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in 仙台
会場

仙台市中小企業活性化センター
5 階 多目的ホール

〒980-6105 仙台市青葉区中央 1-3-1 AER 5 階

「働き方改革 × 地方創生 × IoT × DX（デジタルトランスフォーメーション）」 をテーマに、商談に役立つ幅広い商材を

64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、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、主要メーカー

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

のプロダクトをベースにご紹介いたします。社内情報共有やコミュニケー

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

課題解決できる製品をご提案いたします。

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。

ション・共同作業など、企業ごとに異なる業務課題を、負担を掛けずに

次世代テクノロジー
（ IoT 、 AI ）

講演・セミナーで解説します

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活用

IT 業界の動向やトレンドをご紹介するほか、デジタルトランスフォー

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ます。また、

AI を活用したネットワークセキュリティや顔認証ソリューションを体感で

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技術

IT 業界の今から未来まで

メーションや生 産 性 向 上 など、企 業 が 取り組 むべき課 題 に対して

ICT テクノロジーが担う役割など、分かりやすくご案内します。

を体験していただけます。

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／アドビシステムズ株式会社／ APRESIA Systems 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／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／オムロ

ン株式会社／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／株式会社サードウェーブ／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／シュナイダーエレクトリック株式会社／ Sky 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／株式会社ディー･ディー･エス／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／株式会社ネオジャパン／ネットアップ株式会社／株式会社ネットジャパン／株式会社ネットワール

ド／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／ピー・シー・エー株式会社／ 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／株式会社 PFU ／富士電機株式会社／ブラザー販売株式会社／株式会社プリンストン／株式会社マウスコンピューター／マカフィー株式会社

／明京電機株式会社／株式会社モリサワ／ヤマハ株式会社／リコージャパン株式会社／菱洋エレクトロ株式会社／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／株
式会社沖データ／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
①

中村 成希

特別講演

6 階 セミナールーム2

株式会社 MM 総研
執行役員 研究部長

11:00 ～ 12:00
（60 分）定員 60 名

②

野水 克也

特別講演

6 階 セミナールーム2

サイボウズ株式会社
社長室 フェロー

13:00 ～ 14:30
（90 分）定員 60 名

15:00 ～ 16:00
（60 分）定員 60 名

④
特別講演

6 階 セミナールーム2

ご来場の際は名刺を

氏

働き方改革とは、「大企業が残業を無くす」ことではありません。少子高齢
化の中で若い優秀な人材を獲得し、人力型から付加価値重視へ社員の意
識を変えて、事業を将来も継続させてゆくために避けて通れない企業改革

です。制度、風土、ツールを活用した、中小企業ならではの多彩な事例で
自社にあったやり方をみつけてください。

デルテクノロジーズの
デジタルトランスフォーメーション戦略

氏

IT はビジネスの効率性を支える役割からビジネスそのものを生み出す役割
へ変わってきています。一方で複雑化するIT 基盤をシンプルにすることは変
化のための重要な要素になってきています。デジタルトランスフォーメーショ
ンをシンプルに実現する戦略とステップを実例をもとにご紹介いたします。

生産性向上を後押しするNEC の RPAソリューション！

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。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。

氏

2 枚お持ちください。

仙台市中小企業活性化センター
多目的ホール
：6 階 セミナールーム 2

▶ JR 仙台駅ペデストリアンデッキ直結
▶ 地下鉄仙台駅北 7 出口

広瀬通り

名掛丁
ハピナ

徒歩約 2 分

徒歩約 3 分

PARCO

ロード
クリス
イオン

り
青葉 通

旧さくら野百貨店

通駅
あおば

JR 仙石線
LOFT

本展示会のお問い合わせ先

EXPO 2018 in 仙台」からお申し込みください。

東北本線

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev02/ict_expo2018_sendai.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

