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会  場

最新のモバイルクラウド、IoT、セキュリティのテーマに、商談に役立つ幅広い商材を71社、83ブース展
示いたします。スマートデバイスなどハードウェアメーカーの展示から、次世代テクノロジーとよばれて
いる IoT関連製品まで。また生体認証のセキュリティ対策と幅広い展示となっています。商談に役立つ情
報や最新テクノロジーを体感いただける場になりますので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

2016年日経ビジネス「次代を創る100人」に選出されました、小林晋也氏（株式会社
ファームノートホールディングス代表取締役）による特別講演を開催いたします。ま
た、インテル株式会社からは最新のIoT動向、オートデスク株式会社とDISから、”モ
バイル・クラウドで取り組む「働き方改革」”についてのセミナーを行います。

併設セミナーのご紹介

昨今、標的型攻撃やランサムウェア (身代金要求型ウイルス )が流
行し、業種を問わず被害をもたらしています。ソフトウェア、ハー
ドウェアでの対策をデモを交えてご紹介いたします。また最新の
生態認証などのデモも交えてご紹介いたします。

最新のセキュリティ
ソリューションをご紹介

従来の授業を活かしながら ICTを使ってより深い学びを実現する商
材や次期学習指導要領で必修化が検討されている「プログラミング
学習」向け商材等、21世紀を生きる子どもたちや教育現場で指導す
る先生方が ICTを通じて活動できるプロダクトをご紹介します。

未来の学び
教育・アクティブラーニング・プログラミング

生体認証によるセキュリティ対策やドローン、IoTデバイスをご紹
介。VRのデモ体験も行えます。最新テクノロジー製品をご体感く
ださい。

身近な次世代テクノロジー
IoT・セキュリティ

ICT EXPO 見どころ !

出展メーカー数71社（50音順） 全83ブース
arcserve Japan合同会社／アクシスコミュニケーションズ株式会社／アクロニス・ジャパン株式会社／アルプス システム インテグレーション株式会社／アドビシステムズ株式会社／株式会社R.O.D／株式会社
アイ・オー・データ機器／株式会社アイエスエイ／株式会社　網屋／APRESIA Systems株式会社／インテル株式会社／株式会社インターコム／ヴイエムウェア株式会社／エーアンドエー株式会社／EIZO株式
会社／FXC株式会社／SCSK株式会社／エプソン販売株式会社／エレコム株式会社／オートデスク株式会社／オムロン株式会社／株式会社沖データ／カシオ計算機株式会社／株式会社カスペルスキー／キヤノ
ンITソリューションズ株式会社／株式会社コンテック／サイボウズ株式会社／シャープビジネスソリューション株式会社／ジュニパーネットワークス株式会社／シスコシステムズ合同会社／ソニックウォー
ル・ジャパン株式会社／株式会社ソリトンシステムズ／ソニーマーケティング株式会社／ソフォス株式会社／DJI（キヤノンマーケティングジャパン株式会社）／デジタルアーツ株式会社／デル株式会社
/EMCジャパン株式会社／トレンドマイクロ株式会社／東芝クライアントソリューション株式会社／東芝映像ソリューション株式会社／日本マイクロソフト株式会社／株式会社 日本HP／日本ヒューレット・
パッカード株式会社／日本電気株式会社／日本エイサー株式会社／ネットアップ株式会社／ネットギアジャパン合同会社／株式会社ネットジャパン／パナソニックESネットワークス株式会社／パナソニック
システムソリューションズジャパン株式会社／株式会社バッファロー／PHILIPS（MMD Singapore Pte Ltd）／株式会社プリンストン／ブラザー販売株式会社／株式会社フォースメディア／株式会社富士通
パーソナルズ／バルコ株式会社／富士電機ITソリューション株式会社／株式会社マウスコンピューター／マカフィー株式会社／メガソフト株式会社／株式会社モリサワ／ヤマハ株式会社／株式会社ラネクシー
／レッドハット株式会社／レノボ・ジャパン株式会社/レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社／ディーアイエスサービス＆サポート株式会社／ディーアイエスソリューション株式会社／ダイ
ワボウ情報システム株式会社 ※展示、セミナーの内容は変更する場合がございます。予めご了承ください。

セミナー情報は裏面をご覧ください。
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お申し込みサイト  ＞

お申し込み方法  ＞ トップページ中段にある「イベント・セミナー」より「ICT EXPO 2017 in 札幌」からお申しこみください。

本展示会のお問い合わせ先 掲載の内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
出展内容確認や、キャンセル、その他確認事項に関しましては、担当営業までお気軽にお問い合わせください。
●個人に関する固有情報の取り扱いについて：お客様からご提供いただいた個人情報は、本イベントの実施に関
するご連絡並びに参加確認と出展社との情報共有のみ使用いたします。また、収集した個人情報について、法令
に基づく令状等による要請がない限り、ご利用者本人の同意なく第三者に開示または提供することはありません。
●当社の詳細なプライバシーポリシーは http://www.pc-daiwabo.co.jp/privacy.html をご確認ください。

