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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

最新のセキュリティ、
モバイル・クラウド、生産性向上などをテーマに、商談に役立つ幅広い商材を69社、84ブースに渡って

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、IoTやAI、顔認証といった次世代テクノロジー製

品、
さらにはセキュリティや柔軟なワークスタイルを実現するソリューションなど、幅広くご紹介差し上げます。
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。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

最新のセキュリティ
ソリューションをご紹介
経済産業省によるサイバー セキュリティ経営ガイドラインが改定され、

様々な視点から
「働き方改革」にアプローチ
“働き方改革” を実現するために必要なソリューションをご紹介いたしま

セキュリティ対策の実施が経営上の「コスト」ではなく
「投資」と位置付け

す。社内情報共有やコミュニケーション・共同作業などのほか、話題の

策に不可欠な内部対策強化など、複雑化する対策ソリューションについ

介することで、企業ごとに異なる業務課題を、負担を掛けずに課題解決

られて、その重要度が増しています。外部脅威だけでなく標的型攻撃対
て分かりやすく解説し、商談の勘所をお伝えします。

RPA（Robotic Process Automation）など最新のテクノロジーをご紹

できる製品をご提案いたします。

次世代テクノロジー
（ IoT 、 AI ）

IT業界の今・未来から人生の意識改革まで

安価で便利で使いやすい IoT デバイスやエッジコンピューティングに

“働き方改革”の活用に不可欠なRPAのご紹介や“働き方改革”を本気で

講演・セミナーで考えてみませんか？

活用できる小型端末、メガネ型ウェアラブルデバイスなどを展示し

取り組んだり、
クライアントへ提案する勘所が分かる講演・セミナーを開

きるデモもご用意します。もう少しで当たり前となるであろう新しい

チも話題になった植松努氏の講演では、自らの可能性を信じ、前向きに

ます。また、 AI を活 用したネットワークセキュリティなどを体 感で
技術を体験していただけます。

催します。
また、宇宙開発の常識を打ち破り、TEDx Sapporoでのスピー

チャレンジする気持ちの大切さがお分かりいただけると思います。

Arcserve Japan 合同会社／株式会社 R.O.D ／株式会社アイエスエイ／株式会社アイ・オー・データ機器／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／アドビシステムズ株式会

社／株式会社網屋／アルプス システム インテグレーション株式会社／株式会社インターコム／インテル株式会社／ヴイエムウェア株式会社／ EIZO 株式会社／ SCSK 株式会社／ FXC 株式会社／エプソン

販売株式会社／エムオーテックス株式会社

／エレコム株式会社／オートデスク株式会社／株式会社沖データ／オムロン株式会社／株式会社オレガ／株式会社ガイア・エデュケーション／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／コルグ株式会社／株式会社コンテック／株式会社サイバネテック／サイボウズ株式会社／シスコシステムズ合同会社／シュナイダーエレクトリック株式会

社／ソニーマーケティング株式会社／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／ディーリンクジャパン株式会社／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／東芝クライアントソリューション株式会社／トレンドマイクロ株式会社／日本エイサー株式会社／株式会社日本 HP ／日本電気株式会社／日本ヒューレット・パッカード株式会社／日本マイクロソフト株
式会社／日本マイクロソフト株式会社

(Surface) ／株式会社ネクストセット／ネットアップ合同会社／ネットギアジャパン合同会社／株式会社バッファロー／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／ PHILIPS(MMD Singapore Pte Ltd.) ／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／富士電機株式会社／ブラザー販売株式会社／

株式会社プロット／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 MetaMoJi ／株式会社モリサワ／ヤマハ株式会社／株式会社来夢／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。

