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ソシオネクストが国内メーカーとして初の SoC 量産化へ

「ZETag」で加速する物流IoT
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図表 2 世界の分野別 LPWA 市場規模および接続台数の予測
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は述べる。
昨今、物流の現場では、パレット
（荷物を載せる荷役台）の紛失が常態
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