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最新のICTソリューションが体感できる
DISがお届けする総合展示会!!
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会  場

「仙台から発信！未来へ繋ぐ東北共創」をテーマに、商談に役立つ幅広い商材を67社、80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、ドローンまで。
また最新の IoTから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。

次世代テクノロジーとして、IoT、ドローン等をご紹介いたします。
活用シーンをイメージして頂き、新しいビジネスチャンスにする
ためのご提案をいたします。

次世代テクノロジー
によるビジネス創出

スマートフォン・タブレットのビジネスシーンへの導入などモバ
イル・クラウドソリューションによる新しいビジネススタイルを
デモを交えて展示いたします。

モバイル・クラウドソリューション
によるビジネス創出

日本マイクロソフト社によるセキュリティ対策セミナーの実施を
はじめ、生体認証、情報漏洩対策、免震装置まで幅広い商品を
展示いたします。また、監視用のネットワークカメラとあわせ
て関連製品をご提案いたします。

最新のセキュリティ
ソリューションをご紹介

ワークスタイル変革を推進し企業の競争力を高めるソリューショ
ンとして、社内情報共有やコミュニケーション・共同作業等、企業
ごとに異なる業務課題を負担を掛けずに課題解決できる製品を
ご提案いたします。

スマートワーク
ソリューションのご紹介

ICT EXPO 見どころ !

出展メーカー数67社（50音順） 全80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／アドビシステムズ株式会社／株式会社アイ・オー・データ機器／アルプスシステムインテグレーション株式会
社／株式会社青井黒板製作所／株式会社アリス／株式会社網屋／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／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／オムロン株式会社／株式会社沖データ／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／サ
ンワサプライ株式会社／シスコシステムズ合同会社／シャープビジネスソリューション株式会社／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／ソフォス株式会社／株式会社ソリトン
システムズ／ダイトロン株式会社／株式会社高文／DJI JAPAN株式会社／デジタルアーツ株式会社／デル株式会社／株式会社ディー・ディー・エス／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／株式会社日本HP／日本エイサー株式会社／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／日本電気株式会社／株式会社ネオジャパン／株式会社ネットジャパン／ネット
アップ株式会社／ネットギアジャパン株式会社／パナソニックシステムネットワークス株式会社／株式会社バッファロー／株式会社パトライト／ピー・シー・エー株式会社／PHILIPS（MMD Singapore Pte Ltd）
／ブラザー販売株式会社／富士通株式会社・株式会社富士通パーソナルズ／株式会社プリンストン／株式会社フォースメディア／富士電機株式会社・富士電機ITソリューション株式会社／ベリタステクノロジー
ズ合同会社／株式会社マウスコンピューター／ヤマハ株式会社／リコージャパン株式会社／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／レッドハット株式会社／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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https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev02/ict_expo2017_sendai.html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 仙台」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。仙台支店　TEL 022-212-6450

■ JR仙台駅ペデストリアンデッキ直結 徒歩約2分
■ 地下鉄仙台駅北7出口 徒歩約3分
■ 地下駐車場完備（514台収容可能）

仙台市中小企業活性化センター
（旧 仙台市情報・産業プラザ）

［展示会場］ 5階 多目的ホール
［セミナー］ 6階 セミナールーム2
 （受付は5階となります）
〒980-6105 仙台市青葉区中央1-3-1 AER

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

セ ミ ナ ー

講　　師 内　　容

セミナー 1

11:00~12:00
（60分）

小野  誠氏

デル株式会社
インフラストラクチャ・
ソリューションズ事業統括
ソリューション本部
ビジネス開発マネージャ

多様なワークロードに対応する
D e l l  E M C  の  H C I  のすべて

現在、急速に普及が進んでいる次世代の仮想化基盤のハイパーコンバージドインフラ（HCI）は、実環
境での様々なワークロードに対応するための進化が加速しています。お客様ごとに異なる仮想化環
境のニーズに合わせて多種多様なHCIが出現してきています。本セッションでは、様々な仮想化ニー
ズに対応可能なDell EMCのHCIソリューションを分かりやすくご紹介いたします。

セミナー2

13:00~14:00
（60分）

澤  円氏

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

知らないうちにあなたが加害者に !
~いま出来る、セキュリティ対策とは ~

サイバー犯罪は身近にあります。あなたはすぐにでも被害者になるリスクがあるだけではなく、知
らぬ間に加害者になる可能性すらあります。現在のサイバー攻撃の最新トレンドを知っていただくと
同時に、マイクロソフトがどのようにセキュリティ対策を行なっているかを、生体認証技術やクラウ
ド活用の事例を交えながらご紹介いたします。

