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

仙台市中小企業活性化センター
多目的ホール
〒980-6105 仙台市青葉区中央1-3-1 AERビル

参加料無料
入退場自由

労働力不足の改善や働き方改革のために、ITを活用することの重要性
が認識されています。人間を単純作業から解放し、もっと知的創造性の
高い仕事やヒューマンタッチの要素が大きい仕事を行うことができるよ
う、様々なソリューションが登場しています。生産性向上やワークライフ
バランス、持続的成長など企業の経営課題を解決できるヒントをその提
案方法とあわせてご紹介します。

「Future of Work － 働き方の未来 －」
につながる、新しい仕事のあり方

経済産業省の「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」では、情報セ
キュリティ対策は経営課題であると述べています。経営者にとって、
企業規模の大小に関わらず「やらない」だとか「IT管理者に任せきり
にする」といった選択肢はありません。攻撃の手口が高度化・巧妙
化する状況下で、侵入をいち早く検知して適切な対応をとることがで
きるソリューションなど、最前線のソリューションをご紹介します。

新たな段階に入る
サイバーセキュリティ

安価で便利な使いやすい IoTデバイスやエッジコンピューティングに活
用できる小型端末、RPAソリューションなどを展示します。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を体験
していただけます。

次世代テクノロジー
（IoT、AI）

RPAやAI、ブロックチェーンなど、業務のみならず社会のあり方を変え
る技術が急速に進化し続けています。それらの技術で"なに"が"どのよ
うに"変化するのか、また自社業務やビジネスへの取り込み方など、IT
ビジネスを生業とする方にとって必要不可欠な情報を、セミナーや講演
のかたちでお伝えします。

新しいテクノロジーを
ビジネスに取り入れる勘所を探る

セミナー情報は次ページをご覧ください。

出展メーカー数57社 全81ブース!
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未来の働き方やそれらを支えるセキュリティソリューションなどをテーマに、商談に役立つ幅広い商材を57社、81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。

2019.

7.10㈬
10:00 ▶ 17:30

https://www.siip.city.sendai.jp/sckc/index.php/summary/


※受付開始は15分前からとなります。

講　　師 内　　容

1
コラボレーション
セミナー

6階 セミナールーム2A

11:00 > 12:00
（60分）定員60名

鈴木 修平 氏
RPAテクノロジーズ株式会社
パートナー営業部 ディレクター 

松前 和宏 
ダイワボウ情報システム株式会社
システム推進部 
eビジネスシステム２課 課長

RPA/デジタルレイバーのスケール・高度化・
大衆化の実現へ！
～DISが取り組むRPAの事例をご紹介いたします～
「次世代型デジタルレイバー（仮想知的労働者）」への進化が期待されているRPA。
今や定型作業の自動化に留まらない動きを見せ始めています。
本セッションでは国内の導入実績とノウハウを多く持つRPAテクノロジーズによる講
演と、DISの自社導入事例をご紹介する、2社によるコラボレーションでRPAをご
紹介いたします。

2
特別講演

6階 セミナールーム2A

13:00 > 14:30
（90分）定員60名

藤井 靖史 氏
会津大学　客員准教授
CODE for AIZU（Founder）
内閣官房情報通信技術総合戦略室
オープンデータ伝道師
総務省　地域情報化アドバイザー

データが必要になってきた背景とは
～テクノロジーによる新しいイノベーションについて～
地域社会を含め日本全体で起こっていることとは、どうして ICTやデータを活用しな
ければいけなくなったのか。会津地域では、ICTがどのように地域課題の解決に活
用されているのかを事例を交えてご紹介いたします。

3
iKAZUCHI（雷）コラボ

ミニセミナー
5階 多目的ホール内特設会場

13:15 > 13:45
（30分）定員15名

川島 雄人 氏
株式会社インターコム
営業本部 クライアント管理グループ 

山田　 拓 氏
ピー・シー・エー株式会社
東北営業所

人事総務部の働き方改革に！

インターコムの「Web給金帳Cloud」やピー・シー・エーの「PCAクラウド」の概要
はもちろん、「PCAクラウド」のCSV連携による「Web給金帳Cloud」とのシームレ
スな給与業務効率化環境をご紹介します。

