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会  場

最新のモバイルクラウド、IoT、セキュリティのテーマに、商談に役立つ幅広い商材を65社、82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関連製品まで。また最新の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。

マルウェアやウイルス、ランサムウェア等の脅威に対してセキュリティ製品も
複雑化しております。展示とあわせてセミナーも実施いたしますので、ぜひ
各社の最新テクノロジーをご確認ください。また、ネットワークカメラが創る
映像セキュリティも展示。敷地周辺の監視や入退室管理にお役立てください。

最新のセキュリティ
ソリューションをご紹介

クレジットカードサイズのPCやM2Mコントローラやゲートウエイ
製品を展示します。また、生産性向上や品質向上につながる IoT
利活用のソリューションをご紹介します。

次世代テクノロジー
（ I o T）

組織全体として業績を上げながら生産性向上や労働時間削減を目指す
「働き方改革」を継続的に推進するためには、ICTの利活用が不可欠です。
現場ごとに異なる課題を解決しつつ、企業競争力の向上と柔軟なワー
クスタイルの実現を両立する、様々なソリューションをご紹介します。

様々な視点から
「働き方改革」にアプローチ

IT業界の動向やトレンドをご紹介するほか、セキュリティやデジ
タルトランスフォーメーションなど、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。

IT業界の今から未来まで
講演・セミナーで解説します

ICT EXPO 見どころ !

出展メーカー数65社（50音順） 全82ブース
株式会社R.O.D／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／NEC（日本電気株式会社）／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／QNAP/Newline/Blancco（株式会社フォースメディア）／株式会社コンテック／サイボ
ウズ株式会社／ジェイズ・コミュニケーション株式会社／シスコシステムズ合同会社／シャープマーケティングジャパン株式会社／ジャパンメディアシステム株式会社／シュナイダーエレクトリッ
ク株式会社／ジュニパーネットワークス株式会社／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／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／DJI（キヤノンマーケティングジャパン株式会社）／株式会社ディー・ディー・エス／デジタルアーツ株式会社／テックウインド株式会社／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／株式会社日本HP／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／ネットアップ株式会社／株式会
社ネットジャパン／株式会社バッファロー／株式会社パトライト／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／バルコ株式会社／ピー・シー・エー株式会社／PHILIPS／株式会社富
士通パーソナルズ／富士電機株式会社／ブラザー販売株式会社／ぷらっとホーム株式会社／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／レッドハット株式会社／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
／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。

in 名古屋in 名古屋
20172017



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 名古屋」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。

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
岐阜支店 TEL 058-265-5418
四日市支店 TEL 059-352-0448

▶ 名古屋駅から
 ミッドランドスクエア方面 徒歩5分
 ユニモール地下街5番出口 徒歩2分
▶ 名古屋高速都心環状線 錦橋出口より約6分
▶ 駐車場完備（250円/30分、123台収容可能）

愛知県産業労働センター
ウインクあいち
7階 展示場
〒450-0002  名古屋市中村区名駅4丁目4-38

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

太閤通り名
駅
通
り

ミッドランド
スクエア

JR
タカシマヤ名

古
屋
駅

地下
鉄桜

通線

国際センタ
ー駅

愛知県産業労働センター

ウインクあいち

※受付開始は 15分前からとなります。セミナー
講　　師 内　　容

特別講演
セミナー会場A

（11階 1101会議室）

10:30～ 11:30
（60分）定員 100名

谷畑  良胤  氏
株式会社BCN
週刊BCN 編集委員

デジタルテクノロジーが ITビジネスを変える
～システム販売会社が目指す未来とは～
AI、IoT、FinTechなど、イノベーションアクセラレータ（革新を促す技術）が、システム販売会社のビジネスに
深く関わるようになってきた。従前のC/Sビジネスとなにが異なり、なにを変えるべきで、いまからなにに取
り組むべきなのか。バズワードのように沸いて出てくるテクノロジーを解説するとともに、メディアの目線で
見た今後のシステム販売会社の ITビジネスを考察します。