セミナー3

14:30~15:30
（60分）

谷水  茂樹
ダイワボウ情報システム株式会社
販売推進本部 販売推進2部
副部長

クラウドを活用した『働き方改革×地方創生』
~トレンドを活かしたビジネスチャンスの創造~

シスコシステムズのクラウドサービス、Cisco Meraki、Cisco Sparkは働き方改革、IT化促進の提案
商材としてご活用いただける提案メリットの大きな商材です。構築が容易なためパートナーの皆様
に新規ビジネスとして取り組みいただく利点があり、ユーザー様にとっても、コスト低減と利便性
の向上を両立できます。本セッションでは、Cisco Meraki、Cisco Sparkクラウドだからこそ実現で
きる、パートナー様にとってのご提案メリットの各種を、ブースの展示と合わせて、ご提案いたします。

セミナー4

16:10~17:00
（50分）

島津  藍美氏

株式会社リクルートライフスタイル
ネットビジネス本部
パートナーセールス部
パートナーセールス2グループ

竹田  暁彦
ダイワボウ情報システム株式会社
販売推進本部
販売推進 1部　PC2グループ　主任

i P a d を活用してブルーオーシャンを攻略！
無料 P O Sレジアプリ『A i rレジ』

拡大するインバウンド市場にはモバイルは欠かせないアイテムです。今回は、その中でもアプリ、サー
ビスともに豊富な iPadをどのように、どんなものを提案していくべきなのかをご紹介します。後半
では無料POSレジアプリ『Airレジ』・『モバイル決済 forAirレジ』のデモ行い、導入事例をご紹介し
ながら、お店の経営を効率化する方法をお伝えいたします。

※受付開始は20分前からとなります。



次世代テクノロジー

最新ビジネス PCと IoT 製品 インテルブースでは、働き方改革に役立つソリューションを携えたビジネス PCや IoT 製品を展示
いたします。 インテル株式会社

生まれ変わった ALogシリーズ
「全方位型ログマネジメント」

システムログをわかり易いアクセスログに変換します。対象も従来のサーバ、NASに加えて、ネッ
トワーク機器、個別のアプリケーションなど対象範囲が広範囲となりました。 株式会社コンテック

世界シェア No.1 のドローンで実現する
空撮・点検・災害対策

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）

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

インテル ® プロセッサー搭載のモバイル・エッジコンピューティング・デバイスを参考出展さ
せていただきます。インテル ®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 ベースの環境のためセキュリティ面も安心です。 視界の共有や ハンズフリーでの作業を
可能とするメリットがあります。

東芝クライアントソリューション株式会社

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

企業課題の見える化
☆ネットワークカメラとつながるパトライト 今を見る・知らせる / 通報・保守 ・パトライトの簡単
IoT ソリューション 今を視る・過去を診る・未来を変える ! 
☆ BCP 対策 緊急速報「エリアメール」対応警報装置 低コストで多彩な災害情報を通知 !

株式会社パトライト

音声認識によるコミュニケーションツール
「 LiveTalk 」のご紹介

音声認識とリアルタイム転送技術によって発話内容を共有できます。
会議や打ち合わせにおける発話のテキスト化、参加者へのリアルタイム表示、聴覚障がい者の方
への発言サポートなど、音声によりコミュニケーションの幅を広げるご提案を致します。

富士通株式会社・
株式会社富士通パーソナルズ

モバイル・クラウド

Adobe Creaitive Cloud Creaitive Cloud や有償フォトストックサービス Adobe Stock のご紹介をメインに展示いたします。 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

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

業務改善クラウドサービス

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

モバイルクラウドデバイスのご提案と
活用事例のご案内 Chrome book を活用したモバイルクラウドの活用事例等のご紹介、デバイスの展示。 日本エイサー株式会社

日本 HP がご紹介する最新テクノロジー
2017年発売予定の 2in1タブレットや、Windows 10 Mobile搭載の HP Elite x3（スマホ+タブレット）、
最先端モジュール型 PCや世界初ミニワークステーションなど、最新の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

Aruba Instant AP（IAP）APだけで実現できるしっかり制御の Wi-Fi 環境 ! 
ライセンス不要で学校ごとに 50AP以内であれば 一括制御可能な仮想コントローラを APに内蔵し
ています。 AP1台からお使い頂くことができ、電波干渉を防ぐ電波自動調整機能も搭載しています。 
設定画面も完全日本語対応でシンプルわかりやすいです。 セキュリティ面でも暗号化 +認証に加
え、Aruba ならアクセス制御も行えます