セミナー情報は次ページをご覧ください。

講

師

内

※受付開始は 15 分前からとなります。

容

生産性向上を後押しするNEC の RPAソリューション！

①

セミナー

日 本 の 生 産 性 向 上 が 急 務 の な か 役 立 つ の が、RPA（Robotic Process
Automation）です。

日本電気株式会社

1 階 104・105 会議室

11:00 ～ 11:40

RPA は従来人がやっていた単純作業を自動化するテクノロジーです。これに
より人は単純作業から解放され、より付加価値の高い作業に時間を割くこ

（40 分）定員 60 名

とができます。当セミナーでは RPAの基本から、NECのRPA「NEC Software
Robot Solution」の事例やデモを交えて詳しく紹介します。

②
特別講演

澤 円

働き方改革の�リアル�
～提案のきっかけのキーワードとは～

氏

「働き方改革」はあらゆる組織・企業において重要なキーワードとなってい
ます。

日本マイクロソフト株式会社
マイクロソフトテクノロジーセンター
センター長

1 階 104・105 会議室

13:00 ～ 14:30
（90 分）定員 100 名

その一方で「仕事量が減ってないのに残業時間だけを減らせと言われても
…」という現場からのボヤキが聞こえてきているのもの事実です。何が欠け
ているのか、どうすれば効果的な働き方改革ができるのか、マイクロソフト
の事例を紹介しながら、皆さんと一緒に考えたいと思います。

思うは招く ～夢があればなんでもできる～

植松 努

2 枚お持ちください。

札幌コンベンションセンター
▶ 地下鉄東西線
▶ 駐車場完備

（ 476

：1 階
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2 時間 200 円、以降 30 分につき 100 円
台収容可能
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さっぽろ大地公園

札幌市産業振興センター

104・105 会議室
徒歩 8 分

幌

P
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受付・展示会場 ：1 階
セミナー会場

交通

札

通
り

ご来場の際は名刺を

プロフィール
白石公園
株式会社植松電機 代表取締役
株式会社カムイスペースワークス 代表取締役
NPO 法人北海道宇宙科学技術創成センター（HASTIC） 理事

A town

南

郷

通
り

循

（90 分）定員 100 名

幌

15:30 ～ 17:00

会場

氏

株式会社植松電機
代表取締役

札幌コンベンションセンター

札

1 階 104・105 会議室

東札幌公園
大ホール

東

③
特別講演

全国各地での講演やモデルロケット教室を通じて、人の可能性を奪う言葉
である「どうせ無理」を無くし、夢を諦めない事の大切さを伝える活動をし
ています。
また、2010 年 4 月より
「より良くを求める社会」の実現に向けて、赤平にて「住
宅に関するコスト1/10、食に関するコストを1/2、教育に関するコスト0」の
実験を行う「ARCプロジェクト」を開始しました。

イオン東札幌店
地下鉄東西線
東札幌駅

お申し込みサイト ▶

もつき公園

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev01/ict_expo2018_sapporo.html

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

本展示会のお問い合わせ先

札 幌 支 店 011-242-4236
函館営業所 0138-51-5769

EXPO 2018 in 札幌」からお申し込みください。

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

旭川営業所 0166-27-0022
帯広営業所 0155-25-8750

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。

※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

LoRa 無線方式 遠隔監視 ･ 制御装置 WD100シリー

ズ「ももことあやか」

インテルの最新テクノロジーデモ

5 万円から始められる IoT:「CONPROSYS」&

最新産業用 PC のご紹介

モバイルエッジコンピューティングデバイス &

スマートグラス活用の遠隔支援システム

Aruba なら、これ一つ

RPA ソリューション「RoboSol」と
AI サイネージでおもてなし提案

業務効率を改善する高速 10 ギガスイッチ+NAS

クラウドバックアップは簡単・高速・安全の

アクロニスで。

Apple ソリューションのご紹介
データ収集のために機器間通信機器

（M2M ルーター）のご提案

出展概要

出展社名

次世代テクノロジー

LaRA 無線方式を採用した遠隔監視・制御装置による農業、工場、施設、倉庫、野外のデータ

収集と監視制御を可能にします。長距離安定通信、約 10 年の長期間可能な電池を採用すること

株式会社アイエスエイ

生産性を向上し業務効率を改善させる次世代のテクノロジーデモをご紹介します。

インテル株式会社

でメンテナンスフリーを実現します。

PC ベースの計測・制御の市場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」。 センサーや PLC からの信号を取り込みデータの見える化を「CONPROSYS」
が簡単に実現します。
「簡単」
「便利」
「使いやすい」を展示会場で是非ともご確認下さい。コンテッ

クは M2M/IoT システムを構築の課題を解決します。また、他社にない尖がった仕様の最新産業

株式会社コンテック

用 PC も展示いたします。

エッジコンピューティングとは ?