札幌支店　　011-242-4236　　旭川営業所　0166-27-0022 
函館営業所　0138-51-5769 　　帯広営業所　0155-25-8750 

▶　地下鉄東西線 東札幌駅から徒歩8分
▶　駐車場完備
     （2時間200円、以降30分につき100円／476台収容可能）

札幌コンベンションセンター
大ホール
〒003-0006　札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1

展示会・セミナーにご参加の場合は、下記のお申し込みサイトより事前申込みをお願いいたします。

会  場

交  通

※受付開始は 15分前からとなります。セミナー
講　　師 内　　容

講演
セミナー会場A

10:30~11:30
（60分）定員78名

長瀬  淳氏

インテル株式会社
セールス・チャネル事業本部 営業部 

インテルが考える I oTの世界
IoT 時代に入り、多種多様な機器連携の中で新たなビジネスやサービスが創
造されていくかは、非常に大きな関心事です。このセッションでは、このよ
うな課題に向けて、インテルが掲げているバーチャス・サイクルという戦略の
上、多様化していくIoTの世界にどのように取り組んでいくかについて、事例
の紹介を交えながら紹介をさせて頂きます。

特別講演
セミナー会場A

13:00~13:50
（50分）定員78名

小林  晋也氏

株式会社ファームノートホールディングス 代表取締役

▼ 略歴
1979年生まれ。北海道帯広市出身。旭川工業高等専門学校卒、機
械工学専攻。機械部品商社に入社し、FA(ファクトリーオートメー
ション )分野で精密機械の拡販を担当。2004年帯広市に有限会社
スカイアークシステム（現 株式会社スカイアーク）を創業。大手企
業へのCMS・ブログシステム・社内 SNSの普及に貢献。2013年に「世
界の農業の頭脳を創る」という想いから株式会社ファームノートを
創業。2016年日経ビジネス「次代を創る100人」に選出。

▼ ファームノートホールディングス 会社概要
2016年12月に設立。企業コミュニケーションの課題を ITで解決し、
企業の生産性向上を支援する株式会社スカイアークと「牧場を、手
のひらに」をビジョンに酪農・畜産業界の経営効率化を ITで推進
する株式会社ファームノートを有する純粋持株会社

ファームノートの挑戦
~ Internet of Animals で切り拓くこれからの農業 ~
ファームノートは、“世界の農業の頭脳になる”というビジョンの実現に向け、
畜産、耕種農業分野でのAI、IoTの活用に挑戦しています。大規模化が進み
複雑になる農協・農家の方々の生産性向上のため、AIで牛の発情・疾病兆候
を検知し、リアルタイムに牛の活動情報を収集して解析できるサービスなど
を開発、額に汗する農業を大きく変える可能性を秘めています。基調講演で
は、Internet of Animals で切り拓くこれからの農業について、代表取締役 小
林 晋也氏が語ります。

講演
セミナー会場A

14:30~15:30
（60分）定員78名

塚本  小都
ダイワボウ情報システム㈱
東日本営業本部　営業推進グループ

モバイル・クラウドで取り組む「働き方改革」
各企業・団体で「働き方改革」というキーワードに注目が集まっています。この
「働き方改革」とはそもそも何なのか、なぜ今改革が必要と言われているのか。
本セッションでは「働き方改革」の全体像を押さえつつ、モバイル・クラウド
を活用したテレワーク実現と関連サービスのご紹介を致します。

セミナー
セミナー会場B

15:30~16:30
（60分）定員34名

オートデスク株式会社

F u t u r e  o f  M a k i n g  T h i n g s  
~ A u t o C A D から始まる創造の未来
～概要～　ICTの進化にともない、お客様の設計業務は大きく変化していま
す。オートデスクはクラウドやモバイル、3Dプリント、点群データの活用な
どさまざまな角度からお客様が i-ConstructionやCIM、BIM、IoTを積極的
に活用できるよう、取り組んでいます。お客様の創造の未来への第一歩は、
AutoCADから始まります。

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev01/ict_expo2017_sapporo.html



次世代テクノロジー

センサー ･無線 ･監視 ･電源の 4つの技術で、
IT農業に貢献 ｢ももことあやか」

IoT や無線技術を採用し、ISA が長年培ってきた監視と電源管理技術を融合、農業ハウスの環境
情報を母屋から簡単に｢見える化 ｣する『ももことあやか』を紹介。監視カメラの運用保守を飛
躍的に改善する PoEリブータ+。複数装置動作状況を監視しリブートするギガブート。鉄板製品 ｢
警子ちゃん ｣や電子メール監視 ｢メル丸くん ｣等、多数展示しています。

株式会社アイエスエイ

最新ビジネス PC と IOTテクノロジー 働き方改革に役立つソリューションを備えたビジネス PCや IoT 関連の製品を中心とした最新テ
クノロジーの紹介。 インテル株式会社