日本ヒューレット・パッカード株式会社

「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

情報共有やコミュニケーション・共同作業の課題を
負担を掛けず低コストで解決

日々の情報共有やコミュニケーション、メンバー間の共同作業の問題点。運用・管理の担当者にも、
利用者にも負担なく自然に使え、現場のことを考えたグループウェア「デスクネッツ ネオ」とビジ
ネスチャットシステム「チャットラック」が解決します。

株式会社ネオジャパン

INNOVATION @ Business Front
・モバイル PC「レッツノート」シリーズ新製品のご紹介
・堅牢 PC/タブッレット「タフシリーズ」のご紹介
・パナソニックの NW カメラ新世代商品「i-Pro EXTREME」シリーズのご紹介

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

最高の VR体験 & ハイパーコンバージドと
多様なスマートデバイスでワークスタイル変革

エンジニアリング、医療、建築など、ビジネスシーンでの活用が広がっている VR（バーチャルリア
リティ）に最適化したレノボのワークステーションを VR の体験デモを交えて展示します。 また、
レノボの持つ多様なスマートデバイス & 話題の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

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
（アップルソリューション）

ソフトウェアライセンス発注・管理サイト
「iKAZUCHI（雷） 」

iKAZUCHI( 雷 )はダイワボウ情報システムが提供する、お取引先向けライセンス契約管理システム
です。iKAZUCHI( 雷 ) をご利用いただくことで、貴社経由でユーザーにご提供する継続型サービス
契約の新規登録や管理を素早く行うことが可能になります。

ダイワボウ情報システム株式会社 
（iKAZUCHI）

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 
（DIS mobile・通信サービス）

セキュリティ

（最新 verご紹介）Arcserve Backup & UDP
最新版である Arcserve Backup r17.5、Arcserve UDP v6.5、Arcserveアプライアンスシリーズ（7320）
がリリースされました。 新機能のご紹介や案件ご相談などいたします。ぜひお気軽にお立ち寄り
ください。

arcserve Japan 合同会社

NASセキュリティの強化と大型モニタの有効活用 てれたっちを使って「タッチパネルモニタ」に変身。 大型テレビ・モニタを有効活用のご提案とラ
ンサムウェア対策に最適な NASと外付け HDD を使った、対策方法のご案内をさせて頂きます。 株式会社アイ・オー・データ機器

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いたします。 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

※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



※出展社、出展内容は変更される場合があります。

生まれ変わった ALogシリーズ
「全方位型ログマネジメント」

システムログをわかり易いアクセスログに変換します。対象も従来のサーバ、NASに加えて、ネッ
トワーク機器、個別のアプリケーションなど対象範囲が広範囲となりました。 株式会社網屋

顔画像分析およびシステム監視 ・ 画像分析から顧客の属性などを測定するマーケティングソリューション
・ ネットワーク上の通信を可視化出来る情報漏洩対策及び簡単奇麗システム監視ツール 株式会社アリス

「侵入」を前提とした出口対策と多層防御、
スマホ向けフィルタリング、ファイル暗号化

「侵入」を前提とした出口対策と多層防御を実現する多層セキュリティゲートウェイサービ
ス「InterSafe GatewayConnection」。スマートデバイス向け Webフィルタリングを実現する
「InterSafe MobileSecurity Lite」。ファイルを保存した時点で自動的に暗号化したり、情報の持
ち出しを制御したりなどオールインワンの情報漏洩対策対策には「InterSafe ILP」

アルプス システム インテグレーション
株式会社

「情報漏洩対策」と「ワークスタイル変革」
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

情報漏えい対策・IT資産管理ツール
「LanScope Cat」

マイナンバー制度の開始や個人情報保護法の改正に伴い、お客様の情報セキュリティの重要性は
日に日に増しています。情報漏えいのリスクは、従来からの内部からの情報漏えいだけではなく、
「標的型攻撃」のように外部からの攻撃による情報漏えいも現実化しています。「標的型攻撃など
への外部対策」と「情報の不正持ち出しなどへの内部対策」を LanScope Cat がどのように実現す
るか、実機を用いてご紹介します。