蓄積したデータを遠く離れたクラウドではなく、現場に近隣す

る場所で処理するテクノロジーです。「dynaEdge DE100」は高い汎用性と高度な処理能力を持

つ小型 Windows10 デバイスです。IoT 時代において、通信インフラへの負荷が課題となっていま

す。様々な現場におけるデータの負荷分散としてエッジコンピューティングが求められており、そ

東芝クライアントソリューション株式会社

の様々な活用事例をご紹介いたします。

「Aruba」の無線 LAN アクセスポイント、
「Proliant DL380 Gen10」の実機を展示、説明させてい
ただきます。

日本ヒューレット・パッカード株式会社

働き方改革を推進するツールとして、ソフトウエアロボットが業務を行うRPA（Robotic Process

Automation）に注目が集まっています。NECブースでは「RoboSol」のデモンストレーションなど

を通し、人とロボットが協働する、新しい業務オペレーションをご提案します。 出展ブースでは

他に、NEC の顔認識技術を活用した AI サイネージシステムも出展して新しい「おもてなし」のご

NEC（日本電気株式会社）

提案をいたします。 皆さまのご来場をお待ちしております。

より短い時間でより多くの仕事を効率良く。 リーズナブルな価格の 10 ギガスイッチングハブとファ
イルサーバー（NAS）・無線 LAN で SOHO・中小ビジネスの働き方改革をバックアップします。

ネットギアジャパン合同会社

モバイル・クラウド

定評のある「Acronis Backup」のクラウドソリューションをご紹介いたします。
企業や文教での活用事例、DEP を利用した導入方法など、iPad を利用した様々なソリューション

をご紹介します。

センサーのデータを自動で収集するための M2M ルーターを展示いたします。 またデータの表示

や指示のために大型タッチパネル（テレビをタッチパネル化）を紹介いたします。

アクロニスジャパン株式会社
ダイワボウ情報システム株式会社

（Appleソリューション）

株式会社アイ・オー・データ機器

「Workspace ONE」
（旧 Airwatch）は、従来の iOS や Android に加えWindows 10 の管理機能も
柔軟な働き方とセキュリティを両立する

「VMware Workspace ONE」

強化されています。 特にニーズのある場面は 2 つあり、1 つ目は働き方改革などで持ち出しPC の

ニーズが増える事に対するセキュリティ対策です。 2 つ目は、Windows10 で行われる半年に 1 回

の機能更新や月1回のセキュリティ更新の自動適用への対策です。
「Workspace ONE」でのセキュ

リティ対策は、遠隔操作でのロックやワイプはもちろんのこと、データ暗号化など豊富な対策が

ヴイエムウェア株式会社

可能。

新しくなった「AutoCAD」をご紹介いたします!

業務改善クラウドサービス

サイボウズ「kintone」

DIS グループが提供するサービス & サポート

シェア No.1 ワークフロー「X-point」
働き方を変える、日本 HP の最新ラインアップ
モバイルクラウドデバイスのご提案と
活用事例のご案内

マイクロソフト製品で実現する
働き方改革のご紹介

「Surface」製品のご紹介をいたします

汎 用 3 次 元 CAD で あ る「AutoCAD」 が 新 しくな り、
「AutoCAD」 の サ ブスクリプ ション で、

「AutoCAD 2D」および 3D CAD ソフトウェアのほか、業種別ツールセットを利用できるようにな
りました。

「kintone」
（キントーン）は、パーツのドラッグ&ドロップ操作で簡単に業務課題に合わせたシステ
ムをつくれるクラウドサービスです。日報・案件管理・契約書管理など100 以上の無料サンプル
もご用意しています。

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をします。

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」。紙のような
Webフォームで簡単導入、専門家によるカスタマイズ不要で簡単設定。 無料サンプルも 700 種