CONPROSYSから始めるM2M/IoT

40年以上にわたり PCベースの電子計測・FA制御をリードしてきたコンテックが提供する「M2M/
IoT ソリューション :CONPROSYS」。多種多様なセンサーやフィールドに対応した IoT デバイスか
らデータの見える化を実現 !「簡単」「便利」「使いやすい」を追求したソリューションサービス
を提供し、M2M/IoTシステムを構築する上での課題を解決します。

株式会社コンテック

世界シェア No.1 DJI 製ドローン

世界シェア No.1 の DJI 製ドローンは誰でも簡単に、驚くほど高画質な空撮映像の撮影を実現し
ます。空撮（映画、プロモーションビデオ、イベント撮影）の他にも、建物の点検・施設巡視、
災害現場調査など、様々なシーンでの活用されています。実機にて活用事例をご説明させてい
ただきます。

DJI
（キヤノンマーケティングジャパン株式会社）

10G ネットワークソリューション

ネットギアの 10G スイッチ及び 10GNASソリューションと無線ソリューションをご紹介いたしま
す。 ライフタイムによる無期限保証が無償でついており、快適に永くご使用いただけます。ま
た、コンシューマー市場で大変人気のあるホームネットワークカメラの Arloも展示いたします。
お客様のネットワークに関するご相談を承っておりますので、ぜひ一度お立ち寄りください。

ネットギアジャパン合同会社

次世代デバイス &ソリューション 業務効率化（改革）のヒントとなる次世代デバイス &ソリューションのご紹介。 株式会社富士通パーソナルズ

VRソリューション

ダイワボウ情報システム　マーケティング部がご紹介する次世代 VRソリューション（VR ディス
プレイ「zSpace」）は、他に類のない立体感と高速ヘッドトラッキングで自然な視界を再現し、
直観的な操作を実現するスタイラスによってワンランク上のバーチャルリアリティを提供いたし
ます。＊参考出展としてその他の次世代デバイスも併せて展示いたします。

ダイワボウ情報システム（VRソリューション）

モバイル・クラウド

Adobe Creative Cloud デスクトップアプリケーションとモバイルアプリを連携させた Creative Cloud ならではの活用
方法。 アドビシステムズ株式会社

もっとモバイルデバイスを活用してみませんか？ VMware は、AirWatch / Workspace ONE により、ユーザが安心・簡単にあらゆるデバイスを利
用して社内システムやクラウドにアクセスできる環境をご用意しています。 ヴイエムウェア株式会社

業務改善クラウドサービス
（グループウェア・kintone）

安心のシェア No.1 グループウェア「サイボウズ Office」「サイボウズ ガルーン」に加えて、企業
ごとに異なる業務課題に合わせて簡単にオリジナルの業務アプリを作成できる「kintone」を展
示します。 予定共有 / 顧客管理 / 日報など、クラウドやタブレットを活用して効率化したい業
務をご相談ください。

サイボウズ株式会社

モバイルエッジコンピューティングデバイス & ス
マートグラスによる支援ソリューション

「モバイル ･エッジコンピューティング･デバイス & スマートグラスによる遠隔支援ソリューショ
ン」を参考出展させていただきます。 インテル &reg;プロセッサーのパフォーマンスを持ち運
ぶことができ、しかもWindows ベース環境のためセキュリティ面も安心です。スマートグラス
を組み合わせる事で視界の共有やハンズフリーでの作業を実現し、保守運用作業等の効率化、
コスト削減が見込めます。 最新モバイル PCも展示予定です。

東芝クライアントソリューション株式会社

Office 365で実現する働き方改革のご紹介 Office 365で実現できる働き方改革をデモを交えてご提案します。 日本マイクロソフト株式会社

働き方を変える、日本 HP の最新ラインアップ
Windows 10 Mobile搭載のビジネス向け 3 in 1デバイス「HP Elite x3」をはじめ、世界初のミニワー
クステーション「HP Z2 Mini G3 Workstation」、美しくパワフルなプレミアムモデルのモジュー
ル型 PC「HP Elite Slice」など、 豊富なラインアップでお待ちしております。

株式会社 日本 HP

Aruba なら、これ一つ
仮想コントローラーを内臓し、それ単体でアクセスポイントとして使える ArubaIAP（インスタ
ントアクセスポイント）の各種シリーズと HCI（ハイパーコンバージド）HC380、片手で持てる
小型サーバー TM200 の展示をさせて頂きます。

日本ヒューレット・パッカード株式会社

Chrome デバイスを利用したモバイル・クラウド
の活用方法と事例

文教マーケットを中心に多く活用頂いている Chrome デバイスの展示や事例紹介をさせて頂き
ます。 日本エイサー株式会社

ビジネスモバイル PC/ 業務用ディスプレイ
○ レッツノート史上初 !タブレットモバイル PC 登場 “XZシリーズ”
○ TOUGHPAD/TOUGHBOOK　 過酷な現場作業を『頑丈さ』で革新
○ 業務用ディスプレイ 東京 2020オリンピック・パラリンピック 公式業務用ディスプレイ