4
iKAZUCHI（雷）コラボ

ミニセミナー
5階 多目的ホール内特設会場

14:30 > 15:00
（30分）定員15名

伊藤　 梓 氏
サイボウズ株式会社
営業本部 

山田　 拓 氏
ピー・シー・エー株式会社
東北営業所

業務効率化による働き方改革に！

サイボウズの「kintone」やピー・シー・エーの「PCAクラウド」の概要はもちろん、
「PCA商魂」で登録した売上伝票データを「kintone」で取得して宅配便の送り状発
行や発送状況確認までのリアルタイム連携など、業務効率化につながるご使用方法
をお伝えします。

5
ビジネスセミナー
6階 セミナールーム2A

15:30 > 16:30
（60分）定員60名

深澤 忠寿 氏
日本ヒューレット・パッカード
株式会社
ハイブリッドIT事業統括
データプラットフォーム統括本部
営業本部

今が旬！  ITインフラの常識を変える。
HPE最新製品紹介
今巷を騒がせている、HPEの 『HCI』、「SimpliVity」のご紹介と、どのようなユーザー
に、どのような点が喜ばれているのかをという提案のエッセンスをご紹介させていた
だきます。また、HPEの誇るストレージ製品 「Nimble Storage」 とITインフラに革
命もたらす 「InfoSight」 を徹底的に解説いたします。ぜひふるってご参加ください。

セ ミ ナ ー の ご 案 内

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。

本展示会のお問い合わせ先

仙台支店　TEL 022-212-6450
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※出展社、出展内容は変更される場合があります。

展示ソリューションが解決する各種課題
展示タイトル 出展概要 出展社名

 業務効率化・
生産性向上

TCO
削減

 人材育成・
情報共有

情報
発信

セキュリティ
強化

BCP対策
（防災対策）

教育の
情報化

iKAZUCHI（雷）

“共同作業”や
“業務効率アップ”のための
最高のクリエイティブ環境

「Creative Cloud」は、「Photoshop」や「Illustrator」といっ
た定番アプリをはじめ、フォントなどのサービス、クラウド
ならではの機能を統合。「Acrobat DC」は、電子文書の運
用ツールとして電子サインなどの新たなサービスを統合。
初心者からプロまで、あらゆる分野であなたのアイデアを
叶えます。

アドビシステムズ株式会社

「あなたの会社を強くする」
情報漏洩対策ソリューション

■「Wi-Fi Security for Business」：フリーWi-Fi、自宅
のWi-Fi、すべてのネットワークをセキュアにつかえるVPN
サービス　■「InterSafe GatewayConnection」：マル
チデバイス対応の「至上最強」Webフィルタリングサービス　
■「InterSafe ILP」：万一流出してもデータを保護 !「完全
自動」で手間・モレなし

アルプス システム
インテグレーション株式会社
（ALSI）

インターコムが提案する
２つの働き方改革

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。

株式会社インターコム

統合エンドポイント管理ツール
「LanScope Cat」

Windows10のバージョン管理におけるPC周りの運用から、
外部脅威対策・内部漏えい対策など、セキュリティ対策まで
豊富な機能と実績のある下記ソリューションをご提案します。
「LanScope Cat」「LanScope An」「Cylance（プロテクト
キャット）」

エムオーテックス株式会社

「AutoCAD」で
働き方改革を実現する!

