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国内外のITベンダー 約80社が出展予定！
セミナーも開催予定、詳細確定し次第ご連絡差し上げます。

日程 2017年2月14日㊋
 10:00～18:00 ［ご来場の際は名刺を2枚お持ちください］

場所 EBiS303
 http://www.ebis303.com/
 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-8

 ▶　JR恵比寿駅東口から徒歩約3分
 ▶　地下鉄日比谷線恵比寿駅①番出口から徒歩約4分

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。

お近くの営業拠点までお問い合わせください

入場
無料

お申し込みサイト ▶ https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev04/tic2017.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「TOKYO ICT COLLECTION 2017」からお申し込みください。



10：30〜11:15
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 係⻑

Windows10Mobile×Azureで実現
する新モバイルワークスタイル

従業員の⽣産性向上が課題となっている今、スマートフォ
ンのビジネス活⽤が重要となります。そんな中、ビジネス
向けスマートフォンとしてWindows10Mobileに注⽬した
い理由、また新テクノロジーContinuumがどんなワーカー
に価値を⽣むのかをご紹介。更にはAzureと連携させるこ
とによってContinuum環境を強化させるシナリオを、実際
の商材、コストイメージを交えながらご紹介致します。

12：00〜12：45
＜ランチセッション＞

※軽⾷付

志⽔ 裕
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

北代 雄⼤
ダイワボウ情報システム㈱
SW2グループ 主任

DISが提供する⽀援ツールのご紹介
iKAZUCHI（雷）×⾱駄天LINK

ご販売店様の「ライセンス契約管理」を⽀援する
『iKAZUCHI（雷）』をご紹介致します。iKAZUCHI
（雷）の主要機能や導⼊メリットを実際の画⾯をご覧頂き
ながらわかりやすくご紹介。また当社が運営するBtoBサイ
ト『iDATEN（⾱駄天）』×『PCA商魂X/商管X』とのデー
タ連携よる『iDATEN（⾱駄天）』を利⽤した受発注・仕
⼊業務の効率化を実現する『PCA⾱駄天Link』をご紹介致
します。

13：30〜14：15

野呂 清⼆ ⽒

株式会社エクシード・ワン
チーフ・マーケティング・オフィサー

⽥中 幸之助
ダイワボウ情報システム㈱
SW1グループ

Azure IoT / Cognitive / Machine
Learningをビジネス化するポイント

Azure IoT Suite、Azure Cognitive Serviceを利⽤して、
デバイス・センサー情報、視覚、⾳声、⾔語データの利⽤
分析を⾏い、新しいビジネスモデルを顧客にご提案できま
す。今回のセッションでは具体的な事例を交えながら顧客
にどのように提案できるかを説明するとともに、Azureを
初めて利⽤する販売店の皆様がビジネスを⽴ち上げる為の
ご⽀援もご紹介致します。

15：00〜15：45
野⽔ 克也 ⽒

サイボウズ株式会社
社⻑室 フェロー

働き⽅を変える サイボウズ流 ワーク
スタイル変⾰
 〜サイボウズ ワークスタイル with
VMware ソリューション 〜

昨今ますます加速する少⼦⾼齢化による⽣産年齢⼈⼝の減
少を受け、企業は多様な⼈材確保と⽣産性向上の問題に直
⾯しています。
モバイルワークや在宅勤務など、いつでも・どこでも働け
るワークスタイルはどのように実現できるのか。離職率を
1/5にまで削減したサイボウズ⾃⾝のワークスタイル変⾰
の施策とともに実際のツール利⽤例をご紹介します。

16：30〜17：15

⼩野 雄⼀ ⽒

シスコシステムズ合同会社
パブリックセクター事業 教育ICT推進部⻑

⽵⽥ 暁彦
ダイワボウ情報システム株式会社
PC2グループ

モバイルデバイス環境をもっと⾼品質
に〜
相性のよいCISCOとAppleを両側⾯か
らご紹介

デバイス観点から、Appleが描くデバイス展開の理想
「Device Enrollment Program」【DEP】の特徴をご覧頂
きながら、どのように展開するのか動画を利⽤してご案内
をいたします。さらにMDM等も活⽤する⾼密度な通信に
CISCO＆ＡｐｐｌｅのFastLaneの連携は⾼品質なビジネ
ス・⽂教において不可⽋です。ネットワークインフラ観点
から、CISCOが考える教育現場でモバイルを利⽤したICT
が⽣み出す新たな授業形態や、先進的な学習⽅法を⽀える
環境をどう構築すべきかを、導⼊事例や、それを⽀えるシ
スコの最新ソリューションを中⼼にご紹介いたします。