東北新幹線

下鉄
営地
市市
仙台

通
番丁
東五

通
番丁
東二

お申し込みサイト ▶

仙台市中小企業活性化
センター

仙 台 駅

▶ 地下駐車場完備（514 台収容可能）

仙台支店

広瀬通駅

受付・展示会場 ：5 階
セミナー会場

交通

地方で取り組む働き方改革とは
～人口減少社会の経営戦略とICT～

日本電気株式会社
AIプラットフォーム事業部

（40 分）定員 60 名

会場

果を発表し、東北地方のマイグレーション進捗の現状を全国と比較すること

で、今後の展望をお話しします。後半では、5Gサービス開始などの影響で
により、移動体通信を使ったIT 機器の更なる利用促進が見込まれる中、IT

機器は今後どのように使われるようになるのか、実例を用いてお話しします。

和田 麻央人

16:30 ～ 17:10

容

国内 ICT 動向と市場展望 ～ ポスト2020 の課題と対策

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
パートナー営業本部 本部長

6 階 セミナールーム2

内

まず、Windows PC OS と Server OS のマイグレーション状況について研究結

氏

馬場 健太郎

③
特別講演

師

※受付開始は 15 分前からとなります。

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。

TEL 022-212-6450

●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

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ソリューション & 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

RPAソリューション「RoboSol」と
AI サイネージでおもてなし提案

進化し続けるビジネスモバイル PC

「レッツ・タフシリーズ」

映像監視や建屋間の通信に最適 !

無線 LAN を使ったワイヤレスソリューション

出展概要

出展社名

次世代テクノロジー
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

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 は簡
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 " 仕様の最新産業用 PC

株式会社コンテック

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 Windows 10 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、その様々な活

東芝クライアントソリューション株式会社

用事例をご紹介いたします。

働き方改革を推進するツールとして、ソフトウェ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" のご提案をい

NEC（日本電気株式会社）

たします。 皆さまのご来場をお待ちしております。

モバイルワーカーのための「レッツノート」最新モデルと、多様な現場で活躍できる頑丈タブレット
PC「タフブック」で働き方改革実現をご提案いたします

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

防災施設や工場内での広域無線 LAN ネットワークのニーズに応え、有線工事が困難な建屋間通信

や遠方の映像監視との組み合わせなど高品質な無線通信環境を提供します。 菱洋エレクトロが提

案するシャープ社製無線 LANアクセスポイントは、これまでは出来なかった遠く離れた場所の監視

カメラもインターネットを介さずに社内 LAN に簡単に接続が可能。 導入におけるノウハウや活用事

菱洋エレクトロ株式会社

例を交えてご紹介させていただきます。

モバイル・クラウド
「Adobe Creative Cloud」
新しくなった「AutoCAD」
業務改善クラウドサービス

サイボウズ「kintone」

ディーリンクの Wi-Fiアクセスポイント、

ネットワークSW は運用管理ツールも充実
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
" 働き方を変えるなんて無理 " と諦めてませんか ?

そんな企業が生まれ変われる

�シンプルな IT ツール� をご紹介

デジタルトランスフォーメーション（DX）で、
基幹業務がもっと " つながる×ひろがる"

ブラザー モバイルワークソリューション

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
をご紹介します。

「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。

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。

展示内容の詳細は、Web サイトにてご確認ください。
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いただきま

アドビシステムズ株式会社
オートデスク株式会社

サイボウズ株式会社

ディーリンクジャパン株式会社

株式会社日本 HP

す。 また、Window 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

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

せていただきます。

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。

働き方改革に役立つ各種ツールをご用意しております。（グループウェア、WEBデータベース、ビジ

ネスチャット）

企業の基幹業務システムへのご提案商材を展示いたします。勤怠管理、社会保険関連の電子申請、
給与明細書の電子化など社内の業務効率化にお役立て頂くものから、Web-API を用いた基幹系シ

ステムのクラウド連携をご紹介いたします。

【スキャナーや複合機によるクラウドやNASとの連携で、大量の書類やデータをPCレスで簡単に管理

ができ作業効率アップ】
、
【質量わずか約 610gのA4 対応超小型モバイルプリンターで現場で印刷でき

る環境を構築】
、
【テレワークや出張費削減、遠隔地商談等、働き方改革に繋がるWEB 会議システム
で相手や場所を選ばず手軽に打合せを実現】といった様々なソリューションをご紹介いたします。

日本マイクロソフト株式会社（Surface）

株式会社ネオジャパン

ピー・シー・エー株式会社

ブラザー販売株式会社

展示タイトル

出展概要

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

快適な情報伝達をサポート!