パナソニックシステムソリューションズジャ
パン株式会社

多様なスマートデバイス &中小規模向け
ハイパーコンバージドでワークスタイル変革

レノボの持つ多様なスマートデバイス & 話題の小規模事業者様向けハイパーコンバージドシステ
ムによる、ワークスタイル変革を成功させるためのソリューションをご紹介します。この機会に、
ぜひレノボ・ジャパンブースへお立ち寄りください。

レノボ・ジャパン株式会社 /レノボ・エンター
プライズ・ソリューションズ株式会社

ワークフロー 様々な業種、職種で広く利用されている国内シェア No.1ワークフロー「X-point」、上位製品の
「Agile Works」をデモを通じで簡単さ、高機能を実感していただけます。 ディーアイエスソリューション株式会社

アップルソリューションのご紹介 無料 POSレジアプリ「Airレジ」や 教育向けポータル「Apple School Manager」など iPadを利
用した様々なソリューションをご紹介します。

ダイワボウ情報システム株式会社
（Appleソリューション）

iKAZUCHI（雷） iKAZUCHI（雷）をご利用頂く事で、販売者様経由で EUにご提供する継続課金型サービス契約
管理画素早く行えます。

ダイワボウ情報システム株式会社
（iKAZUCHI（雷））

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

展示タイトル 出展概要 出展社名

出展概要



※出展社、出展内容は変更される場合があります。

展示タイトル 出展概要 出展社名

DIS mobile（通信サービス）
ダイワボウ情報システムが通信事業に参入して 7 年、弊社が取り扱う通信サービスも拡充を重
ねて参りましてラインアップも豊富に。 一部 SIMフリーデバイスのご紹介をさせていただくとと
もに、ユーザー様の用途にあわせた最適なサービスご提案させていただきます。

ダイワボウ情報システム株式会社
（通信 / セキュリティー）

セキュリティ

Arcserve シリーズ ［日本で高いシェアを誇るバックアップソフトウェアArcserveシリーズ］ 今回は統合バックアッ
プ・BCP 対策に最適な Arcserve UDP や Arcserveアプライアンスの展示をいたします。 arcserve Japan 合同会社

ネットワークカメラが創る
IoT 時代の映像セキュリティ

ネットワークカメラとインテリジェントソフトウェアを活用した、小売店舗向けのソリューショ
ンならびに、敷地周辺の監視と入退室管理の統合ソリューションをご紹介します。 アクシスコミュニケーションズ株式会社

アクロニスの次世代バックアップソリューション

簡単に導入でき、仮想化、クラウド、Mac、モバイルなどさまざまなプラットフォームに対応し、
確実かつ高速に重要なデータを保護するソリューションを提供するアクロニス。ランサムウェ
アなどセキュリティリスクからデータを保護するイメージバックアップソリューションをご紹介
いたします。

アクロニス・ジャパン株式会社

サイバー攻撃による情報漏えいを防止する
ファイル暗号や Webフィルタリング製品郡

日々巧妙化、複雑化するサイバー攻撃に対して、万が一ファイルが流出しても中身の情報漏洩を
食い止めることができる、ファイル暗号化製品を中心とした情報漏えい対策製品群を展示。市
場シェア No.1を誇るWebフィルタリング製品群では、世界中から収集する脅威情報によって
リスクサイトへの通信を遮断する注目の新サービスや、Safariフィルタリングが実現するスマー
トデバイス対応製品など、幅広いラインナップを展示。

アルプス システム インテグレーション
株式会社

検索の常識を変える【VS-AI】 時間をかけて録画ファイルを再生する時代はもう終わり ! 株式会社 R.O.D

ランサムウェア対策 サイネージシステムとランサムウェア対策を紹介します。 極小 4K 対応 PCを使用したサイネー
ジと猛威を振るうランサムウェア対応した NAS のシステムをご紹介します。 株式会社アイ・オー・データ機器

全方位型ログマネジメントソリューション
「セキュリティは、ここから変わる」と題して、 統合ログ管理ソリューションへと進化した ALog 

ConVerterを展示いたします。 企業内部の不正アクセス・外部からの脅威に対し、ログを活用
した具体的なソリューションを 事例を交えてご紹介します。

株式会社 網屋

「情報漏洩対策」と「働き方変革」
Win&Mac の混在環境に強い情報漏洩対策 +資産管理ツールの「MaLion」と中小企業向け社
外の社員（建設現場作業員、訪問介護者、外出が多い営業）と社内のコミュニケーションツー
ル「デリバリーセンター」

株式会社インターコム

ネットワークの統合 セキュリティー対策と
運用効率化

UTM 市場出荷台数 No.1である FortiGateと、その監視サービスの組合せによりセキュリティ
の脅威から企業を守ります。ネットワーク内の構成を一覧表示できるヤマハ LANマップの機能
紹介をいたします。