10：30〜11:15

⼩宮 壮⼀郎 ⽒

株式会社沖データ
国内営業本部 マーケティング部 課⻑

岩本 崇 ⽒

アドビ システムズ 株式会社
マーケティング本部 Creative Cloud ビジネス
マーケット部 マーケティングマネージャー

ビジネスに繋がるデザインツール
クリエイティブは企業に売れる！

デザインツールと⾔えばAdobe。Adobeと⾔えばクリエイ
ティブ市場と決めつけていませんか？
様々な表現が求められる現在、クリエイティブは企業価値
を⾼めておりクオリティの⾼いプレゼンツールを始め幅広
いツールが必要になっています。
特に、顧客へ提案はスピーディーでオリジナリティが顧客
獲得のポイントです。
今回は、様々な市場で顧客獲得のためにセールスツールを
内製化する観点から様々な事例を沖データとAdobeがご紹
介いたします。

13：30〜14：15

佐藤 秀⼀ ⽒

アクシスコミュニケーションズ株式会社
マーケティング本部
シニアマーケティングマネジャー

堀本 剛史 ⽒

⽇本電気株式会社
パートナーズプラットフォーム事業部 主任

ネットワークカメラにおける事前防犯
と⾰命的な顔認証ソリーション

①世界的なテロの脅威・侵⼊⼿⼝の⾼度化や物資などの盗
難に対するセキュリティ強化の動きの中で、盗難事件にお
ける共通店や傾向からAXISが進める進⼊検知・盗難防⽌ソ
リューションをご提案。
②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

15：00〜15：45
⽥野 伸介 ⽒

株式会社フォースメディア
マーケティング部 プロダクトマネージャー

次世代コラボレーション装置とWeb会
議で変わるワークスタイル

Newline-Interactive社の次世代コラボレーション装置「X
シリーズ」とジャパンメディアシステム社のWeb会議シス
テム「LiveOn」を使った新しい会議の在り⽅を提案しま
す。70インチ⼤画⾯、FULL-HDカメラ、マイク、タッチパ
ネル、ネットワーク機能を全て搭載した「Xシリーズ」と
国内実績豊富な「LiveOn」の映像⾳声の双⽅向通信と機能
のデモを実施し、PC・スマートフォン・タブレットとの簡
単で⼿軽な連携⽅法をご説明いたします。

16：30〜17：15

⻘柳 博史 ⽒

ネットアップ株式会社
ソリューション技術本部 パートナーSE部
テクニカルパートナーマネージャー 担当部⻑

坂⽥ 聡
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

ONTAP Cloud/AltaVault x Azure
で簡単・低コストなクラウドDR環境
を実現

〜 バックアップどうしてますか？もう1台買わなくても
いぃ〜んです！
   NetApp x Azure ｘ DiS でいぃ〜んです！クぅ〜っ！
〜
クラウド連携のデータ管理をリードするNetAppがついに
Azure対応の仮想アプライアンス「ONTAP Cloud for
Microsoft Azure」をリリース！
NetApp「ONTAP Cloud」やクラウド連携バックアップア
プライアンス「AltaVault」とMicrosoft Azure の組み合わ
せで実現できる簡単・低コストなクラウドDR環境について
ご紹介します。



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、低価格で、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)?建造物の⽼朽化点検・施設巡視?災害地域・
危険区域調査など、様々なシーンでの活⽤が期待できます。ぜひ実機に触れてその質感や重さも体感して
ください。

DJI JAPAN(キヤノンマーケティングジャ
パン株式会社)