エムオーテックス株式会社

真のセキュリティ対策とは ?
自治体関係者必見の情報セキュリティ対策

カスペルスキーなら ・LGWAN-ASP 定義データベース配信サービスを無償で利用可能。 ・仮想化・
VDI のセキュリティ対策にもパフォーマンスと強固なセキュリティソリューションをご提供。 ・脆
弱性パッチマネージーメントソリューションの分野でも圧倒的な優位性があります。 ・今まで他社
をお使いで守れなかったランサムウェア対策にも KESBシリーズを入れるだけです。

株式会社カスペルスキー

ウイルス対策ソフト「ESET」最新ソリューション 顧客満足度 No.1 のセキュリティ製品「ESET」のウイルス対策・暗号化の最新ソリューションをご
紹介いたします。 キヤノン IT ソリューションズ株式会社

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

モバイル時代の「セキュリティ」と「働き方改革」

誰もが高機能なモバイル端末（スマートフォン、タブレット）を持つ時代になり、企業に求められ
るセキュリティの要求は激変しました。無線 LAN、有線 LANをそれぞれどうやって守るべきか。
現実的なセキュリティ対策をご紹介します。また、モバイル端末はテレワークに最適なデバイスで
す。“安全・快適” に利用できるテレワークのソリューションをご紹介いたします。ソリトンシステ
ムズの最新技術で働き方改革をすすめましょう。

株式会社ソリトンシステムズ

Bye Bye Password! 
指紋や顔、静脈、OTP などができる
多要素認証システム 「EVE MA」

総務省、厚生労働省、金融庁、文部科学省等の各種監督官庁も注目している二要素認証製品 EVE 
MAをご紹介。パソコンの Window ログオンや、アプリケーションの認証を、生体認証（指紋・顔・
静脈）や IC カードで行います。現在 240 以上の自治体で採用されており、東北内でも多数の実績
あり。Active Directoryと完全連携やシンクライアントにも対応しており、お客様の環境に合った
製品を柔軟にご提案します。

バイバイパスワードカンパニー DDS !
（株式会社ディー・ディー・エス）

メール・Web・ファイルのセキュリティで
機密情報を守る標的型攻撃対策ソリューション

政府やセキュリティ機関が企業に対してセキュリティ対策を指導し、さまざまな対策を講じている
にもかかわらず、標的型攻撃を始めとするサイバー攻撃による情報漏洩事件が、相変わらず後を
絶ちません。 メール・Web・ファイルのセキュリティ対策で「標的型攻撃」から社内の機密情報
を守る デジタルアーツの標的型攻撃対策ソリューションをご活用ください。 手間をかけずにサイ
バー攻撃から情報流出を防ぐ解決策をご提案いたします。

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 の顔認証技術（精度・速度）※を有する NEC が手頃な価格で導入できる顔認証システム
を提案。さらに、録画システム（VMS）と顔認証の連携機能で小売 / 福祉介護 / ホテルなど多様
な課題を解決。※米国政府機関主催のコンテストでトップ評価を獲得

日本電気株式会社

フォースメディアの考える 3つのセキュリティ対策

QNAP NAS のスナップショットはファイル世代管理が可能であり、ランサムウェアに感染しても暗
号化前の状態に復元できます。 Blancco（ブランコ）は、データ消去のグローバルリーダーとして
100ヵ国以上の企業や政府機関などに利用されています。 VIVOTEKは 80ヵ国以上にネットワーク、
NVRを提供する IP 監視ソリューションベンダーでオフィス、店舗、公共機関に導入されています。

株式会社フォースメディア

Windows Server 2016対応 !
最新 System Recovery 16 / Backup Exec 16（仮）

Windows Server 2016 にいち早く対応 !  最新バージョン System Recovery 16 / Backup Exec 16 をご
紹介します。物理 /仮想からクラウドまで、今すぐできるバックアップ /リカバリ ソリューション
をご覧ください。

ベリタステクノロジーズ合同会社

プラットフォーム

ゲリラ雷雨シーズン到来 !
仮想化を含めた BCP 対策の UPS 新商材をご紹介

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提案いたします。また、落雷シーズンに合わせた、UPSによる停電対
策ソリューションをご紹介いたします。

オムロン株式会社

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管理し小規模から大規模まで拡張可能な Cisco Meraki、中小規
模ユーザーに最適な Start、Small Business 各シリーズ新製品を展示いたします。 シスコシステムズ合同会社

世界で最も選ばれている UPSブランド
APC!!

革命的な消音ラック  “Server room in teh box”  をご紹介 !  これさえあれば、オフィスのサーバー
ルームはもう不要、UPS の進化をリードする シュナイダーエレクトリック !!

