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■ 地下鉄東山線　栄駅　　　徒歩 約 7 分
■ 地下鉄名城線　栄駅　　　徒歩 約 7 分
■ 地下鉄名城線　矢場町駅　徒歩 約 5 分

最新のモバイルデバイス、クラウド、IoT、セキュリティ
の商談に役立つ商材を展示やセミナーでご体感いた
だける場をご提供いたします。

最新のモバイルデバイス、クラウド、IoT、セキュリティ
の商談に役立つ商材を展示やセミナーでご体感いた
だける場をご提供いたします。

10:00～17:30

ナディアパーク3階 デザインホール
〒460-0008 名古屋市中区栄 3-18-1 ナディアパーク
 デザインセンタービル 3階

参加料無料 入退場自由参 加 料 無 料 入 退 場 自 由

会  場

交 通

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。

名古屋第1支店　TEL 052-202-6371
名古屋第2支店　TEL 052-202-6372
名古屋第3支店　TEL 052-202-6378

刈谷支店 TEL 0566-23-1131
四日市支店 TEL 059-352-0448
岐阜支店 TEL 058-265-5418
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https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev09/ict_expo2016_nagoya.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 2016 in 名古屋」からお申しこみください。

セ ミ ナ ー
会場・時間 タイトル・概要 講　師

セミナールーム③

11:00～12:00

IoT時代の到来による取り巻く環境の変化について
IoTを利用して生まれる新しいビジネスは経営戦略的に、従来とはまるで違った様々な業態として登場します。これまでバズワードの
域を出なかったこの言葉も、実現に向けた議論が盛り上がりつつあります。このセッションでは、インテルのIoTに対する戦略と取り
組み、また、ゲストスピーカーをお招きしながら、ビジネスチャンスにつなげる幾つかの事例を紹介いたします。

インテル株式会社
セールス・チャネル事業本部
執行役員本部長
井田 晶也 氏

セミナールーム③

13:00～14:00
ドローンはビジネスになるのか? ドローンビジネスの可能性を探る
昨年12月に施行された改正航空法以降、ドローンのビジネス活用が進んできています。現在のドローンのビジネス状況をお話する
とともに、その実現のために必要な技術フレームワークを理解していただきながら、最新のドローン技術も解説いたします。

ドローン・ジャパン株式会社
取締役会長
セキュアドローン協議会 会長
春原 久徳 氏

セミナールーム②

14:15～15:00

［ランサムウエア対策］最新の脅威とは? ランサムや標的型、防御方法をお教えします!
昨今、標的型攻撃やランサムウェア（身代金要求型ウイルス）が流行し、業種を問わず被害をもたらしています。このセミナーでは
最新の脅威やその対策方法をお教え致します。その他、管理サーバ不要のTrend Micro Security as a Service（TMSaaS）
製品や、6つの機能を内包したAll in oneサーバ対策製品Deep Security、内部の脅威を可視化し標的型攻撃から守るDeep 
Discovery Family等、弊社の最新ソリューションをご紹介いたします。

トレンドマイクロ株式会社
事業戦略推進部
Channel Account Manager
串田 光秀 氏

セミナールーム②

15:15～16:00
[ランサムウエア対策]ランサムウェアに屈しない! バックアップで行う先回り対策
ランサムウェアは、セキュリティ対策だけで完全に閉め出すことはできません。感染も想定した“バックアップ対策”を行うことが重要
です。ランサムウェアに対抗できるバックアップと、実際の復旧作業を徹底解説。運用・設計のポイントをご紹介します。

arcserve Japan 合同会社
ソリューション統括部
統括部長
今井 敏博 氏

セミナールーム③

15:30～16:20

日本発ブランド「Cisco Start」！
より身近になった、シスコの中小企業向けソリューション Cisco Start シリーズのご紹介
2016年9月28日にシスコシステムズ合同会社にて「CiscoStart phase3」としてプレス発表されれた新製品レイヤ2スイッチ