ランサムウエア対策としての
アクロニスバックアップクラウド

ランサムウエア対策としてのアクロニスバックアップとバックアップクラウドソリューションを、また既
存のファイルサーバーにモバイルデバイスからアクセス オンプレミス モバイルファイル共有ソリュー
ションのご紹介をさせてもらいます。

アクロニス・ジャパン株式会社

5分で出来るIoT
IoTを難しくお考えではありませんか？IoTは⾝近な課題を⾝近な道具で解決する⼿段です。OpenBlocks
IoT Familyを活⽤すると5分でIoTを始めることが可能です。 その他、位置測位をはじめIoTを活⽤した
ソリューションをご紹介いたします。

ぷらっとホーム株式会社

コミュニケーションロボットでビジネスを効率化・省⼒
化

販売店様、アプリケーション開発ディベロッパー様向けに コミュニケーションロボットPalmi及びTapia
を利⽤した様々な 法⼈向けソリューションをご紹介致します。

株式会社DMM.com

テレプレゼンスロボット「kubi」

kubiは⽇本語の「⾸」を由来とする、左右に300°上下に90°⾃由⾃在に稼働する、安価で⼿軽に利⽤でき
るテレプレゼンスロボットです。 お⼿持ちのタブレット端末とkubiをつなぎ、Vidyo MobileやZoomと
いったテレビ会議アプリケーションを使⽤することで、通話先の相⼿が⽬の前にいるかのような新しい感
覚のビデオコミュニケーションが可能になります。

株式会社プリンストン

マイクロソフトのデジタルトランスフォーメーション
Microsoft Azure、Office365、EMSといったマイクロソフトクラウドサービスで実現させるデジタルト
ランスフォーメーションをわかりやすく展⽰、ご説明させていただきます。案件のご相談も承りますので
是⾮お⽴ち寄りください。

⽇本マイクロソフト株式会社

AutoCAD なら設計作業の⽣産性を向上し、迅速
な共有化が可能

オートデスクでは、AutoCAD の中⼼的な機能とともに各専⾨分野に特化した機能をもつ CAD ソフト
ウェアを幅広くラインアップしています。AutoCAD の業界別ラインアップ製品は、2016 年 9 ⽉ 7 ⽇か
らの価格改定し、機能やニーズに合わせて製品を選択いただけるようになりました。

オートデスク株式会社

全てのNASをまとめてランサム対策！VVAULT！

昨今、PCを使⽤不能にして解除のために「⾝代⾦」を要求するランサムウェアの被害が増えています。
被害はPCのみならず、マウントされているサーバーやNASにまで及び、対策には管理の強化とバック
アップしかありません。そこで有⽤なのが、サーバーやNASを仮想統合する「VVAULT」！ 統合した仮
想ドライブのバックアップは勿論のこと、タイムマシーン（CDP）機能によって、確実にクリーンな状態
の復元を可能にします。

株式会社オレガ

arcserve UDP シリーズ
「バックアップソフト市場で⾼いシェアを持つArcserveシリーズ」 特に最近注⽬を集めているArcserve
UDP7300について展⽰、製品ご紹介をいたします。

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
AxisネットワークカメラとAXIS Camera Stationによる、敷地周辺の⾒張りと来訪者応対のソリュー
ションと、映像録画を主体としたカメラ20-30台に対応する監視ソリューションをそれぞれ実演展⽰いた
します。

アクシスコミュニケーションズ株式会社

サンドボックス搭載　クラウド型オールインワンセキュリ
ティ

親⽇国フィンランドから⽣まれたエフセキュア。進化・増加を続ける標的型攻撃によるセキュリティイン
シデントからサンドボックス搭載の抜群の技術でお客様の環境を守ります。サーバーレスのクラウド集中
管理ソリューションでフレキシブルな導⼊・管理が可能です。

エフセキュア株式会社

トップシェアのIT資産管理・情報漏えい対策ツール
LanScopeシリーズ

「LanScope Cat」は12年連続トップシェアの情報漏えい対策ツールです。 IT資産管理や操作ログ管理
をはじめ、ファイル配布・各種レポートやリモートコントロールなど、情報漏洩対策に必要な機能をオー
ルインワンで搭載。 新たなオプションとして未知の脅威を99%ブロック可能な次世代型セキュリティも
ご紹介。 さらにスマートフォンやタブレットの資産管理ができるMDM「LanScope An」をご紹介しま
す。