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削減や多

繋ぐ音、創る音、防ぐ音を

ヤマハの技術がお届けします
私たちの働き方改革ソリューション

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 グループが提供するサービス & サポート

アップルソリューションのご紹介
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）」

出展社名

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

モリサワの " 文字 " と

"デジタルコンテンツ配信ツール " で

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

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

株式会社モリサワ

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。

● 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」

今年 4 月に働き方改革関連法案が国会に提出されました。私たちリコージャパンは、数年前から

ICT機器を利用したワークスタイル変革に取り組んでおります。その一部を皆様へご紹介いたします。
『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

ヤマハ株式会社

リコージャパン株式会社

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、レノボの持つ多

レノボ・ジャパン株式会社 /

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、ぜひレノボブースへお立ち

株式会社

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よる、働き
寄りください!

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

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。

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。

4 月現在 13 社 29 サービスがリリースされたサブスクリプション管理ポータル「iKAZUCHI（雷）」。仙

台では、
「Adobe Creative Cloud」についてもご案内予定です。新たな販売店様にもぜひお声がけく
ださい。

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ

ディーアイエスサービス& サポート株式会社
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）

ダイワボウ情報システム株式会社

（通信サービス）

ダイワボウ情報システム株式会社

（iKAZUCHI（雷））

セキュリティ
サイバー攻撃防御を自動化

「APRESIA」&「AN-Tracker」

「AN-Tracker」は各社セキュリティ製品との連携により、マルウェア感染などセキュリティインシデン
ト検知後の初動対応（感染端末の遮断 / 隔離など）を自動化し被害の拡大を防止します。また、単

なる全通信遮断だけでなく、インシデントの重要度や運用ポリシーに応じて、ブラックリスト方式 /

ホワイトリスト方式 / Callback Block など各種アクセス制御を動的に行えます。

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

IoT 時代の映像・音声セキュリティソリューション

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

利便性を追求したオールインワンの

発売。デバイス制御、申請承認、USB 暗号化機能もラインナップ。 ●「InterSafe MobileSecurity

情報漏洩対策ソリューション

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

統合エンドポイント管理ツール

「LanScope Cat」

IPA が推奨する統合型セキュリティ対策とは ?

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。

●「InterSafe ILP」標的型サイバー攻撃からお客様の大切な情報を守ります。SBC 環境対応版も新

Lite」SafariやChromeでWebフィルタリングを実現。専用ブラウザ不要のクラウドサービスでお手
軽にスマフォのセキュリティ対策を実現します。

iKAZUCHI 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。

ヤマハで創るネットワークの可視化により、運用管理を更に便利で快適なものへと導きます。 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、ネットがもたらす脅威か

ら企業を守ります。

PC 端末管理・内部情報漏えい対策ツール「LanScope Cat」に高い検知率の外部脅威対策機能「プ

ロテクトキャット」が備わり、" 統合エンドポイント管理ツール " に進化しました。煩雑になりがちな
セキュリティ対策を、わかりやすいレポート画面による、シンプルな運用をご提案いたします。

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。

APRESIA Systems 株式会社

アクシスコミュニケーションズ株式会社

アルプスシステムインテグレーション株式会社

株式会社インターコム

SCSK 株式会社

エムオーテックス株式会社

株式会社カスペルスキー

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

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

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 5 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

キヤノンITソリューションズ株式会社

せず計画的な乗換検討をしてみませんか。
クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client
View」

働き方改革ソリューション

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」は、リスクの発見とIT 運用管理を支援し
ます。 クライアントPC をはじめ、さまざまな IT 機器やソフトウェア資産を一元管理することで運用
管理を支援し、より安全な情報漏洩対策やIT 資産の有効活用をサポートするソフトウェアです。

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。

Sky 株式会社

株式会社ソリトンシステムズ

展示タイトル

簡単・安心・安全 :SonicWallで
Non-stop UTM を実現 !!

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

" 働き方改革 " の課題も解決 !

指紋や顔、OTP などが選べる多要素認証システム

「EVE MA」

ビジネスメール詐欺撲滅 !

最先端のセキュリティ製品のご紹介

IoT 化に向けたネットワークソリューション
マカフィーの提唱するダイナミックエンドポイント

【PoEリブーター】のご紹介

出展概要

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』
の SonicWall をご紹介します。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展社名

ソニックウォール ･ ジャパン株式会社

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

デジタルアーツ株式会社

から情報流出を防ぐ解決策をご提案いたします。

各監督官庁も注目している二要素認証・多要素認証に対応した「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。
「働き方改革」導入時の最大の課題 " 労働時間の適正な把握 " も顔認証の常時監視機能で可能。
Active Directoryとの完全連携、仮想化環境でも多要素認証によるログインを実現など、お客様の

株式会社ディー ･ディー ･ エス

環境に合った製品を柔軟にご提案します。

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

トレンドマイクロ株式会社

案内できます。ぜひお立ち寄りください!