類以上が無料で使えます。

詳細は Web サイトでご確認ください。
今、日本の文教市場を席巻している「Chromebook」の展示、活用事例をご紹介させて頂きます。

オートデスク株式会社

サイボウズ株式会社

ディーアイエスサービス& サポート株式会社

X-Point

（ディーアイエスソリューション株式会社）
株式会社日本 HP

また、Windows 機では 2017 年下期に実施した大幅なモデルチェンジに伴う新製品の展示もさせ

日本エイサー株式会社

マイクロソフト製品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

て頂きます。

「Surface」シリーズは、Microsoft 純正の PC タブレットです。 Microsoftソリューションを最大限

活用できる純正デバイスは、据え置き型の Studio からLaptop、Pro、Book と幅広い製品ラインナッ

プがございます。是非一度ご覧ください。

日本マイクロソフト株式会社（Surface）

展示タイトル

出展概要

Office 365 をより便利に、より安全にご利用できる

Office365 をより便利にグループウェアとして活用できるアドオンラインナップのご紹介の他、最

アドオンツール

近人気の LINE のビジネス版 LINEWORKS もご紹介します。

お客様の働き方改革、生産性向上のため、「お客様の利用シーンをいかに拡大できるか」、「い
モバイル・ビジネスソリューション

かに時間を有効活用できるか」という想いのもと、レッツノートは進化を続けている。その中で、
今回は「速さ」にこだわりました。働き方が多様化する中、クアッドコア CPU が持つ高速処理を

使い、スキマ時間を有効活用することで、瞬間のビジネスチャンスを掴んだり、業務の生産性を
上げていただきたいと考えております。

働き方改革推進に必要なアイテムを提供 !!
軽量モバイル PC & 業務効率ソリューション

モリサワの「見やすい文字」と

「デジタルコンテンツ配信ツール」で
快適な情報伝達を !

業務効率アップ（働き方改革）へ取り組むユーザ様へ、超軽量モバイル PC と長時間残業抑止ソ

リューションをご紹介します。

出展社名

株式会社ネクストセット

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

ブラザー販売株式会社
株式会社富士通パーソナルズ

ビジネス文書にこそ「見やすい」
「読みやすい」フォントを! ついにどなたでも簡単で気軽にご使用

いただけるフォントサービス「MORISAWA BIZ+」が新登場 !プレゼン資料やニュースリリースに

ご使用いただけます。 また、お手持ちの PDF データや画像データを簡単に iOS/Android アプリ、
Web 本棚にデジタル配信ができるソリューション「MC Catalog+」は、ペーパレス化によるコスト

株式会社モリサワ

削減や多言語自動翻訳機能でのインバウンド事業やグローバル展開をサポートします。

繋ぐ音、創る音、防ぐ音を

ヤマハの技術がお届けします

これ一台で会議室をスマートに &

中小規模向けハイパーコンバージドで働き方改革

DIS mobile（通信サービス）
サブスクリプション管理ポータル

「iKAZUCHI（雷）」

Arcserve 最新情報

Web 会議システムで場所や時間にとらわれないワークスタイルを!! あらゆる現場のニーズに応え

るラベルプリンター、モバイルプリンターで現場ソリューションを実現します。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

■ TV 会議システムや Web 会議ソフトを利用した遠隔会議や遠隔授業での会話をスムーズに行う

ためのマイク・スピーカーシステム「YVC-1000、YVC-300」■ タブレットで直観的に「歌づくり」
ができるデジタル教材「ボーカロイド教育版」■ 会話のプライバシーを守る「VSP-1」

『これ一台で会議室をスマートに』プロジェクターに繋ぐ感覚で手軽にワンステップで遠隔地とオ
ンラインMTG を実施することができる最新の専用端末「ThinkSmart Hub 500」に加え、レノボ

レノボ・ジャパン株式会社 /

よる、働き方改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、ぜひレノボブー

株式会社

の持つ多様なスマートデバイス& 話題の中小規模事業者様向けハイパーコンバージドシステムに

スへお立ち寄りください !

DiS オリジナルの通信サービス「DiS mobile 年間パッケージ」の サービス内容及びラインナップ

を展示いたします。

サブスクリプション管理ポータル「iKAZUCHI（雷）」は、5 月 18 日現在、15 ベンダー 31 サービス

と益々充実のラインアップ。サブスクリプションを楽に管理、ユーザーの満足度・売り上げも UP!