エムオーテックス株式会社

ウイルス対策ソフト 顧客満⾜度No.1 『ESET』に乗
り換えませんか。

昨今、ランサムウェア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」を特⻑に持ち、顧客満⾜度4年連続No.1を獲得。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移⾏が可能な「残期間保証サービス」を活⽤して、ぜひ乗換検討をしてみ
ませんか。

キヤノンITソリューションズ株式会社

クライアント向けセキュリティ対策

WebでもMailでも、Fileでも、情報資産をしっかり守るクライアント向けセキュリティ製品をご紹介致し
ます。サーバー不要のwebフィルタリングで情報漏洩対策を⾏うi-FILTER ブラウザー＆クラウド。⼿軽
な操作＆サーバーレスで誤送信防⽌を実現するm-FILTER MailAdviser。渡したファイルが“あとから”消
せてファイル暗号化・追跡を⾏うFinalCodeをご案内致します。 i-FILTER ブラウザー＆クラウド

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

DynamicEndpoint
負荷を抑えながら多層的で⾼度な保護を実現。さらにテクノロジーの相互連携や統合的な分析、管理を実
現することで、あらゆるセキュリティリスクから企業のエンドポイントを守ります、未知の脅威への防御
をさらに強化するマシンラーニングによる防御「Real Protect」などを追加することもできます。

マカフィー



カメラのことなら何でもお任せ下さい!!

ネットワークレコーダー〈VioStor〉〈DIGISTOR〉を中⼼としたカメラソリューションを提案いたしま
す。新製品としてAIを使った録画データ検索システムも展開予定です!!100社以上のカメラメーカーの中
からお客様のニーズに合わせた最適な機器を選定、カメラシステムのネットワーク構築もお⼿伝いさせて
頂いております。カメラ提案でお困りの業者様、これからカメラ事業を展開しようとお考えの業者様、是
⾮ブースにお⽴ち寄り下さい。

株式会社R.O.D

データ仮想化でPCに安全と機動⼒を！

⽣産性を⾼めつつ情報漏洩対策を提供する仮想化ソリューション「Shadow Desktop」。テレワーク・モ
バイルワークの促進や、移動中のセキュリティ対策としてデータ紛失・漏洩させません。Office365や
WEBメールなどクラウド製品との親和性が⾼いデモをご覧ください。「働き⽅改⾰」を実現します！ラ
ンサムウェア/BCP/災害対策としてバックアップ製品もご紹介。

株式会社アール・アイ

セキュリティホールをなくせ！ パッチマネジメントで⾏
う未知の脅威対策

セキュリティホールをなくせ！ パッチマネジメントで⾏う未知の脅威対策 株式会社カスペルスキー

情報漏えい対策ソフトウェア　?強⼒！特化型セキュ
リティ?

物理端末1台?⼤規模なシンクライアント環境にかかわらず、精度の⾼いログ収集⼒で操作ログを取得する
「MylogStar」や外部デバイスへデータの不正な持ち出しを制御する「DeviceLock」、マルチエンジン
（最⼤30社）の強⼒マルウェアスキャンとサニタイズ（ファイル無害化）機能を兼ね備えた「Foagura
Scan System」ご紹介します。

株式会社ラネクシー

世界⼀の顔認証でセキュリティ／ＣＳ強化
世界No.1※の認識性能であるＮＥＣの『顔認証』 今夏リオデジャネイロ五輪でも使⽤された技術をご体
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

簡易型セキュリティオペレーションサービス中⼩企業
様のセキュリティを変える！

今、中⼩企業のセキュリティがハッカー達のターゲットになっています。セキュリティメーカー・ベン
ダーとハッカーのいたちごっことなる中、中⼩企業の経営者・管理者はどのように⾃社の安全を確保した
ら良いのでしょうか？セキュリティに完璧はありません。しかし情報漏洩があってもいけません。そこ
で、本イベントでは中⼩企業の皆様に継続的に寄り添う安価なSOCサービスを中⼼にご案内致します。