SCSK 株式会社

エンドポイントセキュリティの向上と
脆弱性管理の効率化

昨今の Wannacry をはじめ、Not Petya など Windows の 脆弱性をついた攻撃によりランサ
ムウェアに感染してしまう事例が 世界はもとより、国内でも騒がれております。 Kaspersky
のエンドポイント向けソリューションでは未知の脅威に 如何に対抗するか、を振る舞い検知
と検知力の高さで実現いたします。 企業内の Microsoft 社のみでなく、サードベンダーのア
プリケーションの 脆弱性管理を実施し、パッチの適用までを自動化出来るソリューションを 
展示しております。

株式会社カスペルスキー

顧客満足度 No.1ウイルス対策ソフト「ESET」 に乗
り換えませんか

昨今、情報搾取型ウイルスなどサイバー攻撃が日々巧妙化し被害が拡大している中、セキュリティ
の見直しは企業の重要な課題となっています。 『ESET』は「新種のウイルスに対する高い検出率」
と「業務に支障を与えない動作の軽さと誤検出の少なさ」を特長に持ち、顧客満足度 4 年連続
No.1を獲得しているウイルス対策ソフトです。 現在ご利用の他社ウイルス対策ソフトの残り期
間を無駄にせず、ESETの契約期間に延長保証が可能な「残期間保証サービス」を活用して、更
新時期を気にせず計画的な乗換検討をしてみませんか。

キヤノン IT ソリューションズ株式会社

簡単・安心 ! SonicWall で「オフィス丸ごとネット
ワークセキュリティ」

【SonicWall UTMで解決】 ●ランサムウェアなど猛威を奮うサイバー攻撃 ●攻撃対象はどんどん
広がり被害報告は拡大の一途 ●「社内での被害が拡大」し、「加害者なる可能性もある」とい
う恐ろしい感染症 【SonicWall SMAで解決】 ●「利便性の向上」と「安全性の確保」は相反する
課題 ●モバイル端末による外部からのアクセスを安全に実現し “働き方改革” を実現

ソニックウォール・ジャパン株式会社

モバイルを活用した「テレワーク」と、無線 LAN
提案時の「セキュリティ対策」

政府の掲げる「働き方改革」に伴い、各企業で具体的に検討され始めたテレワーク。" 安全・
快適 " なテレワーク環境をマルチデバイスで実現するソリューションを、デモ・事例交えて紹介
します。一方、社内ネットワークでは、クラウド管理型 Wi-Fi の普及で無線 LAN がより利便性
が向上、導入しやすくなりました。しかしセキュリティの課題は残ったままです。お客様が安心
して無線を利用できるセキュリティ対策をご紹介します。

株式会社ソリトンシステムズ

ネットワークからエンドポイントまで同一管理で
オートメーションセキュリティを実現

Sophos XG Firewallはネットワークの出入口対策をし、ソフォスのエンドポイントセキュリティ
や暗号化、MDM 等の様々な製品と機能連係をいたします。同一の管理コンソールで各製品を
一元的に管理できる他、製品同士が連携し “オートメーションセキュリティ” を実現。自動で
セキュアな環境を提供しますので、管理者様はセキュリティの専門知識がなくても安全な環境
で業務に取り組むことが可能となります。

ソフォス株式会社

安心安全 !! 情報セキュリティ対策の
デジタルアーツソリューション

情報セキュリティメーカーのデジタルアーツは、Webセキュリティやメールセキュリティ、ファ
イルセキュリティなどの情報漏洩対策ソリューションの提供を核にした情報セキュリティ事業
を展開しています。 標的型攻撃、個人情報保護、メール誤送信、シャドー IT など情報セキュリ
ティでお困りの際は是非弊社ブースへお越しください。

デジタルアーツ株式会社

管理サーバ不要 ! 月額サービス可能 ! 
トレンドマイクロの最新クラウド型セキュリティ

トレンドマイクロのクラウド型セキュリティであれば、常に最新・高度なセキュリティ技術で企
業を守れます。PC だけでなく、スマートフォンやタブレット向けのエンドポイント対策、サーバ
の脆弱性対策、メールや Web の対策、Office 365 のセキュリティ強化等、多彩なラインナップ
を準備しています。管理サーバの運用工数を減らしたいユーザ様、セキュリティを強化したいユー
ザ様にすぐにご案内できます。ぜひお立ち寄りください !