セキュリティ

ご紹介

IoT 時代の映像・音声セキュリティソリューション
「Adobe Creative Cloud」

【InterSafe シリーズ】URLフィルタリング、
デバイス管理、ファイル単位の暗号化

AI を用いた防犯カメラシステムの活用方法
AI 要らずで内部不正とサイバー攻撃に対応

「活用型ログソリューション ALog シリーズ」
インターコムが提案する 2 つの働き方改革
ネットワークの統合 セキュリティー対策と
運用効率化

「LanScope」シリーズ

統合型エンドポイントマネジメントツール

真の統合型セキュリティ対策とは ?

「ESET セキュリティ ソフトウェア シリーズ」
最新ソリューションのご紹介

働き方改革ソリューション

ヤマハ株式会社

データ保護・バックアップ市場で高いシェアを誇る「Arcserve」シリーズ。新製品の Archiving や

アプライアンスモデルのご紹介と最新情報をお届けいたします。

高画質・高性能のネットワークカメラと新機軸のネットワークスピーカー、最新のインテリジェン

トソフトウェアを活用した、小売店舗の効率アップソリューションならびに、敷地周辺の監視と入
退室管理の統合による物理セキュリティソリューションをそれぞれご紹介します。

「Adobe Creative Cloud」と「Acrobat」について、ご紹介します。
ALSIよりサーバリプレイスには必ず導入されるURLフィルタリング「InterSafe」、エンドポイント

セキュリティの「InterSafe ILP」、クラウドセキュリティの「InterSafe GatewayConnection」を展
示します。 文教市場、官公庁への導入は 2016 年度以降、随時進んでおり、中小企業のお客様

への展開も見込まれます。 実機で視覚的にご提案できる製品ですので是非ともよろしくお願いい

たします。

防犯カメラの活用方法。 AI を用いた、防犯カメラシステムの活用方法をご紹介します。
内部不正対策に、サイバー攻撃対策、働き方改革まで。 昨今、様々なシーンへのログ活用が注

目されています。
「でも、具体的にどのログをどう見ればいいの?」そんな悩めるご担当者様必見。

「Alog」シリーズで実現可能な最新のログ活用方法を多数ご紹介いたします。

iKAZUCHI（ 雷 ）登 録 製 品 の Win&Mac の 混 在 環 境 に 強 い 情 報 漏 洩 対 策 + 資 産 管 理 ツール の

「MaLionCloud」と給与明細の電子化が簡単に始められる「Web 給金帳 Cloud」をご紹介します。

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。

「LanScope」シリーズでは内部不正の可視化や働き方改革を含めた組織内部の脅威、課題を見

える化する事ができます。また最新のオプションでは外部脅威対策も可能になり、トータルでエ

ンドポイントのセキュリティ強化ができるようになりました。

ランサムウェアや悪意のあるマイナー攻撃、次々にユーザーを襲う脅威には必ずキーワードにな
る対策があります。 当ブースでは真の統合型のセキュリティとは何なのかをご説明させていただ
きます。

大企業のみならず、中小企業をターゲットとしたマルウェア感染が急増しております。マルウェア

感染の被害に遭わない保証はありません。マルウェア感染は明らかな経営リスクです。キヤノン
ITソリューションズブースでは、日経コンピュータ顧客満足度調査で 5 年連続 No.1 を受賞してい

るセキュリティソフト「ESET」によるクライアント管理の活用方法をご紹介いたします。

現在、多くの企業で求められる働き方改革。その環境づくりにおいて欠かせない、社内外からの

様々な端末を使って安全安心に社内のネットワークを利用するためのソリューションを展示いたし

ます。

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ

ダイワボウ情報システム株式会社

（モバイル・通信）

ダイワボウ情報システム株式会社

（iKAZUCHI（雷））

Arcserve Japan 合同会社

アクシスコミュニケーションズ株式会社
アドビシステムズ株式会社

アルプス システム インテグレーション
株式会社

株式会社 R.O.D
株式会社網屋

株式会社インターコム

SCSK 株式会社

エムオーテックス

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

株式会社ソリトンシステムズ

展示タイトル

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展概要

出展社名

簡単・安心・安全

マルウェア・ランサムウェア対策に、高度化するサイバー攻撃対策に、『簡単』・『安心』・『安全』

社外からの攻撃を社内からの漏洩を

デジタルアーツの提供するセキュリティ対策製品をご紹介します。社外からの攻撃を防ぐと同時に

の SonicWall をご提案します。

SonicWall で Non-stop UTM を実現 !!

