用可能なアプリケーション向けのシステ

ム設計における当社の豊富なノウハウにより、多種

多様な放熱システムを設計し、消費電力の大きい部

品が全体的なパフォーマンスを落とさないようにす

ることができます。当社の高 TG材料は、SOCが極端

な条件下でも、その製品寿命全てにおいて信頼性を

維持することを保証します。AT&Sの通信デバイスは、

いかなる場所での使用に際しても、クラス最高の信

頼性とパフォーマンスを提供します。 

 下図は、組み立てたモジュールの熱・機械的スト

レスシミュレーションの一例です:   

片面 PCB:  

 

10層エニーレイヤー ビルドアップ  
 

コア厚さ = 60µm  
 

銅箔厚さ = 45µm  
 

ビルドアップ厚さ = 50µm  
 

6つの大きな搭載部品  

PCBのコアが薄いことでより変形が大きくなる傾向あり 

反り寄与度(割合) 

PCB 反り寄与度 

Comp. 1 反り寄与度 

Comp. 2 & Comp. 3 反り寄与度 
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次世代製品への

変革をサポート

します 
 

 PCB・IC サブストレート基板のリーディングカン

パニーの 1社である AT&Sは、HDI PCBの導入などを

通じて、40年以上にわたり、自動車業界のお客様に

とって信頼できる技術パートナーであり続けていま

す。当社は、最先端の V2X 向け基板や、自動車業界

において認証済みのモジュール基板の開発により、

イノベーションを推進し続けています。私たちは業

界大手メーカーであるお客様を我々のパートナーと

呼ばせていただき、技術の限界を突破し、パートナ

ーであるお客様の製品をより良くするために継続的

にサポートできることを誇りに思っております。当

社の V2X 向け基板は、他の追随を許さないノウハウ、

mSAPとエニーレイヤー技術の組み合わせによって促

進され、大きな期待に応えてきました。 

 私たちは研究開発への大胆な投資を続け、我々の

技術が常に時代をリードするように心がけています。

当社のエンジニアは、次世代モバイルネットワーク、

自動運転、自動交通制御システムなど将来のトレン

ドを予測し、お客様が技術的なボトルネックに悩ま

されず、お客様のビジョンを推進できるようにいた

します。  

 

 

 

当社は、民生向け電子機器など、他の専門分野から

の新しい開発成果をシームレスに横展開しており、

自動車通信技術の分野が他の業界に遅れをとらない

ようにしています。 

 弊社の最先端の設計技術、シミュレーション及び

テストによる新しい PCB レイアウトの設計により、

新しい製品を迅速に開発し、お客様の市場投入まで

の時間を最短にすることを保証いたします。 

  

ハイエンド PCB  

(HDI/エニーレイヤー/mSAP) 
サブストレート基板(mSAP) 低損失 / 高周波 

材料・加工 
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モビリティの 

未来を共に 

切り拓く 
 AT&Sのハイテク相互接続システムは、業界最先端

のプロセスと設備により、V2X システム用の将来の

通信ネットワークの要件を満たすことができていま

す。当社の mSAP モジュールは、高周波数に対応し

低遅延で、死角の見当たらないネットワーク接続を

確実に提供します。AT&Sはそれにとどまらず、通信

業界が 6G 以降について考え始めることを可能にす

る、さらに高度なシステムの開発を進めています。

アンテナシステム全体を PCB に搭載可能なモジュー

ルに組み込むことで、小型化の次なるステップの基

礎となるでしょう。 

 AT&Sのハードウェアを搭載した高速で安全で、信

頼性の高い通信ネットワークは、現代の課題に対応

できる交通システムを可能にします。完全に自動化

されたクルマは、インテリジェントシステムによっ

て効率的に誘導され、スムーズな交通の流れを確保

するでしょう。すべての自動運転車は、多数のハイ

テクセンサーと無数のワイヤレスデータストリーム

を介して、周囲の他の車両や人、インフラに接続す

ることで、周囲の状況をほぼ完璧に把握するように

なります。これらの技術的進歩により、個人のモビ

リティの概念を再考することがすぐに可能になりま

す。将来的には、AT&Sのテクノロジーによって高度

な交通インフラに接続している、自動化されたタク

シーとトラックの車列は、道路上の車両台数を減ら

し、事故を削減し、交通渋滞を回避することを可能

にするかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能な発展が必要 

 AT&Sは、先進のテクノロジーと比類のない研究能

力により、未来のコネクテッドモビリティを形成す

る重要な役割を担っています。AT&Sは、この分野の

リーディングカンパニーとして、安全で信頼性が高

く、効率的で持続可能なモビリティの実現を支援す

る責任を負っています。AT&Sは、企業活動における

ミッションに基づき、この挑戦を喜んで受け入れ、

より良い明日のためにたゆまぬ努力を続けていきま

す。 
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将来を見据えた

パートナーシッ

プを今すぐ開始 

 AT&Sが提供する技術や専門知識を活用されたい方

は、当社の車載向け担当のエキスパートにお気軽に

お問い合わせください。彼らはどんな未解決の質問

にも答え、あなたが今日から新しいプロジェクトの

共同開発を始めることをサポートさせていただきま

す。PCB/サブストレート基板の業界リーディングカ

ンパニーである弊社 AT&S と共に、弊社の数十年に

及ぶ技術トレンドの形成と、複雑な生産サプライチ

ェーンの維持における経験を是非活用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようこそ 

当社の 

テクノロジー へ 
 

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik 

Aktiengesellschaft 
 

AT&S ジャパン株式会社  

豊田 公太(Kota Toyoda)  
 

固定電話: 03 3568 6831  

携帯電話: 090 5757 4315  

k.toyoda@ats.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このトピックに関するお問い合わせは 

 

下記をご参照ください。:  
 

www.ats.net  

 
 

Ada Li, 事業開発マネージャー  

Business Line Automotive  
 

固定電話: +86 (0)2124080 236  

携帯電話: +86 (0)17302156626  

Ada.Li@cn.ats.net 

 

mailto:k.toyoda@ats.net
http://www.ats.net/
mailto:Ada.Li@cn.ats.net