シュナイダーエレクトリック株式会社

ハイパーコンバージドインフラに最適な UPS
ハイパーコンバージドインフラの電源保護に最適なイートン UPS。高品質の常時インバーター方式
UPS の 100Vと 200V 製品を豊富にラインアップしました。管理ソフトウェア IPMは Nutanix Prism
と連携してシャットダウン可能。

ダイトロン株式会社

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

ランサム、災害対策ソリューション ランサムウェア、災害対策など企業のシステムの脅威からシステム全般を効率よく保護するソリュー
ションのご提案 株式会社ネットジャパン

展示タイトル 出展概要 出展社名



※出展社、出展内容は変更される場合があります。

富士電機　電源管理ソリューション 富士電機製 UPS、コンパクト発電機等の電源管理ソリューションをご紹介します。 富士電機株式会社／
富士電機 IT ソリューション株式会社

PC 周辺機器メーカー「バッファロー」が提案する
最新 ICT 機器ソリューション

最新の ICT 機器ソリューションのご提案。お手軽、簡単監視カメラソリューション /バッファロー
の最新無線 LANアクセスポイントのご紹介 /10GbE 標準搭載、信頼性とパフォーマンスを追求し
た最新 TeraStation のご提案 / マウス、キーボード、LAN ケーブル等サプライ製品のご案内

株式会社バッファロー

レッドハットの最新情報をお届けします

2017年 3月 31日に Red Hat Enterprise Linux Ver4 の延長サポート終了、Red Hat Enterprise Linux 
Ver5の通常サポートが終了致しました。レッドハットではVer5の通常サポート終了に合わせまして、
Extended Lifecycle Support（ELS）をご用意しております。Ver5 を引続きご利用のお客様はこの際
に ELS のご検討をお願い致します。

レッドハット株式会社

映像・コンテンツ

ビジネスの現場を支える OKI の LEDプリンター /
複合機

ビジネスの現場で生きる、OKI の LEDプリンター。実は、一般オフィス以外にも様々な業種で活
躍中です。導入事例を中心に、新たなご提案ポイントをご紹介いたします。また、5 年間無償保証、
メンテナンス品 5 年間無償提供のサービスについて、「そもそもなぜ実現できているのか ?信用し
て大丈夫なのか ?」といった疑問や不安に感じられている点がございましたら、是非 OKI データブー
スへお立ち寄りください。お待ちしております !

株式会社沖データ

人に寄り添う IoT デジタルサイネージ ロボホンと連携した人に寄り添うサイネージ 活用シーンを考えた 40 型ミドルサイズ BIGPAD シャープビジネスソリューション株式会社

2020 年需要に向け、4K/ 高画質を生かした
法人向け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、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

話題の液晶ディスプレイ製品を展示 USB3.1typeC 対応ディスプレイ及び 4K モデルを展示。 PCへの電源供給が可能になる次世代イン
タフェース搭載ディスプレイ。 または人気 4K 対応モデルをご紹介いたします。 PHILIPS（MMD Singapore Pte Ltd）

ハイスペック PC ならマウスコンピューター
画像・動画編集に最適なクリエイター向け PC DAIV、法人モデル MouseProシリーズからワークス
テーションを展示予定。他 Stick PCやタブレット、iiyama モニタ等内容盛りだくさんのマウスコ
ンピューターブースへ是非お越しください。

株式会社マウスコンピューター

HUDDLE WORKPLACE リコーは、迅速に意思決定をし、すぐに解散し仕事に戻る。そんな新しいワークスタイル。 リコージャパン株式会社

業種別ソリューション

CAD・セキュリティ・タッチパネルの
映像ソリューション

EIZO の液晶モニターは、正確で安定した画像表示とユーザーの視点に立った機能性で、世界各国
の多岐にわたる分野で選ばれ、高い評価をいただいています。 また、さらなる付加価値を追求し、
特定分野における高度なニーズに応える製品開発を続けています。 この度は CAD・セキュリティ・
タッチパネルの映像ソリューションをご用意いたしました。 この機会に是非「EIZO の世界」をご
体感ください。

EIZO 株式会社

エプソンのビジネスプリンターが
オフィスを変える !? 
業務の効率化とコストダウン

カラープリントを我慢していませんか ?  小売店舗運営や、教育現場、医療現場など、カラープリン
トが必要なお客様のご不満をエプソンが解決致します。圧倒的な低ランニングコストを実現する
「エコタンク搭載プリンター」や、ビジネスに求められる耐久性、スピード、機能性、低コストを
備えた「ビジネスインクジェットプリンター」など、エプソンのインクジェットテクノロジーで、お
客様のプリント環境改善のご提案をさせて頂きます。

エプソン販売株式会社

エレコムじぶんでサイネージ !
場所を選ばずコンパクトに設置 !