社内からの漏洩も防ぎ、情報の外部への流出を完全ブロックします。

同時に防ぎます。

ソニックウォール ･ ジャパン株式会社
デジタルアーツ株式会社

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

ビジネスメール詐欺撲滅 !

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

最先端のセキュリティ製品のご紹介

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

トレンドマイクロ株式会社

にすぐにご案内できます。ぜひお立ち寄りください !

IPA から発表された " 情報セキュリティ10 大脅威 2018" では前回に引き続き「標的型攻撃による
標的型攻撃対策ソリューションを多数ご紹介、

ブースでは実際の画面でデモ体験

情報流出」が 1 位となっているだけでなく、2 位には「ランサムウェアによる被害」が続いているなど、

メール関連の脅威についての危機感が高まっている結果となっております。

攻撃対象は自治体

や大手企業だけではありません。情報資産を持つあらゆる組織を攻撃し、被害拡大の糸口を見
つけ出そうとしています。更に増大し巧妙となるメール脅威から組織を守るため新たに提供予定

株式会社プロット

のメールから侵入する悪意を「消毒」する次世代クラウドサービスなどをご紹介します。

マカフィーの提唱するダイナミックエンドポイント

マシンラーニングで更に検知力を向上。近年、新種のマルウェアの数が爆発的に増加しており、
従来のパターンマッチングでは検知が難しくなっています。マカフィーではマシンラーニングを利用

し、シグネチャを使うことなくふるまいを分析し、未知の脅威を検知します。

マカフィー株式会社

プラットフォーム

「AE1000 シリーズ」 ● 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 ! ● ビームフォーミング機能搭載

こんなところに無線アクセスポイント!?

2x2mimo 11ac 867Mbps 対 応モデル「LE100GM」 ● 1 芯 長 距 離 通 信を実 現するコンパクトな

100GbE 光伝送装置から無線 AP まで

100G 伝送装置 ● データセンター間 / キャンパス間の接続に最適ソリューション ● 沖縄クラウド

ネットワークのインフラとして活躍中

HA 構成ならオムロン !

ネットワークカードでのソリューションのご紹介 !

HA 構成の仮想環境でもオムロンのネットワークカードがあれば安心です ! サーバ + ストレージ構

成 /vSAN 構成ともにシャットダウン・起動まで可能です。 さらに、オムロンは電源管理サーバが
必要ありません ! また、その他のシーンで活躍する新商品も展示しております。

ファイルサーバーへランサムウェアなどによる被害を最小限に抑え、世代バックアップで確実な

ファイルを復元する ｢VVAULT AUDIT｣ と ｢VVAULT｣ のソリューションソフトウェア。 アピールポ

ファイルサーバーの被害を

イントとして ・ランサムウェア被害があった。 ・ランサムウェア対策製品をさがしている。 ・ログ

リアルタイムで検知し即復旧 !

管理ソフトを探している。 ・野良 NAS の散在、まとめて管理がしたい。 ・ファイルサーバーのリ

次世代ランサム対策ソフトウェア

プレイスを検討している。 ・冗長化を検討している。 ・クラウドを検討している。 など

企業ネットワーク全体をクラウド管理し簡単に拡張可能な「Cisco Meraki」と、働き方改革に有

「Meraki」、「Webex」シリーズのご紹介
世界で最も選ばれている UPS ブランド

用なクラウド型会議システム「Webex」
（旧 Spark）シリーズをご紹介します。
APC!!

ディーリンクの Wi-Fi アクセスポイントと

ネットワークSW は運用管理ツールも充実

働き方改革を支える DellEMC の

最新テクノロジー / ソリューション

UPS の進化をリードする " シュナイダーエレクトリック "!! サーバ機器に限らず多数のネットワーク
機器や NAS、に対しての電源保護を支援します。

ディーリンクは、総合ネットワークベンダーの強みを活かし、ディーリンクの ネットワーク SW、
Wi-Fi アクセスポイントを運用管理ができるソフトをご紹介します。 オフィス・ホテル・マンション・
学校など様々なシーンに適したネットワーク製品も充実のラインナップでご紹介。2018 年に発売