⽇永インターナショナル株式会社

最新のサイバー攻撃に対応する各種セキュリティサー
ビス

クラウドプラットフォームで出⼝での多層防御を実現するセキュリティゲートウェイサービス
「InterSafe GatewayConnection」を始めとする、PC、スマートデバイスに対応した最新のセキュリ
ティ対策をご紹介します。

アルプス システム インテグレーション株
式会社

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

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

ランサム、災害のシステム保護
ランサムウェアから障害、災害よりシステムを守る基本となる、バックアップソリューション。仮想への
待機サーバ作成などより機能を充実してご提案致します。

株式会社ネットジャパン

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・保守の⼆重化?
・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

ネットワーク・セキュリティソリューションのSCSK

昨今は標的型攻撃・ランサムウェア等のセキュリティリスクが増⼤しており、これらの対策は企業規模・
業種を問わず必須となってきています。 SCSKはルータやUTM、ロードバランサなどのネットワーク・セ
キュリティの製品を幅広く取り扱っており、これらの豊富な経験と知識を基にしたご提案をさせていただ
きます。

SCSK株式会社

Web会議システム「LiveOn」
Web会議システム「LiveOn」は⾼⾳質・⾼画質でストレスのないコミュニケーションを実現します。
フォースメディア社の⼤型タッチスクリーン「Newline」とコラボした会議システムのご提案をします。
映像や⾳声の双⽅向通信や、資料共有やホワイトボード等の機能紹介の実演デモをご覧頂けます。

ジャパンメディアシステム株式会社

災害時⽤の無線ソリューション
・災害時のＢＣＰ対策として、無線ネットワークのご提案 構成例：無線AP、PoE、蓄電池、ウェアラブ
ルカメラ等

パナソニックESネットワークス株式会社

リコーデジタルサイネージソリューション&コンパクト短
焦点プロジェクター

リコーのサイネージはコンパクトなSTBを中⼼にシステム化し、驚きのコストパフォーマンスを実現した
ワンストップソリューション。受付や店頭でも新しい映像コミュニケーションを、リコーのコンパクト短
焦点プロジェクターを活⽤しながらスタートさせませんか。ぜひ体験してください。

リコージャパン株式会社

企業無線LANの必需品！ 不正接続をシャットアウ
ト

企業の無線LANに求められる安全性と運⽤性をシンプルに実現するNetAttestシリーズをご紹介します。
NetAttest EPSは、無線アクセスポイントと連携して不適切な⼈や端末を排除します。IDとパスワードに
よるシンプルな認証から、電⼦証明書による⾼度な認証まで幅広く対応した実績No.1の国産製品です。
DHCP/DNSのアプライアンスであるNetAttest D3と組み合わせて、企業が求める安全で信頼性の⾼い
ネットワークインフラを実現します。

株式会社ソリトンシステムズ

「Web会議／プレゼンをより快適に」
Android搭載、Windows OPS対応のオールインワン⼤型タッチスクリーンを利⽤しジャパンメディアシ
ステム社【Live On】のWeb会議システムと連動させたソリューションをご提案させていただきます。

株式会社フォースメディア
（Newline ＆ QNAP）

アップルソリューションのご紹介
iPadを利⽤した各種ソリューションを展⽰いたします。 またCiscoとの協業を通じた企業向けのソリュー
ションについてご紹介いたします。

アップルソリューション

リクルートの業務⽀援サービスAirシリーズ（POSレ
ジアプリ・Airレジ・Airウェイト）

?0円でお使いいただけるPOSレジアプリ『Airレジ』 ?業界最低⽔準の決済⼿数料『Airペイ』 ?インバウ
ンド対策『モバイル決済 for Airレジ』 ?受付管理・順番管理アプリ『Airウェイト』

株式会社リクルートライフスタイル

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



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） BCN AWARD 2016 UPS部⾨ 最優秀賞受賞 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

シェアNo.1ワークフロー
モバイルワーク、内部統制、業務効率アップに必須のワークフローソフトの中でも?1のシェアである「X-
Point」をご紹介します。

DISソリューション(X-Point)