3次元の汎用 CADソフトウェア。ツールセットと呼ばれる各
業種専用の機能が標準装備され、 生産効率が大幅に向上し
ました。

オートデスク株式会社

Kaspersy Endpoint 
Security for Business

中堅中小企業に最適な、カスペルスキー次世代型エンドポ
イントセキュリティをご紹介いたします。AI解析や振る舞い
検知等の高いセキュリティ機能と管理機能を統合したセキュ
リティソリューションをお試しください。

株式会社カスペルスキー

「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

昨今大企業のみならず、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。マルウェアからの脅威に対
応するためにはウイルス対策に加え、クライアント管理が重
要になります。当ブースでは「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。

キヤノン ITソリューションズ
株式会社

業務改善クラウドサービス
サイボウズ「kintone」

「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。

サイボウズ株式会社

中小企業のスタンダード!
無線LAN、ファイルサーバの
やるべきこと

今や中小企業でもセキュリティは必需品です。特に無線
LAN、ファイルサーバはセキュリティを考える上で欠かせな
いポイントです。何がつながっているか目視できない無線
LANを知らない端末の不正利用からどう守るのか？来年サ
ポート終了を迎えるWindows Server 2008 のリプレイス
には何が最適か？多くの中小企業の皆様が取り組んでいる
課題に対して、事例を交えてご提案いたします。

株式会社ソリトンシステムズ

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、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、デジタルアーツの次世代の標的型
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

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

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

「Azure IoT Suite」と
「Microsoft 365」の提案

マイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム、デバイ
スでの生産性、セキュリティ向上のシナリオをご紹介いたし
ます。また、仮想的にセンサーからの情報を「Azure」に吸
い上げて可視化するソリューションをデモを交えてご紹介い
たします。

日本マイクロソフト株式会社

働き方改革に効く、
DIY（desknets IT yourself）
とは

ITに詳しくない方や専任担当でなくても、Excelのテンプ
レートを作るように、グループウェア「desknets」を使い、
社内にひしめく[時間]や[コミュニケーション]の[ムダ]を
D.I.Y.で解決いたします。下記サイトに9つの事例を掲載し
ておりますが、1つでも該当するお客様がおられましたら、
是非ブースへお気軽にお立ちよりください。
https://www.desknets.com/special/diy/

株式会社ネオジャパン

出 展 概 要



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」

基幹業務のクラウドサービス「PCAクラウド」はサービス開
始から10年以上が経ち、12,000法人を超える導入実績と
なりました。自社で対応するのが面倒なネットワーク管理・
運営に関わる業務はすべてPCAクラウドが解決します。様々
な連携サービス、高い信頼性を誇るデータセンター、強力
なセキュリティに裏打ちされた安全性、シンプルでリーズナ
ブルな価格設定でお客様の基幹業務を強力にバックアップ
します!

ピー・シー・エー株式会社

サブスクリプション
管理ポータル
「iKAZUCHI（雷）」

「iKAZUCHI（雷）」はダイワボウ情報システム（DIS）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、楽に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（雷））

次世代テクノロジー

製造業の IoTを支える
CONPROSYSシリーズ & 
最新産業用PCのご紹介

産業用機器の総合メーカーとしてコントローラ本体や周辺機
器、ネットワーク機器までを手掛けるコンテックがM2M/IoT
システムを構築する上での課題を解決します。既存工場設
備の稼働監視、見える化、故障予知に、IoTシステムを構築
する環境を「CONPROSYS」が丸ごと提供。手付かずになっ
ていたトレーサビリティの仕組みを簡単に導入いただける、
現場ですぐ使える簡単導入パッケージも展示します。

株式会社コンテック

「Cisco Meraki」／
「Cisco Webex」

クラウド管理型ネットワークソリューション 「Cisco Meraki」　
/ クラウド会議サービス 「Cisco Webex」 が働き方改革を
実現します。

シスコシステムズ合同会社

新しいdynabookで、
新しい働き方へ

Genuine（本質、正真正銘）の想いを込めた、「dynabook 
G83」。ハイパフォーマンスでコンパクトなデスクトップPC
「DT100」などの最新機器とWindows10へのスムーズな移
行をサポートする最適なソリューションのご紹介いたします。