予定の製品も展示 ! 是非ディーリンクのブースにお立ち寄りください。

え評価頂いているのが DellEMC です。働き方改革を支えるテクノロジーをキーワードとして多様

な端末、端末管理、セキュリティ、バックアップ、ネットワーク、管理が容易な基盤というテーマ

パナソニックES ネットワークス ソリューション

詳細は Web サイトでご確認ください。

ICT 活用を支える無線 LAN 環境整備について

BCP をサポートする電源ソリューション

レッドハットの最新情報をお伝えします

株式会社オレガ

（ソリトンシステムズグループ）

シスコシステムズ合同会社
シュナイダーエレクトリック株式会社

ディーリンクジャパン株式会社

デル株式会社・EMC ジャパン株式会社

で攻めるIT としてのきっかけとなるアドバイスをさせて頂きます。

ネットアップの FAS シリーズを中心に製品のご案内をします。 独自 OS である、ONTAP の機能性、

大容量ファイルサーバー :FAS シリーズ

オムロン株式会社

日本は働き方を変更する大事な分岐点に来ています。人口減少やテクノロジーの大きな進歩によ

りIT に投資しているか否かで大きく売り上げや利益率が変わってきています。 それを全世界で支

ネットアップの高信頼、

各種利用シーンに向けご提案

FXC 株式会社

優位性、安全性についてもご紹介します。

無線 LAN のバッファローが ICT の活用に欠かせない無線機器をご提案。文教、自治体、医療、

ホテル、各種産業、民間企業から公共利用に各種事例も交えご紹介。 これからの ICT 活用にバッ

ファローだからできる!! をご案内します。

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。

「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・設定の自動化、パッケージの状況管理、

アップデートの実施等の統合管理製品

ネットアップ合同会社
パナソニック ES ネットワークス株式会社
株式会社バッファロー

富士電機株式会社

レッドハット株式会社

展示タイトル

EIZO モニターで働き方改革を !

ノートパソコン＋ EIZO モニターで快適に。

これからのオフィスに、これからの環境性能

出展概要

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展社名

映像・コンテンツ

外出先ではノートパソコンやタブレットのモバイルで、オフィスでは見やすい 24 インチ、27 インチ

の高解像度モニターをEIZO モニターで ! 画面が見やすい工夫がたくさん、フレームレスで省スペー

ス、ホワイトモデルでオフィスも明るくなります。

オフィスの電力消費の中で、空調・照明に次いで大きいのが「OA 機器」。室内温度に配慮し、
消灯を徹底する…その次は ? これからは簡単に、ストレスなく、高性能と低環境負荷を両立した

インクジェット方式の「プリンターで環境対策。
」始めませんか ?

EIZO 株式会社

エプソン販売株式会社

プリンター、複合機の業種別（医療、文教、デザイン等）活用事例を中心にご紹介します。今回は、
5 年間無償保証の OKI の LED プリンター

新たに商品ラインアップに加わった広幅 LED 複合機・プリンターの「Teriostar」
（テリオスター）シ

リーズを出展します。東京オリンピック・パラリンピックを控え、建設業、製造業におけるCAD

図面印刷需要は益々高まっています。是非この機会に、「Teriostar」の特長を知っていただき、

ご提案商材の一つに加えてください。 展示機は、5 年間無償保証の「COREFIDO」
（コアフィード）

株式会社沖データ

シリーズを中心に、弊社の一押しラインアップをご紹介します。

農作物の健康状態を監視出来るソリューション

「Pix4Dmapper」による各種画像処理をご紹介します。

株式会社サイバネテック

業務用ディスプレイ・液晶テレビ［法人向け］
「ブラビア」は、2020 年に向けて拡大が期待され

ソニー商品による法人向けビジネスへのご提案

る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、多様

化するニーズ（会議室用ディスプレイ、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、働き方改革へご提案にマッチするモバイル PC「VAIO」やデジタルペーパー / ビ