ワークスタイル変⾰を実現No1 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

２０１７年新発売　クラウド基幹業務システム「Ｄ
Ｘシリーズ」

中堅企業向け基幹業務パッケージの「ＰＣＡ」が今年、製品のリニューアルをしました。 クラウド利⽤
ユーザーも８，０００法⼈を超え、ニーズも⾼まってきております。 いろいろなクラウドサービスと連
携できるツールもご⽤意しておりますので、中堅企業攻略をご検討いただいているお客様は是⾮、ブース
にお⽴ちよりください。

ピー・シー・エー株式会社

レッドハットの最新情報をお届けします
58四半期連続成⻑を⽀えるレッドハットの主⼒製品であるRed Hat Enterprise Linuxから、企業向けモ
バイル開発の早期化/⽣産性向上を実現する新製品のRed Hat Mobile Application Platformまで、レッド
ハット製品の最新情報をお届けいたします。

レッドハット株式会社

多様なスマートデバイス＆ハイパーコンバージド＆
SDSで実現するワークスタイル変⾰

ITを活⽤し、社員にとって働きやすい職場環境を整えるワークスタイル変⾰が企業戦略として注⽬されて
おり、積極的に推進する企業が増えています。 在宅勤務やモバイルワークにぴったりの、多様でユニー
クなスマートデバイスに加え、変⾰に相応しい次世代のIT基盤であるハイパーコンバージドインフラスト
ラクチャーやSDSアプライアンスなど、レノボが提供する最先端のインフラソリューションを余すところ
なくご紹介します。

レノボ・ジャパン株式会社

奉⾏クラウドファースト提案

奉⾏10クラウド・OBCクラウドサービスは、プライベートクラウド・パブリッククラウドに対応。
IaaS・PaaS・SaaSとお客様に合ったクラウド環境にてご利⽤いただけます。 会計・給与といった基幹
業務はもちろん、まだIT化できていない業務も含め、必要な業務だけを選んで、部分的・段階的にクラウ
ド化を進めることができます。

株式会社オービックビジネスコンサルタン
ト

Office365をより便利に！安全に！ネクストセット
のアドオン

ネクストセット・アドオンはＯｆｆｉｃｅ３６５をもっと便利に安全に利⽤したいというニーズにお応え
する強⼒なツールです。IP制限したい！、カレンダーが⾒づらい！、ワークフローが難しい！など全て解
決します！

株式会社ネクストセット

ハイパーコンバージド、無線APならHPEに
＼おまかせ／

HyperConverged製品、Aruba製品を展⽰、ご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

クラウド連携のデータ管理をリードするネットアップの
ソリューション

Azure対応の仮想アプライアンスONTAP Cloud、クラウド連携バックアップアプライアンスAltaVaultの
ご紹介や、AFF及びFASのオリジナルパッケージ商材についてご紹介致します。

ネットアップ株式会社

働き⽅を変える ワークスタイル変⾰ モバイルビジネス環境の変化に対応し、Airwatchの導⼊でワークスタイル変⾰の実現へ！ ヴイエムウェア株式会社

⾼効率性UPSの電源ソリューション提案
オールインワン・省スペース「⾮常⽤発電装置」 超薄型・⼩形軽量UPS「UX100シリーズ」 業務部⾨を
効率化。ユーザ部⾨向けシンプルBIツール「軽技Web」

富⼠電機株式会社

モバイルのビジネス活⽤「VAIO Phone Biz」
加速するモバイルのビジネス活⽤：Windows10 Mobileの導⼊メリットとVAIO Phone Bizが選ばれる理
由。Windows10のモバイル活⽤：SIMフリーLTE対応VAIOでモバイルワークを変⾰。

VAIO株式会社

最新のPCとソリューションの紹介
当社のブースでは最新のPC（2in1、NUC、Compute Stickなど）の展⽰とワークスタイル変⾰に便利な
ソリューションの紹介をさせて頂きます。

