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最新のICTソリューションが体感できる
DISがお届けする総合展示会!!
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静岡県コンベンションアーツセンター
「グランシップ」
大ホール・海
〒422-8005　静岡市駿河区池田79-4

静岡県コンベンションアーツセンター
「グランシップ」
大ホール・海
〒422-8005　静岡市駿河区池田79-4

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61社、71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

IoT分野におけるコントローラやゲートウェイ製品を展示。また保
守現場や工場など様々な作業現場で生産性向上に貢献する最新デ
バイスとソリューションを展示いたします。

次世代テクノロジー
（ I o T）

７つのカテゴリに分けモバイルクラウドやプラットフォーム、映像コ
ンテンツと幅広く展示いたします。ぜひご来場頂き、最新製品の情
報の入手にお役立てください。

幅広い出展メーカー
を展示

販売店様とのクラウドサービスにおける発注や管理の手間を格段
に軽減させストックビジネス化を推進するサブスクリプション管
理ポータルです。展示とセミナーにてご紹介いたします。

iKAZUCHI（雷）
サブスクリプション管理ポータルをご紹介

ICT EXPO 見どころ !

出展メーカー数61社（50音順） 全71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／株式会社
インタフェース／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／株式会社沖データ／オムロン株式会社／カ
シオ計算機株式会社／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／キヤノンマーケティングジャパン株式会社／株式会社コンテック／株式会社サードウェーブデジノス／
サイボウズ株式会社／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／デジタルアーツ株式会社／デル株式会社／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／NEC（日本電気
株式会社）／ネットギアジャパン株式会社／株式会社バッファロー／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（QNAP SYSTEMS / Newline / Blancco）／富士通株式会社／株式会社富士通パーソナルズ／ブラザー販売株式会社／株式会社マウスコンピューター／マカ
フィー株式会社／三菱電機株式会社／ヤマハ株式会社／株式会社ラネクシー／リコージャパン株式会社／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。
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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 2017 in 静岡」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。

静岡支店　TEL. 054-202-0325
浜松支店　TEL. 053-456-0661

沼津営業所　TEL. 055-954-3011

▶　JR 東海道本線 東静岡駅南口から徒歩すぐ
▶　静岡鉄道 長沼駅から徒歩約10分
▶　駐車場完備（100円/ 時間、普通車約400台収容可能）

静岡県コンベンションアーツセンター
「グランシップ」
大ホール・海
〒422-8005　静岡市駿河区池田79-4

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

※受付開始は 15分前からとなります。セミナー
講　　師 内　　容

セミナー会場

11:00～ 11:50
（50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 

A I が変革するこれからの情報セキュリティ
S O P H O S からの提案と今後の方向性
ITの普及による利便性の向上が進むと同時に、それを付け狙う脅威の数も飛躍的に増
大しています。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、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。

セミナー会場

13:30～ 14:30
（60分）定員50名

中島  章二氏

シスコシステムズ合同会社                                                    
セキュリティ事業                             
パートナーアカウントマネージャー 

三隅  麻里子氏

シスコシステムズ合同会社                                                    
クラウドネットワーキンググループ                                                    
チャネルアカウントマネージャー

急増化！クラウドベースのビジネスモデルと
如何に関わっていくべきか？
100％クラウドで管理するエンタープライズネットワーク「Cisco Meraki」と業界初！
DNSレイヤーで行うクラウドセキュリティサービス「Cisco Umbrella」をご説明します。
Merakiは、ワイヤレスLAN、スイッチ、セキュリティアプライアンスをクラウドから集
中管理できます。Cisco Umbrellaは、ハードウェアを新規導入する事なく利用できるセ
キュリティサービスです。
この機会にクラウドベースのビジネスをご一緒しませんか。