「Cisco Catalyst 2960Lシリーズ」、小規模向けエントリーモデルの無線LANアクセスポイント「Cisco Wireless Access 
Point（WAP）シリーズ」を中心に話題の新商材、ソリューション、Cisco Start シリーズ製品の目指すマーケット、コンセプト並び
に実現する製品のご紹介をさせていただきます。

シスコシステムズ合同会社  
エンタープライズネットワーク事業
法人ビジネス開発担当ビジネス
デベロップメント マネージャ
渡邊 靖博 氏

セミナールーム②

16:15～17:00

[ランサムウエア対策]標的型攻撃対策のご紹介
標的型サイバー攻撃対策には、これまでのセキュリティ製品に採用されている防御手段だけでは対応できません。
世界中で選ばれているFireEye(ファイア・アイ)は、未知の脅威をリアルタイムに検知・防御することができる新しいセキュリティソ
リューションです。

ファイア・アイ株式会社
パートナー営業本部
担当部長
和田 直大 氏



出展内容

会社名 / 取引先 タイトル 出展概要
代表的なターゲットユーザー

製造業 建築業 医療 自治体 文教

モバイル・クラウド

アクロニスジャパン株式会社 アクロニス
モバイル&クラウド ソリューション

ユーザーが簡単ですぐに導入でき、さまざまなデバイス経由で企業のファイ
ルサーバーに存在する重要なビジネスコンテンツにセキュアにアクセス、同
期し、社内や社外と安全にファイル共有を実現するモバイルファイル共有ソ
リューションと、ランサムウェア対策向けのアクロニスの高速イメージバック
アップソリューションをご紹介いたします。

アドビシステムズ株式会社 AcrobatDC&CreativeCloudご紹介 進化を続けるAdobeCreativeCloud&AcrobatDCをご紹介いたします。

株式会社アール・アイ 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のShadow 
Desktop。テレワークの促進や、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。トータルソリューションを実現します!

サイボウズ株式会社 業務改善クラウドサービス
サイボウズ kintone

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。

ZTEジャパン株式会社 ZTEの最新SIMフリースマートフォン 高性能と高品質、コストパフォーマンスを備えたZTEの最新SIMフリースマー
トフォンを展示。さらに最新モバイルルーターも展示いたします。

テックウインド株式会社 「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。省スペースでシンプル
なPCをお探しのお客様や事業展開にtabletなどをお探しのお客様は是非ご
来場頂き、実機をご覧ください!!

日本マイクロソフト株式会社 マイクロソフトクラウド＆モバイル製品の
ご提案

Office365を活用した最新の業種別提案コンテンツのご紹介とSurfaceや
Windows10 Mobile製品を展示します。お客様に「刺さる」様々な提案のヒ
ントやアイディアを皆様にお届けします。

株式会社日本HP 日本HPがご紹介する最新テクノロジー

9月5日に販売開始した、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
ルを変革する製品となります。豊富な周辺機器で広がる無限大の可能性を体
感してください!その他、ビジネスタブレットとして高機能をもつ3 in 1タブ
レット「HP Elite x2 1012 G1」や教育用タブレット、1キロを切る超薄型ノー
トPC、頑丈かつ超軽量の複合機プリンター等、最先端の豊富なラインアップ
でお待ちしております。

日本エイサー株式会社 モバイルクラウドデバイス

①デスクトップ並みのＣＰＵ搭載！ファンを使わない画期的なAcer独自の
LiquidLoop 冷却システムの採用により、超静音で熱くなりにくいタブレット
のご提案。②全米シェアNo.1のAcer Chromebook。日本国内でも多くの
導入事例がございます。それらの事例とChromeデバイスによるシンクライ
アント、クラウド運用のご提案をさせて頂きます。③有線接続による話題の
Continuumに対応した最新・最強 Windows Phoneを実際に外部モニター
にスマホ画面を映し出し、PCのように使えるところを体験してください。