バッテリーレスタッチパネル PCを使ったエレコムのデジタルサイネージサービス !
エリア、時間帯、スケジュールを自在に設定できるうえ、コンテンツの集中管理が可能です。 エレコム株式会社

つながるひろがる基幹業務 会計・給与・販売管理・人事管理・勤怠管理などといった基幹業務ソフトをご紹介しております。
オンプレからクラウドまで御社業務に合った方法で、働き方改革をお手伝い致します。 ピー・シー・エー株式会社

医療・物流・製造業向けモバイル・ラベルプリンター
/ エアスカウター

多彩な用紙サイズ（2インチ、3インチ、4 インチ幅ロール紙、A4 用紙サイズ）と各種モバイル端
末に対応した感熱式モバイルプリンターならびにラベルプリンターを医療・製造業・物流業向けに
業種別にご提案致します。 また、必要な映像情報を自分の視野に映し出せるヘッドマウントディ
スプレー　エアスカウターをご提案いたします。

ブラザー販売株式会社

溶射＋光触媒技術で空気浄化 /
Care 愛　さりげない介護をサポートします

鉄鋼で培った溶射技術と光触媒技術を組み合わせ、これまでにない消臭・殺菌能力を持った空気
消臭除菌装置を開発。ウイルス・菌・アレル物質・臭いの元となるガス等を元から分解。 日本アトピー
協会推薦品としてマークも頂いています。 高齢化社会により表面化した医療・介護課題の 1つで
ある「見守り」。その課題を解決するための「離床」や「徘徊」を検知し通知する離床検知システ
ムです。

株式会社マスクフジコー /
ハカルプラス株式会社
（株式会社高文）

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

シェア No.1 ワークフロー シェア No.1 ワークフロー「X-point」「AgileWorks」の紹介、 事例（フォーム）デモにて、運用をイメー
ジを解り易く紹介いたします。 ディーアイエスソリューション株式会社

教育

板書とプロジェクターでの
映写の一体型電子黒板の御提案

間もなく 100 周年を迎える黒板メーカーだからこそ出来る「板書と映写の一体型電子黒板」の御
提案です。「PJ 取付金物 AOI-SPCMシリーズ」を導入する事で、どのような形の既存黒板も低コス
ト・短納期での電子黒板化が実現可能となります。実際に現場でお使いになる先生方に好評を頂
いている常設型で多彩な板書計画が可能となるシステムは、授業環境を大きく改善出来る画期的
なシステムです。

株式会社　青井黒板製作所

タブレットや PCを「より使いやすく」するための
アイテムをご提案いたします !

サンワサプライでは、タブレットや PCを「より使いやすく」「快適」に使用できるようためにどう
いったものが必要かをさまざまな角度から考え商品化をしています。展示会では、主にタブレット
サプライ製品をメインにご提案させていただきます。その他にも、最新 PC サプライ等も展示して
おります。是非とも、ブースにお立ち寄りください !

サンワサプライ株式会社

デジタルネイティブの学生たちへ
~革新的な教室づくり ~

授業で最適な新しいビデオコミュニケーションと多機能ドキュメントカメラをご紹介します。 「テ
レプレゼンスロボット kubi」 ビデオコミュニケーションに首のようにくるくると動きをプラス。先
生を見たり、教室内を見渡したりすることができるので、遠隔地にいてもその場にいる感覚で授
業に参加が出来ます。 「FHD 対応ドキュメントカメラ PDP-FHD10」 FullHD 対応で豊富なインター
フェース揃えている多機能ドキュメントカメラです。

株式会社プリンストン

繋ぐ音、守る音、創る音 プログラミング的思考を養う「ボーカロイド教育版」と遠隔授業で使えるマイクスピーカー YVC-
1000 を中心に展示します。 ヤマハ株式会社

DIS の教育 ICT ソリューション 次期学習指導要領に向け需要が加速しているプログラミング教育、英語教育にてご活用頂けるも
のから、今話題のウルトラワイドプロジェクタ「ワイード」を展示いたします。 ダイワボウ情報システム株式会社（教育 ICT）
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