セミナー会場

15:00～ 16:00
（60分）定員50名

伊藤  崇大
ダイワボウ情報システム株式会社
マーケティング部 メディアプロモーショングループ
マネージャー 

川瀬  浩邦
ダイワボウ情報システム株式会社
マーケティング部　モバイル・クラウド推進グループ
係長 

ビジネスの " 困った "をお助けします！
D I S が提供するビジネス支援機能とは？
変化の激しい情報化社会において、顧客のニーズも刻々と変化し続けています。その
流れに対して常に適応し続ける"対応力 "が、ITビジネス成功の鍵といっても過言では
ありません。
そこでご紹介したいのが、ダイワボウ情報システム（DIS）が提供する様々なビジネス支
援機能です。IT業界最大規模の電子商取引(BtoB)システムである " iDATEN(韋駄天) " は、
お客様一人一人に役立つ情報をタイムリーにお届けするポータルサイトへと進化してい
ます。また、「サブスクリプション管理ポータル」である " iKAZUCHI(雷 ) " は、お客様
のクラウドビジネス拡大をご支援するための、DISが提供する全く新しいシステムです。
お客様の "困った"を解決して"対応力 "強化に役立つ、DISのビジネス支援機能を是非
ご確認ください。

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev09/ict_expo2017_shizuoka.html

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev09/ict_expo2017_shizuoka.html
http://www.granship.or.jp/parking/


次世代テクノロジー

最新のパソコンとソリューションの展示

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なり、
今後教育関連などの分野のみならず、Digital Signage 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

耐環境性に優れた FA コンピュータと
EtherCAT マスタ、スレーブ

超小型 FA コントローラ（SuperCD）の電源ブチ切りデモ。 デスクトップ型 FA コントローラ（ス
リムタワー CD）、EtherCATスレーブ、USB 接続 IO モジュール品の展示。 株式会社インタフェース

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

最新 PC& モバイルエッジコンピューティング

コンパーチブル PC・業務用ディスプレイ・モバイルエッジコンピューティングをを展示します。
8月に新登場したエッジコンピューティングはこれまでのノート PC事業で培った高密度実装技
術を駆使し、保守現場や工場など様々な作業現場で生産性向上に貢献する質量約 310g の高性
能小型デバイスです。

東芝クライアントソリューション株式会社

NEC の顔認証ソリューション 世界最高レベルの精度・速度を誇る NECの顔認証技術を使用したソリューションを紹介させて
いただきます。 NEC（日本電気株式会社）

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

もっとモバイルデバイスを活用してみませんか？ AirWatch/WorkspaceONEを活用することにより、ユーザ様が安心・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紹介いたします。 ヴイエムウェア株式会社

業界標準である 3 次元 CAD AutoCAD、2 次元
CAD AUtoCAD LT をご紹介

土木建築業、製造業などで業界標準となっている 3 次元 CAD AutoCAD、2 次元 CAD 
AUtoCAD LT をご紹介いたします。特に AutoCAD は、近年話題の i-Construction、ドローンな
どの 3次元への橋渡しとしてご利用いただけます。

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

VAIO や BRAVIA などソニーマーケティングがお
届けする法人向け商品を一気に紹介

「VAIO」はじめにソニーの新製品「法人向け液晶テレビ / ブラビア」がお届けする「BRAVIA in 
Business」のサイネージ用途・会議室用途・ホテル / 旅館様用途などソリューションの数々をご
紹介します。更に新型デジタルペーパー・HD ネットワークカメラや HDビデオ会議システムな
ど最新モデルを一挙に展示いたします。

ソニーマーケティング株式会社

ワークフロー「X-point」「AgileWorks」
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。

ディーアイエスソリューション株式会社

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

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

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

Office 365が解決する働き方の課題 現在各企業が直面、まもなく訪れるであろう働き方の課題を解決へと導く方法を Office365 の
デモを通してお伝えします。 日本マイクロソフト株式会社

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 Windows 新製品のご案内と、Chrome デバイスの活用事例をご案内いたします。 日本エイサー株式会社