ランチセッション
セミナー会場B

（11階 1108会議室）

12:00～ 13:00
（60分）定員50名

鈴木  敏通氏

ソフォス株式会社
戦略営業本部 本部長 

AIが変革するこれからの情報セキュリティ
SOPHOSからの提案と今後の方向性
主に大企業が標的と考えられていたサイバー攻撃による ITリスクは、身代金要求型ウイルスと言われるラン
サムウェアを筆頭に昨今では企業規模を問わず被害が拡大しています。さらには、働き方改革や IoTの普及
による機器の多様化、またマイナンバーの展開に伴う個人データの取り扱いなど企業に求められるセキュリ
ティ対策は複雑化が進んでおり、システムの導入、維持に伴う負担の増加が課題となっています。 自動化も
含めたより高度なセキュリティ環境の構築を実現するための取り組みとして、SOPHOSではAIなど最先端技
術の製品への取り込みを進めております。機械学習やディープラーニングなどの技術が今後どう ITセキュリ
ティの向上に活用されていくか、SOPHOSの製品戦略と合わせてご説明します。（軽食をご用意しております。）

特別講演
セミナー会場A

（11階 1101会議室）

13:30～ 14:30
（60分）定員 100名

阪上  吉宏  氏
グーグル・クラウド・ジャパン
合同会社
Google for Education

世界を変える 革新的な Google のソリューション
先生と生徒のための Google クラウドサービス 「G Suite for Education」（無償） や学校向けの端末 
「Chromebook」 を利用してどのように学校が生まれ変わるのか。Google が考える 21 世紀型スキルや世界の
成功事例をもとにご紹介いたします。

セッション
セミナー会場B

（11階 1108会議室）

14:45～ 15:45
（60分）定員50名

馬場  健太郎氏

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
パートナー営業本部
本部長

モダンデータセンタを実現するDellEMCのHCI戦略
企業 ITがビジネスを支えるデジタルトランスフォーメーションがより重要になってきている中、ハイパーコ
ンバージド（HCI）やシステムの自動化による IT基盤の近代化は、競争力強化の次のステップです。HCIから
シンクライアント、NW仮想化まで包括的なソリューションを提供するDell EMCの強みと適用シーンをわ
かりやすくご紹介いたします。

セッション
セミナー会場A

（11階 1101会議室）

16:15～ 17:15
（60分）定員 100名

大久保  修一氏

トレンドマイクロ株式会社
業種営業推進グループ
シニアマネージャー

スマートファクトリーを見据えた工場セキュリティ対策について
生産性向上を目的に工場現場で IoT技術の導入が進む一方で、制御システムを対象としたサイバーインシデン
トが増加しています。WannaCryの被害報道以降、製造業の多くが経営者層の指示により工場セキュリティ
対策を加速しています。本セミナーでは、脅威動向や対策技術だけではなく中部エリアにおける動向や実際
に情報システム部門と生産技術部門が手を組んでこの課題に取り組んだベストプラクティスについてご紹介
をいたします。

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev09/ict_expo2017_nagoya.html

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev09/ict_expo2017_nagoya.html
http://www.winc-aichi.jp/access/
http://www.pc-daiwabo.co.jp/office/chubu.html#pref_aichi
http://www.pc-daiwabo.co.jp/privacy.html


次世代テクノロジー

最新 PCとソリューションの紹介

当社のブースで紹介させて頂く製品は近日中に販売開始予定の「Compute Card」をはじめ、様々
なフォームファクターの製品となります。「Compute Card」は名刺サイズの小型パソコンで、
今後教育関連などの分野のみならず、サイネージを含めた機器での活用が期待されております。
その他のノートパソコンでも、視線追跡機能を有した製品やのぞき見防止の新技術を搭載した
パソコンなどを紹介させて頂く予定です。

インテル株式会社

NEC の顔認証ソリューション 世界最高レベルの認識精度を誇る NECの顔認証システムを紹介させていただきます。 NEC（日本電気株式会社）

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の
現場で活躍中です。導入事例を中心に、業種ごとの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！

株式会社沖データ

コンテックが提案するM2M/IoT ソリューション

■ M2M/IoTソリューション CONPROSYS 1台からの産業 IoT。デバイス一つでセンサ・PLCのデー
タをクラウド・OPC-UAに連携可能。 ■ 計測制御・通信デバイス関連製品 元来からの拡張ボー
ドはもちろん、お手軽なサンプリングに USB ユニットもどんどん拡充中。 ■ 産業用パソコン
関連製品 Windows10対応機種もご用意。長期安定供給のコンパクト PC ならご相談ください。 
■ ネットワーク・無線 LAN 関連製品 産業組み込みから文教・公的拠点まで。グローバル対応
アクセスポイント。