パナソニック製スイッチングハブを用いた、IoT 分野でのネットワークソリューションをご提案します。
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、

ふるまいを分析することで未知の脅威を検知します。

ルーターや、IP カメラ、AP、PC/ サーバー、サイネージ用 STB 等々、IT 機器のフリーズでお困りで
はありませんか ? 離れた場所や、人が簡単には立ち入れない場所でも、リブーターがあれば遠隔

電源制御や自動リブートが実現します! システムを、
より便利に堅牢に。 明京電機のリブーターです。

パナソニックES ネットワークス株式会社
マカフィー株式会社

明京電機株式会社

プラットフォーム
Windows 10 時代のデジタルワークスペース

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 !
ビジネスを加速する

最新ハードウェアソリューション

シスコのワークスタイル革新

世界で最も選ばれているUPSブランド APC!!

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

「Aruba」なら、これ一つ。
データがビジネスを創出！

オンプレとクラウドのデータマネジメント
世界一簡単なキッティングツールと
実践的なシステム保護

「Nutanix」

～仮想化基盤専用 アプライアンス のご紹介～

ネットワークからサプライまで

バッファローが提案する最新ソリューション

企業にとって『働き方改革』と『Windows 10 対応』は、直近の課題です。「Workspace ONE」は

デバイスを一元管理、場所を問わない働き方とセキュリティ担保を実現、また、アップデートなど
Windows 10 特有の課題を解決します。

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。

幅広いバリエーションでユニークな製品を提供し続けるサードウェーブの最新テクノロジーを応用し

たハードウェアソリューションでビジネスのお困りごとを解決します。

日本の働き方が大きく変わろうとしています。 いつでも、どこからでも、どのデバイスからでも仕事

ができる環境を構築することは、生産性を高めるだけでなく、人財の可能性を高め、コラボレーショ

ン( 共創 ) を促進し、イノベーションを生み出します。 シスコの「Meraki」と「Spark」を活用する事
で新しいワークスタイルを提案いたします。

革命的な静音ラック「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!!

ヴイエムウェア株式会社

オムロン株式会社

株式会社サードウェーブ

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

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で攻めるIT

デル株式会社・EMC ジャパン株式会社

としてのきっかけとなるアドバイスをさせていただきます。

仮想コントローラー搭載アクセスポイント と ハイパーコンバージド「SimpliVity」のご紹介です。
NetApp はお客様のデータ管理のリーディングカンパニーとして、自由なデータ運用を世界中で実現

日本ヒューレット・パッカード株式会社

しています。 必要なデータをいつでもどこからでも活用できるデータ基盤。オンプレとクラウドの融

ネットアップ株式会社

1クリックでマスター作成、復元可能な新感覚キッティングツールがリリースされました。また市町

株式会社ネットジャパン

合で実現する『データファブリック』をご紹介します。

村での導入も増えているエンジニアに優しいシステム保護ソリューションを展示します。

「Nutanix」は、ハイパーコンバージドインフラ（HCI）と呼ばれる仮想化専用のアプライアンス製品で

す。 HCIとは、今まで複雑で面倒、さらにリスクが大きかった仮想基盤の構築 / 拡張 /リプレイスを
シンプルかつ、簡単に実施できるようにさせた革新的な製品で、
「Nutanix」はこの革新的なコンセプ

トを世界で初めて実装しました。 世界 No.1 の「Nutanix」の革新的な機能を、ぜひ紹介させてくだ

株式会社ネットワールド

さい。

最新の無線 LANアクセスポイント「AirStation Pro」、法人向け NAS「TeraStation」のご紹介、さら

にそれらの機器を一括管理できる集中管理ソリューションのご提案。ネットワークに接続しないスト

レージやサプライ製品にてお客様のビジネスを強力にサポートいたします。

株式会社バッファロー

展示タイトル

BCP をサポートする電源ソリューション

出展概要

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）
電源バックアップなど、トータルな電源ソリューションをご提案します。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展社名

富士電機株式会社

映像・コンテンツ
安価に始められる " サイネージセット"

アイ・オー・データのデジタルサイネージは、高品質で低価格、さらに設置も簡単なので、誰でも

すぐに始められます。デジタルサイネージで、
より � 魅せる、伝わる� 情報を多くに人に届けませんか。

株式会社アイ・オー・データ機器

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、多岐にわ

EIZOモニターで

オフィス・生産現場での業務効率アップ!