Dynabook株式会社

働き方を変える、
日本HPの最新ラインアップ 詳細はWebサイトをご参照ください。 株式会社日本HP

ITインフラ（エッジデバイス）

高性能ネットワークカメラと
オーディオの連携による
インテリジェント
ソリューション

高画質・高性能のネットワークカメラとネットワークオーディ
オ、最新のインテリジェントソフトウェアを活用した、店舗
の運営効率化、館内放送ならびに、遠隔監視と入退室管理
の各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

eスポーツ関連
ハードウェアを中心とする
サードウェーブ製品

eスポーツ関連のハードウェアのご紹介、 文教向け取組事例
やAI用ワークステーション バッテリレスタブレットなど小型
デバイスをご紹介します。

株式会社サードウェーブ
（ドスパラ）

モバイルデバイスを活用した
クラウド事例やソリューション
のご提案

様々なビジネスシーンに合わせたWindowsデバイスの展
示と主に文教市場を席巻しているChromeデバイスの展示
と活用事例をご案内いたします。Chromeデバイスにおい
てはノートブックタイプからデスクトップタイプまで多様な
機種を取り揃えておりますので、ぜひ日本エイサーブース
へお立ち寄り下さい。

日本エイサー株式会社

Surface製品の
ご紹介をいたします

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、Go
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）

パナソニックＰＣ
レッツノート・
TOUGH BOOK／
TOUGH PAD

『頑丈、軽量、長時間バッテリー、高性能』で持ち運びや現
場で使うITツールとして最適なレッツノート&タフブック／
タフパッドのシリーズです。昨今の働き方改革支援サービス
としてテレワーク時や在宅ワーク時の【可視化】を実現する
多彩なハード・ソフトウェアが貴社の働き方改革をサポート
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

安心の国内生産の品質を
BTOでカスタマイズ

■ 文教向け2in1PCからワークステーションまで幅広い用途
に対応する 「MousePro」
■ 動画や写真編集などクリエイターのために作られた 
「DAIV」
■ eスポーツ向けゲーミングPC 「G-Tune」
を展示いたします。

株式会社
マウスコンピューター

スマートに働き方改革＆
ハイパーコンバージドで
システム運用をシンプルに

テレワークに最適なレノボの多様なスマートデバイスや学校
の授業にちょうどいいクロームブック＆『2025年の崖』対策
や、Windows 2008 のEOS対応にもピッタリ!仮想シス
テムの運用を革新的にシンプル化しながらクラウド感覚で仮
想化を実現するハイパーコンバージドシステムをご紹介しま
す。この機会に、ぜひレノボ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

ダイワボウ情報システム
株式会社
（Appleソリューション）

Appleのソリューション及びプログラムを紹介いたします。
ダイワボウ情報システム
株式会社
（Appleソリューション）

※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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「スマートテレワークパッケー
ジ」

『テレワーク導入推進コンソーシアム』 が提供する、 テレ
ワーク導入に適したツール等を詰め込んだパッケージをご
紹介します。 必要なツールを選択するだけで、すぐにテレ
ワークをスタートできる環境を整えることができます。

ダイワボウ情報システム
株式会社
（テレワークパッケージ）

ITインフラ（サーバー＆プラットフォーム）

クラウド時代のデータ保護。
オンプレ・クラウドを統合し
１５分以内の復旧を実現 !

■ No.1のバックアップとリカバリ「Veeam」仮想、物理、ク
ラウドベースのあらゆるワークロードのデータ保護を実現
し、確実なデータ保護と高速かつ柔軟な復旧を可能にしま
す。シンプルな事業継続を実現　■「Zerto」Zertoはオン
プレミスとクラウドをシームレスに接続しハイブリッドクラウ
ドを実現します。クラウドへの移行、オンプレへの回帰、ク
ラウドへのDR等、クラウドに関わる様々な課題を解決しま
す。

ヴィーム・ソフトウェア
株式会社／ゼルトジャパン

「VMware SD-WAN by 
VeloCloud」を
活用したWAN最適化

「VMware SD-WAN by VeloCloud」は、あらゆるタイプ
のWAN回線を統合して有効活用することで、クラウド サー
ビス、プライベート データセンター、SaaSベースのアプ
リケーションへのアクセスを最適化します。また、WANネッ
トワークを簡素化し、ネットワークの俊敏性を高めます。