トレンドマイクロ株式会社

革新的な NEC の「顔認証ソリーション」のご紹介
世界 No.1※の認識性能である NECの『顔認証』　世界 70 ケ国以上に展開されています最新の
技術をご体感いただけます。※米国国立標準技術研究所が主催する技術コンテストにおいて 3
回連続トップ（2009,2010,2013 年）

日本電気株式会社



※出展社、出展内容は変更される場合があります。

展示タイトル 出展概要 出展社名

ランサムウェア、システム障害からの復旧手段

ランサムウェアなどによるファイルロックからシステム障害など深刻な問題が多く発生していま
す。入り口対策だけに目が行きますが、感染を 100% 止める事は不可能です。障害発生時には
短時間でシステム復旧できるシナリオ作成が普段から必要となります。ActiveImageでは色々
な復旧方法をご提案しております。

株式会社ネットジャパン

IoT 市場向けスイッチング HUB のご紹介

IoT環境では、大量のデバイスを接続することから超高速・高信頼ネットワークが必要となりま
す。さらに大量のデバイスを通信させるためには、スイッチングハブや無線アクセスポイント等
周辺機器を増設しなければならず機器コストの圧縮・消費電力の抑制が必要です。高速・高信
頼でありながら低価格・低消費電力 を実現したスイッチングハブでお客様の IoT 導入・IoT 構築
をサポートします。

パナソニック ES ネットワークス株式会社

身近な脅威から会社を守る ! 
ランサム・データ漏洩・監視カメラ
ソリューション

フォースメディアでは、様々なセキュリティ対策を提案します。 【ランサムウェア対策】 QNAP
の NAS を使い、世代管理のバックアップの運用をすることで、万が一ランサムウェアに感染し
ても、 昔の正常なファイルを復元することが可能です。 もちろんデータ管理は数ステップで完
了するので、IT 管理者が不在でも簡単運用できます。 【データ漏洩対策】 Blancco は世界標準
のデータ消去ソフトです。 HDD や SSD、ファイルやフォルダなど、様々なデバイスや運用でも
安全にデータ消去可能です。 

株式会社フォースメディア

マカフィーの提唱する
ダイナミックエンドポイント

新規マルウェアの 70% 以上が未知のマルウェアという現状の中、未知で高度な攻撃に対し、対
策の必要性が求められています。ENSは、未知で高度な攻撃の対策機能をご提供いたします。 株式会社マカフィー

PC 操作ログ管理「MylogStar」と
デバイス制御「DeviceLock」

情報漏洩対策を強力にサポートするエンドポイントセキュリティとして、1 台のスタンドアロン
PC から大規模環境まで、規模やコストに合わせた導入・運用が可能な PC 操作ログ管理ソフト
「MylogStar（マイログスター）」とスマートフォンなどの外部デバイス制御に加え、インターネッ
トを介したファイルの持ち出し制御が可能な DLPソリューション「DeviceLock（デバイスロック）」
をご紹介いたします。

株式会社ラネクシー

プラットフォーム

セキュアなネットワーク環境を実現する認証ス
イッチ「APRESIA」

自治体・病院・学校・民間企業等で導入実績が豊富な、不正アクセスを防止する 認証スイッチ
「APRESIA」と 認証サーバー「Account@Adapter+」のデモ展示をいたします。 有線 LANも無
線 LANもこれさえあれば、容易にセキュア化できます。 オフィスの無線 LAN 環境構築時、観
光客向けに無線 LANを利用させる時等にご利用いただけるソリューションです。

APRESIA Systems 株式会社

え !こんなところに無線 AP?  情報コンセント対応
型高性能無線 LANアクセスポイント

・有線 / 無線ともに利用でき、利便性と意匠性を同時に実現。 ・情報コンセント（JIS 規格）埋
め込み式さらにフラットで目立ちません ! ・PoE 受電、100V（VVF 直結）のラインアップでお客
様ニーズにあった機器のご提案が可能 ・電波出力の出力を調整することで無駄な干渉を軽減

FXC 株式会社

UPS の新しいソリューションや、仮想化を含めた
BCP 対策の UPS 新商材をご紹介

デジタルサイネージや監視カメラシステムなどの、従来の PCやサーバ以外での UPS の導入例
を 具体的にご提案いたします。 また、Hyper-V/VMware などの仮想環境でも、機器やデータ
をしっかり保護する UPSやシャットダウンソフトによる最適な構成をご紹介いたします。

オムロン株式会社

小規模から大規模まで対応シンプルネットワーク

日々進化するサイバー攻撃、いまや企業は業種や規模にかかわらず高度なセキュリティがネッ
トワークに求められます。 ネットスクリーンの後継機 SRXシリーズは、性能・機能で既存製品
を凌駕するインテリジェントファイアウォール です。 高性能で低価格なスイッチ製品 EXシリー
ズと組み合わせればシンプルでセキュアなネットワークが実現できます。

ジュニパーネットワークス株式会社

Meraki、Start シリーズ
新製品ラインナップご紹介

企業ネットワーク全体をクラウドで一括管理しトラフィックやログ監視もできる「Cisco 
Meraki」、ビジネスメッセージ、ビデオ会議の相互接続を実現するクラウドサービス「Cisco 
Spark」を活用したビデオ会議システム展示します。