株式会社コンテック

世界シェア No.1 DJI 社製ドローン

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）

東芝クライアントソリューション株式会社展示 出展内容調整中 Web サイトでご確認ください 東芝クライアントソリューション株式会社

不必要な残業を抑止して業務効率アップ ! 
いきいきと働ける職場環境を実現しませんか。

●「IDリンクマネージャー」導入により、出退勤の打刻操作と連動させて、サービス残業の抑
止が可能 !PC 利用時間と業務内容を” 見える化” し、不必要な長時間残業も抑止できます。  
●働く場所を選ばない、圧倒的な軽さで多彩なセキュリティ機能を搭載した超軽量モバイル PC 
「LIFEBOOK U937/R」

株式会社富士通パーソナルズ

屋外設置に最適 !高速無線 LANアクセスポイント
「QX-C300 シリーズ」

防災施設や屋外施設での広域無線 LAN ネットワークは、ニーズは高いものの設計や導入コス
トなどハードルが高いイメージがあります。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、有線工事が困難な場所や短期的稼働が必要な環境に高品質な無線通信
環境を提供。導入ハードルを下げる方法をご紹介します。

菱洋エレクトロ株式会社

モバイル・クラウド

これだけは知っておきたい !
「Adobe Creative Cloud」

「Photoshop」や「Illustrator」を始めとするデスクトップアプリや、多彩なモバイルアプリとク
ラウドならではの機能とサービスを統合したトータル制作環境をご利用いただける、「Adobe 
Creaitve Cloud」をご紹介いたします。

アドビシステムズ株式会社

ヴイエムウェア株式会社展示 出展内容調整中 Webサイトでご確認ください。 ヴイエムウェア株式会社

Future of Making Things「AutoCAD」から始ま
る創造の未来

ICTの進化にともない、お客様の設計業務は大きく変化しています。オートデスクはクラウドや
モバイル、3Dプリント、点群データの活用などさまざまな角度からお客様が i-Construction
や CIM、BIM、IoT を積極的に活用できるよう、取り組んでいます。お客様の創造の未来への
第一歩は、「AutoCAD」から始まります。

オートデスク株式会社

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

「LiveOn」

ワークスタイルの変化に対応できるコミュニケーションシステムです。インターネットを通じて
映像・音声のやり取りだけではなく、多彩な機能と様々なツールを組み合わせ、幅広い利用シー
ンに対応できる革新ツールです。 「オフィス空間の共有」「遠隔作業支援」「テレワーク」「BCP
対策」etc、多様化する働き方の中で、生産性 UP・ワークライフバランスに対応した、新しい
時代におけるコミュニケーションを支えるツール。

ジャパンメディアシステム株式会社

「今欲しい性能を低価格で」実現！！
コンパクトバイスソリューション

コストパフォーマンスに優れた最新モバイル、IT 機器でお客様のビジネスを強力にサポートし
ます。 Intel 社や ASUS 社等多くの海外メーカー製品の国内代理店として、20 年以上の実績を
持つ弊社が、 そのノウハウを結集してお客様のご要望にあわせた PCやタブレットをご提案。 
単なるモノの出荷だけでなく、自社国内キッティング工場での出荷前検査や OEM 出荷にもお
応えします。

テックウインド株式会社

働き方を変える、日本 HP の最新ラインアップ
世界で最も安全で管理性に優れたビジネスノート PC 「HP EliteBook x360 1030 G2」 を初め、【デ
ザイン】【セキュリティ】【コラボレーション】をコンセプトに開発された HP 製品。豊富な製品
群の中でも、厳選されたラインナップでお待ちしております。

株式会社 日本 HP

日本マイクロソフト株式会社展示 出展内容調整中 Webサイトでご確認ください。 日本マイクロソフト株式会社

日本のビジネスに求められる全てを徹底追及した
パナソニックのパソコン !