ヴイエムウェア株式会社

vSAN・3Tier構成なら
オムロン!
仮想に最適なUPSを用いた
構成事例をご紹介

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! vSAN構成・3Tier構成（サーバ+ストレー
ジ構成）ともにシャットダウン・起動まで自動化が可能です。
さらに、オムロンは別立ての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リチウムイオンバッ
テリ搭載UPSを事例と合わせてご提案いたします。

オムロン
ソーシアルソリューションズ
株式会社

信頼と実績の
APCブランドUPS

数々のアワード実績を持つAPCブランドのUPS。サーバー
やネットワーク機器などの IT機器に加え、拡大するIoT環
境の電源保護でも活躍が始まっています。IoT時代の最新
UPSをシュナイダーエレクトリックよりご紹介します。

シュナイダーエレクトリック
株式会社

高性能かつ多機能なHCI
HPEのHCI「HPE SimpliVity 380」が搭載する『重複排除』
『圧縮』の常識を覆した 3つのテクノロジーをご紹介します。

日本ヒューレット・パッカード
株式会社

ITインフラを劇的に改善する
ハイパーコンバージド
インフラ

Nutanix（ニュータニックス）は、HCI：ハイパーコンバージ
ドインフラの元祖として市場をリードし、マルチクラウドアー
キテクチャを構築、運用することを可能にしました。基盤と
なる「Nutanix Enterprise Cloud OSソフトウェア」は、プ
ライベートクラウド、パブリッククラウド、ディストビューテッ
ド（分散）クラウドの各オペレーティング環境を統合し、あら
ゆる規模の ITインフラストラクチャーとアプリケーションを
単一で管理する機能を提供します。

ニュータニックス・ジャパン
合同会社

「NetApp HCI」

「NetApp HCI」は、あらゆる企業規模に最適な次世代型ハ
イパーコンバージドインフラです。シンプルな運用管理は
もちろん、きめ細かなQoS機能により複数のアプリケーショ
ンのパフォーマンスを保証することができます。

ネットアップ合同会社

短時間キッティングと
システム保全

PCキッティング作業効率化の最終手段。最大1200台/7
日で実現。システム保全についての答えがあります。 株式会社ネットジャパン

「TurboNAS」
「WEB会議用
タッチディスプレイ」
「データ完全消去ソフト」

■「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』

QNAP／
Newline／
Blancco／
VIVOTEK
（株式会社フォースメディア）

セキュリティ

Arcserveシリーズ
最新版のアップデートを
お届けいたします。

Arcserveシリーズ最新版のアップデートをお届けいたし
ます。「Arcserve UDP7.0」、「Arcserve Backup 18.0」、
「Arcserve Replication/HA 18.0」など最新バージョンを
リリースいたしました。ぜひこの機会に機能・ソリューショ
ンのアップデートをご覧ください。

arcserve Japan合同会社

サイバー攻撃防御を自動化　
APRESIA & AN-Tracker

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するソリューショ
ンをご紹介します。さらに、新製品「日本語WebUIによる
直感的な操作が可能」なWebスマートスイッチも操作画面
をご覧いただきながらご紹介します。

APRESIA Systems
株式会社

クライアント運用管理
ソフトウェア
「SKYSEA Client View」

「SKYSEA Client View」は組織の重要データを守るため、
情報セキュリティ対策の強化とIT資産の安全な運用管理を
支援する各種機能・ソリューションを提供いたします。また、
長時間労働対策や、サイバー攻撃への対策、他にも IT資
産管理として Windows 10 PC の運用管理や更新プログラ
ムの適用の環境整備をサポートし、日々の運用を効率的に
行っていただくための各種機能も搭載しています。

Sky株式会社

出 展 概 要
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簡単・安心・安全：
SonicWallで中小企業でも
Non-stop UTMを実現 !!