あなたのビジネスを、インクジェットが変える

たる分野で選ばれており、高い評価をいただいております。 この度 EIZOでは、ビジネスや生産現

場での業務効率向上をテーマに、オフィスや生産現場での使用環境をイメージし展示をしておりま

す。 是非ともこの機会に当社ブースにお立ち寄りいただき、EIZOモニターソリューションをご体感

EIZO 株式会社

ください。

低負荷環境で高性能。エプソンのインクジェットなら、いま感じているプリントストレスを解決でき

ます。

エプソン販売株式会社

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る業

ソニー商品による法人向けビジネスへのご提案

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、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、働き方改革実現に向けたご提案にマッチするモバイルPC「VAIO」やデジタルペーパー

ソニーマーケティング株式会社

/ビ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日よりすべてメーカー
PHILIPS 最新液晶ディスプレイ

負担になりました）の PHILIPS 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 および 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 2 位となって

PHILIPS（MMD Singapore Pte Ltd.）

おります。

期待を超えるコンピューター

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・ご予算にあわせて自由に " 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。

株式会社マウスコンピューター

業種別ソリューション
Wi-Fi 構築 / 監視カメラソリューション

施工・アフターケアまでワンストップでご提供します。

エレコム株式会社

ビジネスの現場で生きる、5 年間無償保証の OKI の LEDプリンター・複合機。実は、一般オフィス

ビジネスの現場を支える

OKI の LEDプリンター / 複合機

デスク周りを有効活用 !

Wi-Fi 構築は 2つの方式から建物状況やご要望に合わせて機器・設置・施工・アフターケアまでワ

ンストップでご提供します。 監視カメラは 3つのラインナップからお客様の目的に合わせて、機器・

生産性 UP に取り組もう!!

シェアNo.1 ワークフロー「X-point」

� スキャナーを活用した � 働き方改革のご提案

「TurboNAS」

「WEB 会議用タッチディスプレイ」
「データ完全消去ソフト」

業務改善のご提案

（残業対策・紙の電子化・ウイルス対策）

以外にも様々な業種で活躍中です。業種別の導入事例を中心に、OKI ならではのご提案ポイントを

ご紹介します。また今回は、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」シリーズも出展します。あらゆるCAD 図面印刷需要に応える「Teriostar」の、他社に

株式会社沖データ

は無い特長を是非実機にてご確認ください。OKIデータブースでお待ちしております!

生産性 UP を手助けするPC サプライ製品をご提案いたします。その他新製品も展示いたします。
是非ともよろしくお願いいたします。

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。

紙文書のデータ抽出を自動化し、RPA につなげるソリューションをご案内。 イメージスキャナー「fi

シリーズ」とOCRソフトウェア「DynaEye」を活用し、業務効率化をご提案します。

サンワサプライ株式会社

ディーアイエスソリューション株式会社

株式会社 PFU

●「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て揃っ
た " 監視カメラソリューション"

今が旬の働き方改革に伴う長時間残業対策・長年の課題である紙や帳票の電子化・ウイルスメー

ル対策に関する従業員意識の向上など、お客様が抱えている業務改善を実現するソリューションを

ご紹介いたします。

QNAP/Newline/Blancco/VIVOTEK

（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

教育
遠隔ともラクラク!

簡単操作で、手軽にチームでプレゼンテーション

DIS の教育 ICTソリューション

パソコンやタブレット、スマホなどの複数の画面を大型ディスプレイやプロジェクターにワイヤレスで
表示できる「EZCast Pro BOX」。簡単ワンタッチで表示できるので操作も簡単です。資料を大画面

に写してプレゼンテーションをしたり、それぞれが作成したグラフを比較検討したり、チーム作業の
過程を観察したりと、学習における様々な用途で利用できます。さらにテレビ会議で画面共有すれ

株式会社プリンストン

ば、距離が離れた他校との共同研究や産学官連携にも!

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教

材をメインにご紹介。また、教員様のICT スキル向上に役立つ研修や機材の運用手法のご提案まで、

ダイワボウ情報システムが学校での ICT 教育をトータル的にサポートいたします。

ダイワボウ情報システム株式会社

（教育 ICTソリューション）