華為技術日本株式会社（Huawei） 日本のPC市場新規参入話題の
タブレットPC紹介

話題のWindows 2in1 PC、高いコスパのAndroid Tablet、最新Smart 
Phone・Wearable・Mobile Wi-Fi Routerなどご紹介いたします。

VAIO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 理 想と現 実 → 課 題と解 決 方 法。
Windows10 Mobileの 導 入メリットとVAIO Phone Bizを 選 ぶ 理 由。
Windows10のモバイル活用 VAIO S11と言う選択肢。

プラスワン･マーケティング
株式会社 日本にもう一つの携帯会社

FREETELブランドでスマートフォンなど携帯電話機器の製造・販売、MVNO
（SIMカードによる通信事業者）、モバイルアプリケーションの制作・販売を
自社で展開する日本企業です。端末、通信、アプリ事業での三位一体の事業
モデルに於いて、　パートナー様と様々な形でアライアンスを組む事が可能な
特色を持った企業です。

ダイワボウ情報システム株式会社
（モバイル・クラウド） DiS mobileのご紹介

DIS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。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をご提案させ
ていただきます。

セキュリティ

arcserve Japan 合同会社
ランサムウェア感染後の復旧方法こそが
最重要課題です!バックアップ専用アプラ
イアンス 「Arcserve UDP 7300」　

イメージバックアップのArcserve UDPはサーバやパソコンのディスクを丸ご
とバックアップし、ファイル単位や丸ごと復旧が可能です。ランサムウェア感
染後でも複数世代のバックアップデータから復旧したり、災害対策のために遠
隔地へバックアップデータを転送が可能。新製品のアプライアンスは、バック
アップソフト（UDP）がライセンスフリーで利用できます。

株式会社R.O.D 使いやすさの最上級NVR「VioStor」

昨今急速にネットワークカメラが注目をされています。 RODでは録画機の
「VioStor」をご紹介いたします。RODは2003年に大阪で設立され、世界
初のNASベースNVR「VioStor」を開発し市場に投入。現在は全国各地でネッ
トワークカメラを利用したシステム構築をサポートしております。NVR市場に
新たな風を吹き込んだパイオニア的存在です。

株式会社アイ・オー・データ機器 ランサムウェア対策
フリースタイルスタンド

最近よく耳にする身代金要求型の不正プログラム「ランサムウェア」。アイオー
はランサムウェア対策としてNASの履歴差分バックアップを提案します。履歴
差分バックアップは万一、サーバーやNASが感染してしまった場合でも一つ
前のデータより復旧可能。その設定と復旧手順と実際にデモにてご紹介いた
します。

アクシスコミュニケーションズ
株式会社

Axisネットワークカメラによる敷地周辺の
監視と建物出入り口ロック制御の連動

AxisネットワークカメラとAXIS Camera Stationを活用し、建物・敷地周辺
の映像監視とドア施・解錠を同じシステムで実現します。出展予定商品:AXIS 
Camera Station、Axis PTZカメラ、Axisサーマルカメラ、Axisドアステー
ション

株式会社網屋 サーバアクセスログ管理
ALog ConVerter

重要データが保管されたサーバに対しての社員のアクセスログをエージェント
レスで取得します。監査レポート自動生成機能や不正アクセスへのアラート通
知機能も標準搭載。国内で2600社以上の導入実績があるサーバログのデ
ファクトスタンダード製品をご紹介いたします。

株式会社インターコム Win&MacのPC管理は
「MaLion」にお任せ!