ビジネスを” 飛躍” させる商品のご紹介 ! ■ ビジネスに最適「Lets note」（軽量・コンパクト）■ 過酷な環境でも使用可能「TOUGHシリー
ズ」（頑丈・耐久性）■ 監視・防犯システム「i-Proシリーズ」（高画質・高信頼性）

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

クラウド対応の基幹業務パッケージのご紹介
「PCAクラウド」は自社にサーバーを準備する必要がなくインターネット経由で簡単・低コスト
で基幹業務ソフトが利用できるサービスです。最新版ソフトに無償でバージョンアップできるの
でマイナンバー制度も消費税改正にも安心です。

ピー・シー・エー株式会社

※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。

展示タイトル 出展概要 出展社名

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

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）

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、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
サービスご提案いたします。

ダイワボウ情報システム株式会社
（通信 / セキュリティー）

サブスクリプション管理ポータル
「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））

セキュリティ

データ保存先のランサムウェア対策は
万全ですか ?

データの誤消去やランサムウェア被害に対して備えていますか ? 弊社 NAS であれば複数世代
管理可能なバックアップ機能が標準搭載されています。問題が発生しても過去に遡って戻すこ
とができる、簡単で確実な方法です。そのほか、NAS のクラウド連携によるリスク分散や利便
性向上についても紹介しています。

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、小売店舗向けのソリューショ
ンならびに、敷地周辺の監視と入退室管理の統合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

使いやすさの最上級 NVR「VioStor」 ROD は業界初の AI（人工知能）搭載の画像検索装置を中心に展示をいたします。検索エンジ
ンを利用する感覚で、キーワード入力による画像検索を行うことが可能です。 株式会社 R.O.D

アクロニスの革新的次世代データ保護
ソリューション

簡単に導入でき、仮想化、クラウド、Linux、Mac、モバイルなどさまざまなプラットフォーム
に対応し、確実かつ高速に重要なデータを保護するソリューションを提供するアクロニス。ラ
ンサムウェアの検知・遮断機能を備えた新バージョン Acronis Backup 12.5による革新的次世代
データ保護ソリューションをご紹介いたします。

アクロニス・ジャパン株式会社

「情報漏洩対策」と
「ワークスタイル変換支援サービス」

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」と中小企業向け社
外の社員（建設現場作業員、訪問介護者、外出が多い営業）と社内のコミュニケーションツー
ル「デリバリーセンター」

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見える化のご提案と Fortinet社のセキュリティ製品 UTM の
ご紹介 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”

昨今話題となっている既存の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
ウェアについても AIを活用しマルウェアを 99.7% 防御。今まで苦労していた感染原因の特定
にも活用できます。あわせて USBからの情報漏えいや不正な Webサイト閲覧等の内部不正に
ついても対策できます。

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の向上と
脆弱性管理の効率化

カスペルスキーなら ・自治体関係者様向け LGWAN-ASP 定義データベース配信サービスを無償
で利用可能。 ■仮想化・VDI のセキュリティ対策にもパフォーマンスと強固なセキュリティソ
リューションをご提供。■脆弱性パッチマネージーメントソリューションの分野でも圧倒的な優
位性があります。■今まで他社をお使いで守れなかったランサムウェア対策にも KESBシリーズ
を入れるだけです。

株式会社カスペルスキー

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 !

お客様のおかげで弊社は日経顧客満足度調査において 5 年連続 1 位を獲得できました。心より
御礼申し上げます。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

外部脅威とクラウド利用状況を可視化し制御、
ネットワークの課題を 1台で対策

■御社展示製品のアピールポイント ジュニパーは世界でも有数の NW 機器ベンダーです。大
規模通信事業者向ルーター開発で培った技術を元に、中規模、小規模向け FW/UTM 製品の
SRX300 シリーズ及びネットワークスイッチ EX シリーズを展示します。外部からの脅威防御、
社内外の不正な通信、未許可のクラウドアプリ検知、可視化、通信帯域制御から端末の隔離
まで、事後対応を自動化できます。■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。