『中小企業だからこそ冗長構成』お客様・販売店様・すべて
の関係者をHAPPYにするサイバー攻撃対策の決定版 マル
ウェア・ランサムウェア対策に、『簡単』・『安心』・『安全』
のSonicWallです。

SONICWALL
（ソニックウォール・ジャパン
株式会社）

IoT化に向けた
ネットワークソリューション

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のご提案を行います。

パナソニックLS
ネットワークス株式会社

「手のひら静脈認証」による
セキュリティシステムの
ご紹介

生体認証の中で最高水準の精度を誇る「手のひら静脈認証」
で、PC・アプリログオンを容易に実現。さらにオフィスの
入退室管理にも適用でき、個人特定＝なりすまし防止を実現
します。

株式会社富士通パーソナルズ

エンドポイントセキュリティの
決定版 !
証跡管理と持ち出し制御を
ご紹介いたします。

ラネクシーでは、情報漏洩対策や働き方改革のサポートとし
て、物理・シンクライアント環境に関わらず、精度の高い収
集力で操作ログを取得する「MylogStar（マイログスター）」
とPCの外部接続デバイスやネットワークからの重要情報の
持ち出しを防ぐ「DeviceLock（デバイスロック）」を出展いた
します。

株式会社ラネクシー

ネットワーク

「NetMeister
（ネットマイスター）」／
「クラウドOCR for RPA」

■「NetMeister（ネットマイスター）」：IXシリーズ・WAシ
リーズをはじめとするNECのネットワーク機器をクラウド上
で管理　■「クラウドOCR for RPA」：画像を識別し、事前
設定した領域の文字情報を読み取りデータ化。お客様のシ
ステムと連携させることにより、入力業務等の効率化を実
現。RPAとの連携により、更なる業務効率化が可能。

日本電気株式会社（NEC）

保守・管理会社様向け 
TeraStation リモート管理
サービス「キキNavi」

■テラステーション管理サービス「キキNavi」：キキ
Naviとは、インターネットを経由して遠隔地に設置した
TeraStationとNAS管理者をつなぐ、バッファローのリモー
ト管理サービスです。キキNaviをご利用いただくことで、
遠隔地からのNASの監視、メンテナンス用の簡易操作が可
能となり、NAS管理者の負担を大きく軽減します。■文教
向け無線AP：学校の ICT環境整備には新学習指導要領に
沿った授業を支える無線LANインフラだけでなく、文部科
学省の「教育情報セキュリティーポリシーに関するガイドライ
ン」の「技術セキュリティ」項目において有益であるとされて
いる『無線LANアクセスポイントの無許可設置に対する点
検』を容易にします。

株式会社バッファロー

ビジネスソフト＆クラウド

Office 365 をアドオンで
もっと便利に安全に活用 !
Office 365 アドオンと
ビジネス版LINEで
業務改善実現

マイクロソフト Office 365 を日本のグループウェアのよう
な操作性で、より便利により安全に活用できる導入３万社以
上のアドオンツールをご紹介。他にも、LINEの使いやすさ
はそのままに、情報漏えい対策などセキュリティを強化した
ビジネス版LINEなど、最新の人気クラウドツールをご紹介 !

株式会社ネクストセット

コールセンターシステム
「CSStream」／
ワークフローシステム
「ExchangeUSE」

■ CRM統合ソリューション「CSStream」： お客様の問い
合わせや苦情に会社全体でスピーディーかつ的確にお応え
できる先進のソリューションです。■ ワークフローシステム
「ExchangeUSE」： ご利用者の使いやすさを追求できる
ワークフローパッケージです。（フリースタイル、旅費・経
費精算、勤怠管理）

富士電機 ITソリューション
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

ワークフロー【X-Point】／
音声認識【Amivoice】

DISグループのDISソリューションが、働き方改革に最適な
商品をご紹介。民間企業の働き方改革に必須のワークフロー
「X-Point」、自治体・金融・医療・製造業で話題の音声認
識「Amivoice」。各市場でナンバーワンシェアを持つこれら
の商品について、実機を用いたデモンストレーションをご覧
いただけます。

ワークフロー【X-Point】／
音声認識【Amivoice】
（ディーアイエスソリューション
株式会社）

映像・ドキュメント・周辺機器

簡単・便利 !
今すぐ始められる
デジタルサイネージ

デジタルサイネージの市場ニーズが高まっています。アイ
オーのデジタルサイネージは高品質で低価格、設置も簡単
ですぐにサイネージを始められます。またNASの新製品も
ご紹介させていただきます。

株式会社
アイ･オー･データ機器

出 展 概 要
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EIZOモニターで
オフィス・生産現場での
業務効率アップ !