●レッツノートは、東京 2020オリンピック・パラリンピック公式パソコンに採用。お客様起点
のものづくりを実践し異なるニーズに応える多彩なモバイル・タブレット PC をご提供いたし
ます。 ●ネットワークセキュリティーシステムでは、ネットワークカメラ 13 年連続国内シェア
No.1であり、高い信頼性を得ている商品になります。 ●HD 映像コミュニケーションシステム
は 高額なMCUを別途必要とせず、本装置内蔵 MCU のみでの 24 地点は業界最多となります。

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

※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

出展概要



※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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「PCAクラウド」で生産性向上を実現する
『働き方改革』の御提案につながります !

「PCAクラウド」は、[ つながる×ひろがる ]をキーワードに、様々なクラウドサービスと連携し
大きな業務改善を実現致します。今回会場では、クラウドによる働き方改革につながった事例
を元に、今後皆様のお客様先に御提案頂く上でのヒントを多数用意してお待ちしております。
是非この機会に、つながる世界×ひろがる未来を体感しにご来場下さい。

ピー・シー・エー株式会社

クラウド & 業種別ソリューション

【クラウド】 office365 のオンラインストレージサービスOneDriveとブラザースキャナーの連携
を行います。ブラザーのタッチパネル式スキャナーであれば、PCを介さず、直接OneDriveのフォ
ルダへのデータ保存が可能です。【業種別ソリューション】 ブラザーのモバイルプリンター &ラ
ベルプリンター。【医療】【物流】【店舗】の現場での活用事例を紹介します。

ブラザー販売株式会社

多様なスマートデバイス＆
中小規模向けハイパーコンバージドで
ワークスタイル変革

今年で25周年を迎えるThinkPadや新ブランド ThinkSystem/ThinkAgileをご紹介します。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、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

シェア No.1 ワークフロー 「X-point」
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る。

ディーアイエスソリューション株式会社

Apple プログラム（VPP/DEP/ASM）＆
ソリューションのご紹介

アップルの独自プログラム（VPP/DEP/ASM）、クラウドサービスを展示します。 企業の方がもち
ろん文教の方にも日頃気になっている iOSデバイスについての相談、およびビジネス活用など
幅広くご案内いたします。

ダイワボウ情報システム株式会社
（Appleソリューション）

サブスクリプション管理ポータル
「iKAZUCHI（雷）」

「iKAZUCHI（雷）」  iKAZUCHI（雷）とは、クラウドビジネスを進める上で、月額課金や年額課
金、従量課金などの様々なクラウドサービスの提供形態に対応した販売店様向けクラウドアグ
リゲーションプラットフォームです。

ダイワボウ情報システム株式会社
（iKAZUCHI（雷））

DIS mobile（通信サービス）
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
（通信）

セキュリティ

セキュリティの一番上に、ROD を追記 R.O.D は 12 年前、世界初の NAS をベースにした NVR「VioStor」を発売しました。今回は多岐
に渡り注目をされている AI（人工知能）、VS-AIを中心に展示をいたします。 株式会社 R.O.D

ランサムウェア対策 ! NAS のバックアップは世代
管理で !

「ランサムウェア Wannacry/Wcry」による攻撃が世界中で多発しています。 被害を防ぐための
ポイントとしてアイオーは定期的なバックアップを NAS+ 外付け USB HDDで行う事で解決する
提案をします。端末のデータは NASにバックアップし、端末から直接アクセスできない USB 
HDDに履歴差分バックアップする事で世代管理が可能。仮に NAS上のファイルが暗号化され
ても世代管理から復旧可能です。

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、工場敷地周辺の監視と入退室
管理の統合ソリューション中心にご紹介します。 アクシスコミュニケーションズ株式会社

災害・DR 対策バックアップ アクロニスでは、オンプレミスへのバックアップだけではなく、自社クラウドへ直接バックアッ
プするソリューションをご用意しております。その他、独自技術を多く持っています。 アクロニス・ジャパン株式会社

「情報漏洩対策」と「リモートサポート」
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」。遠隔地の PC 画面
を手元の PC 画面で共有し、マウス操作やキーボード入力などを実現するリモートコントロール
の「LAPLINK 14」。

株式会社インターコム

LAN見える化提案と UTM のご紹介 ヤマハネットワーク製品を連携して "LAN 見える化 "のご提案と、Fortinet社のセキュリティ製
品 UTMをご紹介します。 SCSK 株式会社