シスコシステムズ合同会社

ワークスタイル変革を実現、No.1 
デルソリューション

VDIを実現する最新ハイパーコンバージド製品やシンクライアント端末、サーバー、ストレージ、
クライアント PC、ワークステーションなどあらゆるワークスタイルを変革するインフラソリュー
ションをご紹介します。

デル株式会社 /EMCジャパン株式会社

貴重なデータを活かす NetApp ストレージ！ ハイブリッドクラウド時代、唯一のストレージベンダーとなったネットアップが提供する、世界
シェア No.1 ストレージ OS「Data ONTAP」新バージョンや FAS2600 新シリーズなどご紹介。 ネットアップ株式会社

BCPをサポートする電源ソリューション ITシステムの BCP 対策に高効率ミニ UPSとコンパクト発電装置を組合わせた長時間 (24 時間
以上 )電源バックアップ等、トータルな電源ソリューションをご提案します。 富士電機 IT ソリューション株式会社

レッドハットの最新情報をお届けします

・Certified Cloud & Service Provider Program（CCSP） 　レッドハットの製品を第三者にクラウド
で提供できる、唯一の認定された方法の紹介 ・Red Hat Enterprise Linux 　日本市場では国内
の商用 Linux ディストリビューションのうち約 85% のシェアを占める ・Red Hat Insights 　ご利
用の環境の情報収集とレポートで、障害に対して予防的な対策を行うツール ・Red Hat Satellite 
　インストール・設定の自動

レッドハット株式会社

映像・コンテンツ

先進のモニターで作業効率 UP 先進の USB Type-C 対応大画面 27.0 型フレームレスモデル、IT ワーカーの “ちょっと足りない”
を完全解消する縦ワイド×横ワイドモニター EIZO 株式会社

エプソンのインタラクティブコミュニケーション 最新のインタラクティブプロジェクターをメインに、売れ筋のカラーレーザー、モバイルのプ
ロジェクタ、インクジェットプリンタ、スマートグラスをご紹介します。 エプソン販売株式会社

OKI データのプリンター、複合機
プリント、スキャン、コピー、ファックスをコンパクトに一体化し様々な業務を 1 台でこなせる
高性能カラー LED 複合機と圧倒的な印刷スピードをクオリティーを兼ね備えたカラー LEDプリ
ンター。

株式会社沖データ

文教・土木建築業・小売飲食業の来場様へご提案
（デジタルカメラ・プロジェクター・レジスター）

□文教向け専用デジカメ :EX-SC200BK 　□現場向けデジカメ :EXF100KSET 　□即・楽・耐の水
銀レスプロジェクター（全モデル）　□複数税率・インボイス方式に対応レジスター（全モデル） カシオ計算機株式会社
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2020 年需要に向け、法人向けブラビアを用いた
ソリューションのご提案

2020 年に向けて拡大が期待される業務用ディスプレイ市場において、ソニーの持つ映像技術
やアプリケーション開発力を集結したブラビアは多様化するニーズ（企業ユース、インバウンド
拡大、工場内モニター、デジタルサイネージ）に合わせて提案が可能です。また多様化する働
き方にマッチする PCやデジタルペーパーなどの業務用製品をご提案します。

ソニーマーケティング株式会社

信頼と安心に応える
東芝のデジタルサイネージソリューション

東芝グループの豊富なディスプレイラインナップ、多彩なソフトウェア、ソリューション技術と
ノウハウで、デジタルサイネージ導入から配信・運用まで、ワンストップでご提供します。 東芝映像ソリューション株式会社

Philips 最先端 B2B 仕様ディスプレイ Philips 最先端 B2B 仕様ディスプレイが登場。 省スペース・省電力・目に優しいオフィス用ディ
スプレイ ! PHILIPS（MMD Singapore Pte Ltd）

会議が変わる プレゼンシステム 「ClickShare」バ
ルコの医用画像表示用ディスプレイ

ディスプレイに接続されたケーブルの繋ぎ換えもソフトインストールも不要で、USB 型のボタン
を接続するだけですので、来客の方にもご利用頂くことが出来、スマートフォン（iOS/Android）
からも資料共有。 　また、高画質と医師の画像観察をサポートする先進的な機能により、世界
で広く利用されているバルコの医用画像表示用ディスプレイも展示いたします。

バルコ株式会社

ハイスペック PC ならマウスコンピューター CM第二段をスタートさせた弊社ブースでは、VR関連を始めとする新製品目白押しのラインナッ
プを予定しております。 株式会社マウスコンピューター

多言語翻訳対応デジタルブック作成
ソリューション

既存の日本語印刷物を活用した 7 言語対応自動翻訳・音声読み上げ機能付きデジタルブック作
成ソリューションです。 訪日・在留外国人への情報発信は「コストが掛かる」となかなか取り組
むことが出来ず、多言語情報が少ないのが課題となっています。当ソリューションはそんな課
題を解決します。これまでの約 1/4 のコストで多言語情報発信を行うことが出来るため、外国
人への情報量を増やすことが出来ます。