インテル株式会社

モバイル端末へのDISサービスメニュー
モバイル・タブレットなどへのキッティングサービスのメニュー展開や保証サービス、展開事例など、端
末へ付与可能なサービスメニューのご紹介

ディーアイエスサービス＆サポート株式会
社

「欲しい性能を低価格で」最新デバイスをご提案

TEKWINDはIntel社やASUS社等数多くの海外メーカーの国内代理店です。そのノウハウを結集して企
画・販売を⾏っている「Tekwindオリジナル」製品にはキーボードの筐体がそのままPCとなっている
「キーボードPC」などユニークな製品や コストパフォーマンスに優れたTablet「CLIDEシリーズ」など
があり、既にICT教育の⼀環としてTablet授業を⾏う学校様や、専⽤業務Tabletが必要な店舗様などでご
使⽤頂いております。

テックウインド株式会社

ビジネスを最前線で⽀えるレッツ＆タフ レッツノートシリーズ及びタフブック・タフパッドシリーズのご紹介
パナソニックシステムネットワークス株式
会社

⽇本にもう⼀つの携帯会社

プラスワン・マーケティング株式会社は、モバイルデバイス、モバイルアプリの企画・開発・販売及び仮
想移動体通を展開する⽇本企業です。2016年現在では、⼤⼿家電量飯店を中⼼に全国展開をしており、
海外においてもモバイルデバイスを展開しております。 ハードウェア、通信、アプリケーションの三位
⼀体の事業モデルを展開している⾮常に特⾊を持った企業です。

プラスワン・マーケティング株式会社

⽇本HPの最新デバイス

Windows 10 Mobile OS 搭載の次世代スマートフォン「HP Elite x3」は、複数デバイスをこの1台に統
合した、ワークスタイルを変⾰する製品です。豊富な周辺機器で広がる無限の可能性を体感してくださ
い！ その他にも、⾼機能3 in 1ビジネスタブレット、1kgを切る超薄型ノートPCを展⽰いたします。最新
デバイスを⾒て触って、是⾮皆様のビジネスにお役⽴てください。

株式会社 ⽇本HP

最新ノートPC A4ノートPCからモバイル、タブレット、コンバーチブルPCまで最新ノートPCを展⽰させて頂きます 東芝クライアントソリューション



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

モバイルクラウドデバイスの提案と活⽤事例のご案内。 現在、⼤変多数のお問い合わせをいただいてお
ります、「Switch Alpha 12」のファンレスの秘密をさらに詳しくご紹介させていただきます。 今回登場
するモデルはファンを使わない画期的なAcer独⾃のLiquidLoop ? 冷却システムを採⽤しており、超静⾳
でほとんど熱くなりません！ また、Chromeデバイスを⽤いたクラウド運⽤の事例などご紹介させて頂き
ます。

⽇本エイサー株式会社

最新モバイルデバイスご紹介
富⼠通製の最新モバイルＰＣ及びタブレットをご紹介。最新機器にアドオンしたソリューションもご紹介
いたします。

株式会社富⼠通パーソナルズ

モリサワフォントで差をつける　デザインも！ビジネス
も！選ぶならモリサワフォント！

⽣活の中で当たり前に存在する「⽂字」。ビジネス現場、伝えるためのフォントはモリサワがNo1！デザ
イン部・広報部・マーケティング部などで選ばれる、全収録書体が好きなだけ使える更新型ライセンスの
MORISAWA PASSPORTは安定化ビジネスも⾒込めるオススメ製品です。

株式会社モリサワ

＜窓＞とあなたが、もっとつながる。Windows
Phone「MADOSMA」

マウスコンピューターは⼀昨年6⽉に、国内で唯⼀となるWindows 8.1搭載スマートフォンを発売し、⽇
本国内として4年ぶりのWindowsPhone市場を切り開きました。今や、当社のMADOSMAは
WindowsPhone市場『国内トップシェア』に！導⼊事例・ご利⽤シーンと共に、マウスのモバイルデバ
イス製品をご紹介させて頂きます。

マウスコンピューター

Adobe Creative Cloud
・テ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 ・
Adobe Acrobat DC製品とAdobe Document Cloudを活⽤し業務を効率化