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ください。

EIZO株式会社

小さく始めるペーパーレス化 過酷な現場での業務のペーパーレス化や 効率化を実現する
ために堅牢タブレット+点検エースを ご案内いたします。 エレコム株式会社

法人向けブラビア、VAIO、
デジタルペーパー、
ネットワークカメラなど
最新機種をご紹介

法人向け「BRAVIA」を使って会議室向け用途、ホテル客室、
サイネージなど多様な提案が可能です。チューナレスの業
務用ディスプレイもございます。また、デジタルペーパー
の実機を展示、VAIO新製品、高画質ネットワークカメラも
ご紹介いたします。

ソニーマーケティング
株式会社

会議が変わる
プレゼンシステム
「ClickShare」

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。

バルコ株式会社

「PHILIPS」 
最新液晶ディスプレイ

「PHILIPS」 液晶ディスプレイ・デジタルサイネージのご紹
介。活用事例や設置方法など、ぜひブースにてご相談くだ
さい。

PHILIPS
（MMD singapore Pte Ltd.）

かんたん便利な次世代
コミュニケーションツール
「Cisco Webex」

シスコのビデオ会議ソリューションは世界でも、国内でもトッ
プ シェア!ビジネスコミュニケーションを支えるクラウド型
プラットフォーム「Cisco Webex」で『働き方改革』を実現。
仕事の在り方を大きく変革することが可能です。『簡単に』
『どこでも』『誰とでも』リアルタイムに情報を共有し、速や
か且つセキュアに意思決定が出来ます。

株式会社プリンストン

国産3年保証セルスター製
ドライブレコーダー

セルスター製のドライブレコーダーをメインで展示いたしま
す。特徴は『国内自社工場生産』で『3年保証』が標準付帯
しております。装着必須とまで言われておるドライブレコー
ダーや、災害時などで大活躍のポータブル電源なども展示
いたしますので、是非ご覧ください。

株式会社来夢

業種別ソリューション

医療／製造・物流業界向け
ブラザー
プリントソリューション

ブラザー製品で実現する業種別活動をご提案させていた
だきます。 ■ 医療業界では、昨今の医療関係者への負担
増、また患者増加を受け、ICT化が求められています。ブ
ラザーの提供するプリンターで、低コストで実現するプリン
トソリューションを提案いたします。 ■ 製造・物流業界に
おける効果的な作業効率向上に取り組む上で、システム連
携したモバイルプリンターや、高耐久ラベルプリンターなど、
ブラザーならではのご提案をいたします。

ブラザー販売株式会社

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」■ 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」

ディーアイエスサービス&
サポート株式会社

教育 ICT

DISの
教育 ICTソリューション

2020年からの新学習指導要領への対応に備え、2019年は
各自治体にて教育 ICT整備が急務となります。教育 ICTプ
ロダクトから教員研修、ICT利活用・運用まで一環してご提
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
（教育 ICTソリューション）

Google for Education

今後の教育市場では低コストで導入できる「Chromebook」
の需要増加が見込まれます。「Chromebook」のデバイス
管理に必要な「Chrome Education（管理コンソール）」は
DISのTier2リセラーのみにしか販売できません。各自治
体で導入が進んでいく中、取り扱い不可とならぬよう文教
系販売店様へのご案内を是非お願いいたします。

ダイワボウ情報システム
株式会社
（Google for Education）

出 展 概 要

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。

本展示会のお問い合わせ先

仙台支店　TEL 022-212-6450
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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 2019 in 仙台」からお申し込みください。

当社よりご案内いたします

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。

仙台市中小企業活性化センター
受付・展示会場 ：5階 多目的ホール
セミナー会場 ：6階 セミナールーム2

〒980-6105
仙台市青葉区中央1-3-1 AERビル

■　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）
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https://www.pc-daiwabo.co.jp/office/tohoku.html#pref_miyagi