未知のマルウェアも内部不正もあわせて対策
「LanScope Cat」

昨今流行しているウイルス対策ソフトでは検知できないランサムウェアなどのマルウェアを
「Protect Cat」では” AI” を活用し 99.7% 防御することが可能です。紙媒体や USB 経由での情
報漏えいなどの内部不正対策についても、「HACONEKO」で対策する事が出来ますので、内部・
外部を「LanScope Cat」で対策する事が可能です。スマートフォンの管理も「LanScope An」を
ご用意しております。

エムオーテックス株式会社

エンドポイントセキュリティ+クライアント管理
でより強固なセキュリティ対策を !

「ESET」ソフトウェアシリーズでは、ますます巧妙化・悪質化するサイバー攻撃に対抗できるセキュ
リティ環境構築のために、エンドポイントセキュリティだけではなく、クラウドでのクライアン
ト管理製品をご用意しております。安心と信頼のブランド、「ESET」ソフトウェアシリーズを是
非ご検討ください。

キヤノン IT ソリューションズ株式会社

インターネット分離専用ソリューション「SCVX」 ●国内自社開発のインターネット分離専用ソリューション ●多層防御でもセキュリティ対策は
限界、解決策はインターネット分離 ジェイズ・コミュニケーション株式会社

ジュニパーの SDSNでクラウド時代の
最適なネットワークを提供

■ 御社製品の実績が拡大している業種 業種を問わず、ご提案可能です。 設計や映像、画像等
の比較的大きなデータファイルをクラウドに移行、またはお取引先または各拠点とやりとりす
るお客様からの引き合いが増えています。 ■ 御社製品の実績が拡大している業種 業種を問わ
ず、ご提案可能です。 ■ 利用シーン クラウドサービス（O365,DropBox、BOX、AWS 等）をご
利用されている御客様、クラウドサービスを頻繁にご提案機会があるパートナー様からのお引
き合いが増えています。 

ジュニパーネットワークス株式会社

クライアント運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」

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。

Sky 株式会社

簡単・安心 ! SonicWallで
「オフィス丸ごとネットワークセキュリティ」

【SonicWall UTMで解決】■ ランサムウェアなど猛威を奮うサイバー攻撃 ■ 攻撃対象はどんど
ん広がり被害報告は拡大の一途 ■ 「社内での被害が拡大」し、?「加害者なる可能性もある」
という恐ろしい感染症
【SonicWall SMAで解決】■ 「利便性の向上」と「安全性の確保」は相反する課題 ■ モバイル
端末による外部からのアクセスを安全に実現し “働き方改革” を実現

ソニックウォール ･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

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

モバイルを活用した「テレワーク」と、
無線 LAN 提案時の「セキュリティ対策」 政府の掲げる「働き方改革」に伴い、各企業で具体的に検討され始めたテレワーク。 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
選べる多要素認証システム 「EVE MA」

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。現在 242の自治体で採用されており、愛知県内でも多数の実績あり。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、お客様の環
境に合った製品を柔軟にご提案します。

株式会社ディー・ディー・エス

標的型攻撃に対抗する、
新たなソリューションのご紹介

No.1フィルタリングソフトである「i-FILTER」が更なる進化を遂げて Ver.10として 9月にリリース！
また、誤送信対策やメール全文保存の機能を評価いただいている「m-FILTER」も標的型攻撃対
策機能を搭載した Ver.5にバージョンアップ！
初の両製品連携機能も実現した「V15」の製品紹介をさせていただきます。

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

あらゆる脅威からのシステム復帰ソリューション ランサム、災害、障害あらゆる脅威からのシステム全体を復旧可能とする、バックアップソリュー
ション。 株式会社ネットジャパン

マカフィーの提唱する
ダイナミックエンドポイント

未知の脅威やランサムウェアへの対応を強化。 今、猛威を奮っているランサムウェアが今まで
のマルウェアと異なるのは実行後重要なデータを暗号化して業務を止めてしまう点です。マカ
フィーのソリューションならランサムウェアを未然に防ぐことが可能です。

マカフィー株式会社

プラットフォーム

UPS の新しいソリューションや、仮想化を含めた
BCP 対策の UPS 新商材をご紹介

Hyper-V/VMware（vSAN）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紹介いたします。 また、デジタルサイネージや監視カメ
ラシステムなどの、従来の PCやサーバ以外での UPS の導入例を具体的にご提案いたします。

オムロン株式会社

「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」

QNAP／Newline／ Blancco
（株式会社フォースメディア）

世界でも日本でも最も選ばれている
UPS ブランド　APC!!