Adobe Creative Cloud

3DCADによる設計の効率化とVR体験
汎⽤3DCADソフトVectorworks2017。2D作図から3Dモデリング機能も搭載したCADソフトです。3D空
間を体験できるVR機能も搭載。WindowsとMacで動く永久ライセンス製品です。パッケージの3DCADを
お探しの⽅は是⾮ブースまでお越しください。

エーアンドエー株式会社

産業⽤PC、サイネージ関連製品を中⼼にエンベデッ
ド向けの製品・採⽤事例をご⽤意

エレコムブースでは、国内⽣産にこだわった産業⽤PC・新規ビジネスとしてサイネージ分野への参⼊を
しており、 アプリケーションを含めたソリューションをご提案させて頂きます。 特に、過酷な環境下で
も使⽤可能な堅牢型タブレットやサイネージ等にご利⽤可能なSTB・バッテリー搭載アンドロイド端末
等、新製品を中⼼に展⽰し、皆様のご来場をお待ち申し上げます。

エレコム株式会社

仮想環境にも対応！UPS⽤新シャットダウンソフト
のご紹介

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、アイ・オー・データ機器社製NASのNarSuSを使⽤しての
UPSとNASの⼀元管理もご提案いたします。

オムロン株式会社

新しいプリンティング環境のご提案と、授業における
最新の電⼦⿊板の使い⽅をご紹介

エプソンのビジネスプリンターと、『Epson Connect』というモバイル・クラウドサービスを活⽤する
ことで、店舗やオフィスのプリンティング環境における困りごとを解決し、お客様にとってより快適かつ
スマートなプリンティング環境をご提供する事ができます。また、教育現場向けに便利な機能で授業をサ
ポートできる、最新の電⼦⿊板の使い⽅をご紹介させて頂きます。

エプソン販売株式会社

業務⽤⽤途としてもご利⽤いただける法⼈向けブラ
ビアのご紹介

⾼画質技術を持つ液晶テレビ「ブラビア」に⻑く、安⼼してご利⽤いただける⻑期保証と専⽤窓⼝のつい
た「法⼈向けモデル」が登場しました。 くっきりはっきり表⽰ができる4Kモニターもご⽤意しており、
会議室向けモニターとしても最適です。 また、簡単⾼画質のビデオ会議システム、ネットワークカメラ
や「VAIO」もご紹介しております。 ぜひとも弊社ブースにお⽴ち寄りください。

ソニーマーケティング株式会社

法⼈向けセキュリティ・IoTソリューションのご提案
情報漏えい対策やランサムウェア対策等、企業の情報セキュリティ強化を、PC周辺機器からご提案しま
す。 話題のIoT/M2M関連の最新商品をご紹介します。

株式会社アイ・オー・データ機器

ビジネスの現場を⽀えるOKIのLEDプリンター／複
合機

モバイル・クラウド連携ソリューションをはじめ、プリンター、複合機の業種別ソリューションをご紹介
致します。A4機の新商品が加わり、不動産／病院／⼩売店／オフィス等様々な業種別ソリューション提
案が可能になりました。また、セミナーでもご紹介する、デザイン・パッケージ業界へ続々と導⼊中のホ
ワイトトナー対応プリンターも出展致します。 是⾮、OKIデータブースへお⽴ち寄りください。

株式会社沖データ

多彩なプリントアプリ対応で、ビジネスをもっとスムー
ズに

・モバイル端末からのダイレクトプリント ・顔認証による印刷セキュリティ ＮＥＣ

周辺機器で快適モバイルライフ
クラウドストレージサービス動作確認済NASをはじめ、 デバイス複数持ちにも安⼼トライバンド無線
AP、ビジネスに強い味⽅モバイル機器を展⽰いたします。周辺機器総合メーカーならではの製品を展⽰
いたしますので、お⽴ち寄りいただければ幸いです。

株式会社バッファロー

ブラザーのモバイルワークソリューション

【各種クラウドサービスにPCレスで直接スキャン&プリントができる複合機にて作業効率アップ】、【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】、【メールで招待
できる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
ご紹介致します。

ブラザー販売株式会社