情報漏洩対策+IT資産管理ソフト「MaLion5」WindowsとMACの両PCを
まとめて管理可能、最小5台から運用可能。FAXソリューションソフト製造業
様のFAXによる注文書の手間を削減、FAX送信を完全自動化。当社ブース
にてデモ機をご用意しております。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。



※出展社、出展内容は変更される場合があります。

エフセキュア株式会社 サンドボックス搭載標的型攻撃対策
年間2億種類を超える新種ウイルスがきっかけとなり、情報流出につながる
事件が頻発しています。こうした未知ウイルスに強いサンドボックス搭載を低
コストで実現したセキュリティ対策製品のご紹介いたします。

株式会社カスペルスキー 世界最高峰の
セキュリティ脆弱性対策強化で弱点克服

世界最高レベルの検知力を誇るカスペルスキーでは、昨今猛威を振るうラン
サムウェア等を含め新種のマルウェアに対し高い防御力を提供します。また脆
弱性の把握、修正を行い企業の弱点克服にもお役立て頂けます。

キヤノンITソリューションズ
株式会社

セキュリティ対策ソフトESETシリーズの
ご紹介

高度化・巧妙化するサイバー攻撃に対し、どのように身を守ればいいのか?
そんな課題に提案するのが【ESETソフトウェアシリーズ】です。本ブースでは、
多層防御機能を搭載したウイルス対策ソフト「ESET」と、データ暗号化による
出口対策を実現した「DESlock」を中心に、多面的なセキュリティ対策の事例
を交えてご紹介いたします。

Sky株式会社 資産管理・情報漏えい対策
SKYSEA Client View

資産管理・情報漏えい対策PKG　SKYSEA Client View 製品デモ展示と、
各種お客様ご要望毎のご提案をさせて頂きます。

ソフォス株式会社 セキュアネットワークを１台でシンプルに
ご提供

Sophos XG Firewallは出入口対策に加えて、ソフォスのエンドポイントセキュ
リティや暗号化、MDM等の様々な製品との機能連携いたします。同一の管
理コンソールで一元管理をできる他、製品同士が連携し“オートメーションセ
キュリティ”をご提供。ユーザーはセキュリティを意識しなくても安全な環境で
業務に取り組むことが可能になります。

株式会社ソリトンシステムズ 企業無線LANの必需品!
不正接続をシャットアウト

企業無線LANに求められる安全性と運用性。それらをシンプルに実現する
NetAttest EPS/D3をご紹介します。同製品は、MACアドレスやパスワー
ド、電子証明書による認証までを1台でカバー。導入・運用が容易な、実績
No.1の国産製品です。

THK株式会社 地震から財産及び製造装置を守る
免震のご提案

THKブースでは地震対策の免震システムを出展致します。データセンターや
サーバールームなどフロア全体からサーバーラック・IP電話交換機・無線等
の情報機器関係、三次元測定機や半導体製造装置等の製造設備や人工透析
機等の医療機器関係など、お客様の様々なニーズに応じた免震システムをご
紹介させて頂きます。

デジタルアーツ株式会社 デジタルアーツm-FILTER FinalCode デジタルアーツは社内外いずれからの脅威も対策可能です。 FinalCodeは
新価格ラインの設定により導入がしやすくなりました。

トレンドマイクロ株式会社 最新クラウド型セキュリティのご紹介

ランサムウェアや標的型攻撃など巧妙化する脅威に対し、トレンドマイクロは管
理サーバ不要のクラウド型セキュリティでお客様を守ります。その他、6つの機
能を内包したAll in oneサーバ対策製品Deep Securityや、内部の脅威を可
視化し標的型攻撃から守るDeep Discovery Family等、最新ソリューションを
多数展示致します。出展製品:DS/DSaaS、VBBSS、HES/CAS、DD Family

日本電気株式会社 世界一の顔認証でセキュリティ/CS強化

「顔認証サーバ」にて既存監視カメラに顔認証をアドオンする事で、防
犯・VIP・入退場に効果的な顔認証サーバ実機デモをご紹介。また、ロ
グイン時の顔認証活用で、重要情報へのセキュアなアクセスを実現する
eoFaceMoniter搭載PCをご紹介いたします。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）