UPS で守るべき機器はサーバのイメージが強いですが、サーバだけではありません。IoTの進
化で、守るべき機器が急増しております。そういった機器に最適な UPS を、BCN AWARD 2017 
UPS 部門 最優秀賞受賞し UPS の進化をリードする、シュナイダーエレクトリックがご紹介しま
す。

シュナイダーエレクトリック株式会社

シスコシステムズ合同会社展示 出展内容調整中 Webサイトでご確認ください。 シスコシステムズ合同会社

高い電源品質が要求されるシステムに
最適な UPS

「Eaton 9PX」は、常に安定した電力を接続機器へ供給する常時インバータ給電方式 UPS。電
源管理ソフトウェア IPM は、仮想環境に最適なシャットダウンソフトです。VMware Readyと
Nutanix Readyを取得しています。

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

ネットアップ株式会社展示 出展内容調整中 Webサイトでご確認ください。 ネットアップ株式会社

新時代のコンピュートエクスペリエンス
最新世代の「HPE ProLiant Gen10」サーバーをはじめ、卓越したWi-Fi パフォーマンスを実現す
る「Aruba」無線アクセス・ポイントを展示します。 HPEソリューションをご説明しますので、
是非お立ち寄りください。

日本ヒューレット・パッカード株式会社

BCPをサポートする電源ソリューション 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。 富士電機株式会社

最先端のオープンソースプラットフォーム
「Red Hat Enterprise Linux」

Fortune Global 500 に選ばれる企業の 90% 以上に採用される Red Hat の製品やソリューション
をご紹介します。 レッドハット株式会社

DIS サービス &サポート

導入前のエンドユーザー様に合わせた初期設定・インストール作業から、キッティング、延長保
証（のびるクン Select、まもるクン Flat）、データリカバリー、データ消去、法人向け買取まで
幅広いサービスを展開しています。これらの ICT 製品のライフサイクルに関わるサービスをトー
タルサポートすることでお客様のビジネスを効率化します。

ディーアイエスサービス &サポート株式会社

映像・コンテンツ

EIZO モニターでオフィス・生産現場の業務改善
フレームレスデザイン・省スペース性に優れ、疲れ目対策機能が充実した PC 用モニター。「パー
ムキャンセル機能」を搭載した最新のタッチパネルモニター。ビューワーを内蔵した IPカメラ
対応セキュリティ用モニターをご紹介します。

EIZO 株式会社

情報発信で終わらない。
空間価値を高めるソリューション

●コントローラー機能内蔵ディスプレイ : ディスプレイ単体で多彩なサイネージ運用に対応。
●タッチディスプレイ :小規模スペース・テーブルサイドにフィットする 40V 型ミドルサイズ
BIGPAD

シャープマーケティングジャパン株式会社



※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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「BRAVIA」、ビデオ会議システムなど活用した
働き方改革のご提案

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。また、デジタルペーパーの実機を展示、「VAIO」新製品、高画質ビデオ会議システムも
ご紹介致します。

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」 /
バルコの医用画像表示用ディスプレイ

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。また、高画質と医師の画像観察をサポートする先進的な機能により、世界で
広く利用されているバルコの医用画像表示用ディスプレイも展示いたします。

バルコ株式会社

PHILIPS 最新液晶ディスプレイ デュアルディスプレイに最適な省スペース・省電力の最新液晶ディスプレイ PHILIPS

期待を超える、品質を実現するために
「飯山 TRUST」

当社は 1993 年の創業以来、多くのお客様に BTO（Buid to Order）を中心としたパソコンをお
届けしてきました。お客様に安心して、長く使っていただき、次の機会も選んでいただけるパソ
コンをお届けしたい。そんな思いを込めながら、長野県飯山市の自社工場で、一台一台ていね
いに手づくりしています。イベントでは高性能ワークステーションを中心としたラインナップを
導入事例と共にご紹介させていただきます。