株式会社モリサワ

業種別ソリューション

汎用 CADソフト「VECTORWORKS 2017」 建築設計で幅広く利用されている汎用 CADソフト「VECTORWORKS 2017」を出展。永久ライ
センスの CAD をお探しの方は是非お立ち寄りください。 エーアンドエー株式会社

ネットワーク・業務効率化・IT マネジメント等
ビジネス課題の解決をサポートします。

文教向け、ICT 教育に最適な法人向け無線アクセスポイント等ネットワーク製品や Windows10 
IoT Enterprise 搭載カスタム PC 等をご紹介させていただきます。 エレコム株式会社

AutoCADソリューションのご紹介

日頃オートデスク製品のご拡販に多大なるご支援をいただき、誠にありがとうございます。御
社様には 2 次元 CAD の AutoCAD LT を初めとした CADソリューションをご拡販頂いておりま
す。CAD、PLMソフトウェア業界ではいち早くオートデスクはサブスクリプションのビジネスモ
デルに移行致しました。今年 8月上旬からはお客様のサブスクリプションへの移行を推進する
キャンペーンを 10月末まで実施する予定です。（以下 URL のページで後日 8月 8日以降に掲載
いたします） 弊社ブースには弊社営業が終日対応させて頂きますので、是非お立ち寄り頂けまし
たら幸いです。

オートデスク株式会社

・ゆう子でタッチ観光案内多言語対応
・BIGPAD 会議から授業まで簡単操作で
   スマートに情報共有
・PCレスサイネージ

・ゆう子でタッチ観光案内
タッチディスプレイでインタラクティブに画面をタッチして操作を行う。ボタンや地図上の施
設など、画面タッチに応じて表示が切り替わり、欲しい情報、見たい情報を効果的に表示す
ることができます。文教向けに学校の導入事例やホワイトボード、ペンソフトのデモを実施
致します。

・メディアプレーヤー内蔵で PCレスサイネージ（電子看板）
静止画、動画を記録した USBメモリー /SDカードを本体に挿すだけで、自動的にコンテンツ
再生受付案内表示、お知らせ等多彩な業種に展開が可能です。コンテンツ作成支援サービス
「iSignWeb」なら約 1000 種類以上のテンプレートをご使用できます。

シャープビジネスソリューション株式会社

牧場・ホテルの無線 LAN なら BUFFALO -25℃対応の屋外設置用アクセスポイントを活用した農業向けカメラソリューションと、防災
Wi-Fi・ホテルに最適な Wi-Fiソリューションの御提案。 株式会社バッファロー

モバイル：その場で印刷。その場て完結。
ラベル：あらゆる現場のニーズに応える
　　　　ラベルプリンター

「医療の現場」「製造の現場」ではモバイル、ラベルが選ばれています。
「飲食 /小売店舗」では複合機、ラベルが活躍しております。 ブラザー販売株式会社

VRソリューションと FAXシステム

VRソリューションとは、販売累計 70万本の空間シミュレーションソフトで作成した空間が目の
前に出現し、実際に歩き回ったり、体験中にリアルタイム編集を行う事も可能 ! 「想像する」か
ら「体感する」へと代わる次世代プレゼンツールです。 FAXシステムとは、業務システムに簡単
に FAX 連携ができるシステムです。32 回線まで拡張可能で、仮想化での運用も可能。

メガソフト株式会社

繋ぐ音、守る音、創る音 遠隔会議で使用するマイクスピーカー、会話のプライバシーを守る VSP-1、簡単歌作りソフトボー
カロイド教育版。 ヤマハ株式会社

DISグループが提供するサービス &サポート
サーバーからスマートフォンまで多様なデバイスに対し、OS 初期設定、周辺機器・オプションパー
ツ組み込み、アプリケーションのインストール、各種設定作業を行うキッティングサービスと
パソコンだけではなく、スマホや家電まで対象とした DIS オリジナル延長保証のご紹介。

ディーアイエスサービス &サポート株式会社

教育

次世代の学びスタイルを御提案！
最新のコミュニケーションと
コラボレーション御提案

PDP-4K17は教育現場でのプレゼンの可能性を広げる 4K 対応光学 17倍ズームレンズ搭載の多
機能ドキュメントカメラ
テレプレゼンスロボット kubi で自分の分身を教室へ！
EZCast Pro LANはパソコンやスマートフォンの画面をモニタやプロジェクターへワイヤレスで簡
単表示！
タブレットの耐衝撃ケース「URBAN ARMOR GEAR」

株式会社プリンストン

文教向けソリューション
普通教室で活用できるソリューションを中心に、黒板いっぱいに投影できる超短焦点プロジェ
クタ「ワイード」もご紹介します。また、ブースでは次期学習指導要領に向け注目のプログラミ
ング教材も体験いただけます。

ダイワボウ情報システム株式会社
（文教向けソリューション）

※出展社、出展内容は変更される場合があります。