丸紅情報システムズ株式会社 ネットワークセキュリティ
タブレットセキュリティ

ネットワークセキュリティ総合ソリューションのご紹介。 Windows PC・タブレッ
トの盗難紛失対策/持出し対策ソリューションのご紹介いたします。

Dahua Technology Co., Ltd. 世界トップクラスの
セキュリティカメラメーカ

世界140か国へ展開し、世界シェア15％をもつセキュリティカメラと監視用
レコーダーの専業メーカです。エントリークラスからハイエンドクラスまで豊
富なラインナップで御社のニーズにお応えします。

明京電機株式会社 遠隔電源制御装置【リブーター】のご紹介
【IT機器のフリーズ対策】死活監視&自動電源リブート!【遠隔電源制御】ネット
ワーク経由で電源制御!PCやサーバーの起動/終了も可能!【自動スケジュー
ル運転】週間/年間スケジュール機能!

株式会社ラネクシー ピンポイントセキュリティ
おすすめソフトウェア!

オフライン端末や特定個人情報を扱う限定された小規模環境のPC操作ログ
管理に最適な「MylogStar Desktop」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」、ウイルス/マルウェアの検出率を大幅に向上
させる「Foagura Scan System」ご紹介いたします。

次世代テクノロジー

インテル株式会社 最新のテクノロジーの紹介 ビジネスですぐに役立つソリューションを最新の2in1、NUC、Compute 
Stickなどを使用しながら、紹介をさせて貰います。

株式会社コンテック M2Mコントローラボックスコンピュータ

40年以上にわたりPCベースの電子計測・FA制御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」。多種多様なセンサー
やフィールドに対応したIoTデバイスからデータの見える化を実現!更に、上
位PCとして「Windows 10 IoT」に対応した高信頼性のファンレスPCもご用
意しております。

DJI JAPAN株式会社 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、誰でも簡単に高画質な空
撮映像の撮影を実現します。 空撮、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。

株式会社DMM.com 高機能スマートロボットで
オフィス・店舗に改革を!

今やビジネスの様々な場所で活躍しているロボット。今後人口構造の変化に
伴い、より省力化・効率化が求められ、ロボットのニーズはさらに広がること
が予想されます。当ブースではPalmiビジネスサポートモデルを中心とした
ロボットのオフィスやリアル店舗での活用事例や今後展開予定のソリューショ
ンをご紹介させて頂きます。

東芝クライアントソリューション
株式会社 東芝最新PC＆IOTソリューション

東芝最新PC・サイネージソリューションのご紹介。最新のIOT商品からは、
3G回線搭載ドライブレコーダを活用した、安全運転ソリューションや高齢者
やご家族向けのご自宅のテレビを利用してお買い物ができるテレビめーむの
ご紹介いたします。

トーテックアメニティ株式会社 見守りライフ
見守りライフは、ベッドセンサーによりベッド上の状態通知（動き出し・起き上
がり・端座位等）とバイタル情報が取得できます。転倒前の早期介助や健康
維持・介護予防に活かせます。

株式会社パトライト パトライトのIoTソリューション
AirGRID『WDシリーズ』は、パトライト製信号灯に取り付けるだけで、機器
情報が無線で転送されるシステムです。 課題解決に最適な’ものづくり支援
ソリューション’をご提案します。

パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

日本の現場を革新する
パナソニックのパソコン!

パナソニックのレッツノートは、1996年の誕生以来、一貫して国内生産に徹
しており、日本品質にこだわり続けております。部品ひとつひとつにまで徹底
的にこだわって、常に「軽量」、「長時間」、「頑丈」を実現し続けるレッツノート、
これからもお客様の声とともにビジネスモバイルのさらなる進化を追求し続け
るレッツノートにご期待下さい。また、様々な業種、業界の現場の課題を追
求し、過酷は現場業務に「頑丈さ」で革新するタフブック・タフパット。オンリー
ワンを追求するパナソニックにご期待下さい。