株式会社マウスコンピューター

モリサワの「文字」と
「デジタルコンテンツ配信ツール」で
快適な情報伝達をサポート！

生活の中で当たり前に存在する「文字」。ビジネスで「文字」を扱うプロユーザから選ばれ
ているモリサワから、ついにどなたでも簡単で気軽にご使用いただけるフォントサービス
「MORISAWA BIZ+」が新登場します！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。

株式会社モリサワ

RICOH のビジュアルコミュニケーション 今までプロジェクターを活用するスペースとは考えられていなかった空間に対し、省スペースで
のコミュニケーションを実現する、新しい情報共有のスタイルをご提案いたします。 リコージャパン株式会社

業務別ソリューション

レーザープリンターの不満、
エコタンク方式で解決！

A4カラー文書 1 枚わずか約 0.9 円！圧倒的な低ランニングコストを実現する最新エコタンクプ
リンターを多数展示いたします。レーザープリンターの 3大ストレスをエコタンクが解決します。 エプソン販売株式会社

IoT・セキュリティ :ネットワークソリューションの
お手伝いさせて頂きます !

最新のネットワーク周辺機器をはじめ、デジタルサイネージ・監視カメラ・WiFiソリューション
までトータル提案させて頂きます。 エレコム株式会社

Wi-Fi のことならお任せ！
高負荷な文教用途から IoT でも
需要のある屋外整備も！

■ ICT 教育を支えるネットワークインフラに、より良い御提案が出来る最新の無線 LANアク
セスポイントのご紹介。 ■ 製造業の工場などの環境の悪い場所や、建物と離れた場所の監
視カメラ設置、などで高まる「屋外またはそれに準ずる環境での無線 LAN 利用」に耐える無
線 LANアクセスポイントのご紹介。 ■ その他、廉価なネットワークカメラシステムや新型
TeraStation など多数！

株式会社バッファロー

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！

◎生産の状況をリアルタイムで確認できたら… ◎各設備の部品の交換時期がわかれば… ◎設
備の異常を、すぐに発見できれば… ◎設備の稼働日、生産数の手書き集計がめんどうだ…
と、感じられていませんか？「WD シリーズ」で意外と簡単に解決することができるかも！

株式会社パトライト

工場の IoT化をお手伝い！
「OpenBlocks IDM アプライアンス」 

OpenBlocks IDM アプライアンスは、 工業計器・制御機器・環境計測 / 分析機器・ポンプ・バルブ・ 
油空圧機器・産業機器などの工場機器から発生する様々な IoT データを管理可能にする装置（IoT 
Data Management:IDM）です。

ぷらっとホーム株式会社

ネットワーク対応型　遠隔電源制御装置
【リブーター】

ルーターや監視カメラ、無線 AP、デジタルサイネージ等、IT 機器のフリーズによって、システ
ムに障害が発生した事はありませんか ?!リブーターが導入されていれば、現地まで駆けつける
ことなく、死活監視 & 自動電源再起動により、フリーズによるトラブルを迅速に復旧させる事
が出来ます !フリーズ対策に【リブーター】をご活用下さい !

明京電機株式会社

繋ぐ音、創る音、防ぐ音を
ヤマハの技術がお届けします

■ 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、CS700」  ■ タブレットで直観的に「歌
づくり」ができるデジタル教材「ボーかロイド教育版」  ■ 会話のプライバシーを守る「VSP-1」

ヤマハ株式会社

教育

プリンストン教育向けプロダクツ

■ 遠隔授業や共同研究など教室間を結ぶポリコム TV 会議システム。 ■ HDD の容量・形式を
問わない RAID 構築が可能で安全かつ柔軟な大容量データ保存を実現するストレージケース。 
■ スマホ /タブレット用 アメリカ国防総省制定・MIL 準拠の耐衝撃ケース。 ■ ビデオコミュ
ニケーションに動きを加えたテレプレゼンスロボット「Kubi」。

株式会社プリンストン

DIS 文教ソリューション 普通教室での ICT 活用実践を加速する、ICT 機材を出展。 黒板一杯に投影できるプロジェクタ
などを出展しております。

ダイワボウ情報システム株式会社
（文教ソリューション）