ソニーマーケティング株式会社

デオ会議システムなどの業務用製品をご提案します。

充実したラインアップと安心の 5 年保証（無償修理時の送料往復は 2018 年 4 月 1 日よりすべて

PHILIPS 最新液晶ディスプレイ

メーカー負担になりました）のフィリップス液晶ディスプレイ。 PC への電源供給が可能になる

USB3.1typeC 搭載モニター及び B2B 強化モデルをご紹介いたします。お陰様で Philips ディスプレ

イが日本に参入して 5 周年。 日本国内シェア（モニター単体販売）は 2016 年、2017 年実績で第

PHILIPS（MMD Singapore Pte Ltd）

2 位となっております。

期待を超えるコンピューター。

国産 3 年保証セルスター製ドライブレコーダー

事務用途のオフィス用パソコンから、「4K 動画編集」
「CAD」
「構造計算」
「解析」
「VR」などプロ用

ワークステーションまで、利用用途・ご予算に合わせ自由に「カスタマイズ」が可能。 高性能を「国

内生産」
「24 時間 365 日サポート」の安心とともにご提供。 弊社「iiyama」モニタとともに、全て

の仕事の現場に対応できます。

セルスターのドライブレコーダーとレーダー探知機は国内自社工場生産で 3 年保証が付帯してお

り、安高い信頼性を実現しています。その他に災害時にも役立つインバーターやポータブル電源
等があり幅広い業界で採用されております。

株式会社マウスコンピューター

株式会社来夢

業種別ソリューション

エレコムブースでは、IoTソリューションカンパニーとしてグループ各社の製品を中心に、産業用
産業用 PC、サイネージ関連製品を中心に

トータルソリューションをご提案 !

PC からネットワークまで、トータルソリューションをご提案させて頂きます。 国内生産にこだわっ

た産業用 PC やクラウド配信サービスを利用したサイネージソリューション、過酷な環境下でも使

用可能な堅牢型タブレット・バッテリーレスのタッチパネル PC など、普段展示出来ない製品を実

機を操作しながらご提案させて頂きます。 また、グループ会社 DX アンテナ社の製品も展示させ

エレコム株式会社

て頂きます。
「TurboNAS」

「WEB 会議用タッチディスプレイ」
「データ完全消去ソフト」

「監視カメラソリューション」

VR ソリューションとFAX システム

「QNAP」：拡張性、信頼性を備えた簡単・安心のネットワークストレージ

「Newline」
：ビデオ会議/プレゼンテーション/電子黒板が1台で対応「タッチスクリーンディスプレイ」
「Blancco」：パソコン、サーバだけでなく、フラッシュや仮想マシンにも対応「データ完全消去ソ
フトウェア」

「VIVOTEK」：IP カメラ/PoE スイッチ/NVR/ アナログ変換ビデオサーバなど、ハードウェアがすべ

QNAP / Newline / Blancco / VIVOTEK

（株式会社フォースメディア）

て揃った「監視カメラソリューション」

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。

ガイア・エデュケーション ソリューション

詳細は Web サイトでご確認ください。

コルグ ソリューション

詳細は Web サイトでご確認ください。

教 育

メガソフト株式会社

株式会社ガイア・エデュケーション
コルグ株式会社

「MetaMoJi Share for Business」は、画面を共有して会議やプレゼンテーションをしたり、ドキュ
タブレット向け「会議支援」&「授業支援」

メントを複数人でリアルタイムに共同編集したりできるペーパレス会議アプリです。 役員会議・
職員会議からアイディア出し・ブレインストーミングといったミーティングまで幅広くご利用いただ

け、働き方改革を強力に支援します。 「MetaMoJi ClassRoom」は、子どもの成長や授業内容

に合わせ、シンプルなノート機能から高度な協働学習まで幅広く柔軟に対応できるリアルタイム

株式会社 MetaMoJi

授業支援アプリです。

教育 ICT ソリューション

Google for Education

2020 年からの次期学習指導要領で必修化となる「プログラミング」に関する商材や従来の授業を
活かしつつ、デジタルを使い学校の授業をより良くするためのアプリケーションなど学校で ICT 活
用をされる際のお勧めプロダクトをご提案します。

教 育 機 関 に導 入 が進 む Google のサービス「Chromebook」と管 理コンソール、
「G Suite for

Education」などご紹介いたします。

ダイワボウ情報システム株式会社

（文教ソリューション）

ダイワボウ情報システム株式会社

（Google for Education）