富士通株式会社 / 
株式会社富士通パーソナルズ

ウェアラブルセンサーで
ドライバーの安全運転支援

バス、トラック、タクシー、営業車など様々な業種、環境の中で、誰にでも
利用可能な眠気検知センサー。

ぷらっとホーム株式会社 IoTで広がる次世代ソリューション
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。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。



※出展社、出展内容は変更される場合があります。

プラットフォーム

ヴイエムウェア株式会社 もっとモバイル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。

SCSK株式会社 LAN見える化提案とUTMのご紹介
ヤマハ無線WANルーター新登場!SIMカードを差せば設置場所を選ばず利
用可能。ネットワーク内の構成を一覧表示・管理出来るLANマップ機能も実
装し、当日はデモコーナー有!セキュリティなら1台でお任せのFortiGateも
紹介!

エレコム株式会社 豊富な導入事例をご用意
進化するエレコム

エレコムでは、①バッテリーレス②有線/無線LAN③スケジュール電源管理
機能の3点を実装し、ドラッグストアや医療現場でのベッドサイド端末等様々
な利用シーンで実績のある『Android端末』を展示しております。 又、工場
などで利用可能な堅牢タブレット・タッチパネルPCなども展示しております。 
どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。 

シスコシステムズ合同会社
Cisco Startシリーズの製品の
ラインナップと
Ciscoラックマウントサーバーのご紹介

Cisco Startシリーズは、100名規模以下の企業向け製品としてルーター・
スイッチ・ワイヤレス・セキュリティ製品をご提供しております。併せて低
TCOで注目されているCisco UCSも展示いたします。

シュナイダーエレクトリック
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!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!!

ジュニパーネットワークス株式会社 標的型攻撃にも対応する
最新セキュリティ

日々進化するサイバー攻撃、いまや企業は業種や規模にかかわらず高度なセ
キュリティがネットワークに求められます。ネットスクリーンの後継機SRXシリー
ズは、性能・機能で既存製品を凌駕するインテリジェントファイアウォールで
す。高性能で低価格なスイッチ製品EXシリーズと組み合わせればシンプルで
セキュアなネットワークが実現できます。

デル株式会社 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や、
サーバーやストレージ、クライアント、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。

日本ヒューレット・パッカード
株式会社 最新インフラのご紹介 仮想環境に最適な最新インフラをご紹介します

ネットアップ株式会社 オンプレからハイブリッドクラウドまで貴
重なデータを活かすNetAppストレージ!

モバイル・クラウド時代のストレージベンダーとして業界をリードするネットアッ
プが提供する、世界シェア No.1 ストレージOS「Netapp Data ONTAP」を
ご紹介いたします。新商品の情報も！？

株式会社バッファロー BUFFALOのソリューション 監視カメラシステムをはじめ、新製品が続々登場!周辺機器総合メーカーなら
ではの製品ををご紹介させていただきます

株式会社フォースメディア NASの決め手は
高性能、高信頼のQNAP

QNAPは大容量で高速なアクセスを実現 したネットワークストレージです。 
また多彩な機能も豊富。本ブースでは容量拡張や クラウド連携、監視カメラ
録画などもご紹介します。

富士電機株式会社 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」・高効率性UPS「EX100シリーズ」等 富士電機の電源ソ
リューション技術を集結した製品をご紹介、ご提案いたします。

レノボ・ジャパン株式会社 ワークスタイル変革
ハイパーコンバージド

在宅勤務やモバイルワーク、急増する訪日外国人旅行者に対応するモバイル
POSに向けた多様なスマートデバイス&次世代ITインフラとの組合せによる
ソリューションをご紹介いたします。

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） Appleソリューション

iOSデバイスを自動的にMDMサービス管理下に配置できるDEPプログラム
をはじめ、教育機関向けのiOS新機能 クラスルームなどを実際にご覧頂きご
案内します。

映像・コンテンツ

株式会社EIZO 液晶モニターでできる
業務効率改善のご提案

省エネ性能に優れ、疲れ目対策機能を搭載したEIZO FlexScanシリーズの
最新モデルと、使いやすさを向上させるソフトウェアをご紹介します。

セイコーエプソン株式会社 さまざまなお客様に最適な
プリンティングのご提案

エプソンのインクジェットテクノロジーにより、様々な業種のお客様に最適な
プリンティング環境、及びコストダウンのご提案をさせて頂きます。

株式会社沖データ 新商品・新サービスで実現MFPの
新しい提案

プリンタ感覚で販売できる低価格の多機能プリンタやご販売パートナー様の
メリットをさらに強化した新サービスCOREFIDO3Sで実現するOKIデータの
新たな提案をご紹介いたします。

ソニーマーケティング株式会社 BRAVIAを活用したサイネージのご提案

BRAVIAで実現できるさまざまなサイネージ、簡単高画質のビデオ会議シス
テム、ネットワークカメラ、デジタルペーパー、VAIOをご紹介。”高画質技術
"を持つ液晶テレビ ブラビアに「法人向けモデル」が登場。サイネージやホテ
ル客室用テレビなど使用用途にあわせてお客様が求めるソリューションを提案・
提供いたします。また、温泉地に向けた硫化対策モデルもご用意しています。

タッチパネル・システムズ株式会社 ラインナップ豊富!!
業務用タッチパネル専門

超音波・抵抗膜・静電容量・赤外線といった豊富なタッチパネル方式と、7イ
ンチ&#12316;70インチまでの幅広いラインナップで、製造業・医療・公共・
小売・インフラ分野で御社のビジネスをサポートします。

Philips
（MMD Singapore Pte Ltd）

次世代インタフェース搭載
ディスプレイをご紹介

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を展
示。または人気4K対応モデルをご紹介いたします。

ブラザー販売株式会社 ビジネスに活力を!
ブラザーソリューション!

コンパクトなラベル・モバイルプリンターを中心に展示します。 「ブラザーっ
てこんな製品もあったんだ!」 こんな言葉を言って頂けるようなブースです。 
ブラザーソリューションで、ご提案の幅がグッと拡がります。

株式会社マウスコンピューター イマジネーションを、彩り豊かな現実へ。
オフィス用事務端末から、「4K動画編集」「CAD」等プロ用ワークステーション
まで、利用目的・ご予算に合わせ自由にカスタマイズが可能。弊社iiyama
モニタと共に、全ての仕事の現場に対応できます。

生産性向上

ピー・シー・エー株式会社 基幹業務クラウド『PCAクラウド』

【PCAクラウド】サーバー管理不要で基幹業務ソフトをお手軽LAN/WAN運
用!自社にサーバーを置かず、PCAが契約する大手データセンターにインター
ネット経由で接続するだけでPCAソフトを簡単にかつ安全にLAN/WAN運用。
複数拠点でPCAソフトの同時使用が簡単に実現します。その他、『PCAクラ
ウド』において、他のクラウドサービスとのシームレスな連携を実現する『PCA
クラウド Web-API』もご紹介致します。

ディーアイエスサービス&サポート
株式会社 DISサービス&サポート 延長保証 新サービス、大判プリンタ搬入設置、ネットワークカメラシステム

導入支援、各種キッティング

ディーアイエスソリューション
株式会社

シェアNo1ワークフロー
X-point、AgileWorks

汎用ワークフローの決定版!「X-point」「AgileWorks」のご紹介、デモンスト
レーションを行います。フォーム作成、様々な承認フローへの対応等、様々
な業務をワークフローで効率化できます。

教育

ダイワボウ情報システム株式会社
（文教ソリューション） DIS文教ソリューション

黒板ぜんぶに投影できる!リモコンで左右にスライド可能!プロジェクタ【ワイー
ド】と、従来の板書の授業を活かしながらデジタルを使って学校の授業をより
良くするための黒板用アプリ【kocri】を出展いたします。