ジュニパーネットワークス株式会社

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 ● 小規模も大規模も「低コスト」小
規模から大規模まで安全性を損なわずに、コスト削減を実現 ● 「コンテナ技術」による安全性 
Dokkerコンテナ技術の採用  ● 導入実績 100 以上の自治体および企業で受注・導入

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

企業・団体向け
クライアント運用管理ソフトウェア

「SKYSEA Client View」は、資産管理、デバイス管理、ログ管理、端末機制限、注意表示（アラー
ト）など情報漏洩対策と IT資産運用トータル管理に必要な機能を搭載。組織内の 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、IT資産の利用状況、重要データへの
アクセス状況を把握することで、適切な対策の実施にお役立ていただけます。

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。" 安全・
快適 " なテレワーク環境をマルチデバイスで実現するソリューションを、デモ・事例交えて紹介
します。一方、社内ネットワークでは、クラウド管理型 Wi-Fi の普及で無線 LAN がより利便性
が向上、導入しやすくなりました。しかし、セキュリティの課題は残ったままです。お客様が安
心して無線を利用できるセキュリティ対策をご紹介します。

株式会社ソリトンシステムズ

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としてリリースいたし
ます。 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た　m-FILTERも標的型攻
撃対策機能を搭載した Ver.5として登場 ! 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

ランサムウェア対策としてのバックアップ ランサムウェア対策の観点から、万が一の感染の際にもお役に立てる Veritas バックアップソフ
トウェアをご案内いたします。 ベリタステクノロジーズ合同会社

マカフィーの提唱する
ダイナミックエンドポイント

ランサムウェア、標的型攻撃、トロイの木馬と企業を狙った攻撃は日に日に増えてきています。 
マカフィーなら未知の脅威に対しても機械学習等を用いて有効な対策をすることが可能です。 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

編集・制作などに最適化されたWSと
様々なビジネスニーズに対応した最新のサーバー

CAD や映像編集などの、さまざまなプロフェッショナルが必要とする性能、機能を備えたエン
トリークラスとミッドレンジクラスのワークステンション 2 機種を展示。併せて中小規模のシ
ステム、アプリケーションサーバーに最適なエントリーレベルの 1Socket・1U のラックマウント
サーバーを展示します。 また、参考出展として AI・ディープラーニングに対応した製品を展示し
ます。

株式会社サードウェーブデジノス

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

Meraki、Start シリーズ
新製品ラインナップのご紹介

企業ネットワーク全体をクラウドで一元管理しトラフィックやログ監視もできる ｢Cisco Meraki｣ 
、ビジネスメッセージ、ビデオ会議の相互接続を実現するクラウドサービス ｢Cisco Spark｣ を活
用したビデオ会議システムを展示します。

シスコシステムズ合同会社

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 /EMCジャパン株式会社

貴重なデータを活かす NetApp ストレージ！ ハイブリッドクラウド時代。唯一のストレージベンダーとなったネットアップが提供する、世界
シェア No1 ストレージ OS｢ONTAP｣ 新バージョンや FASシリーズなどご紹介いたします。 ネットアップ株式会社

システム保守の効率化アップ ランサムウェアなど原因で発生するシステム障害により、長時間労働が必要となる現場エンジ
ニアの方々の負担を大幅削減できるバックアップソリューションがパワーアップして登場。 株式会社ネットジャパン

高信頼性 NAS& インタラクティブボード &
データ消去ソフト

■ QNAP　高速 / 高信頼性の NAS■ NEWLINE　WEB 会議を大人数で参加できるインタラク
ティブスクリーン■ Blancco　トップシェアのデータ完全消去ソフト■ Panasonic　ブルーレイ
による 50 年寿命の データアーカイブ

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

繋ぐ音、創る音、防ぐ音をヤマハの技術が
お届けします

音の技術を駆使した製品のラインナップです。音のことならまずヤマハブースへお立ち寄りく
ださい ●遠隔会議の会話 ●プログラミング教育で歌作り ●会話の内容を不明瞭にしプライバ
シーを保護します
新商品 : ハドルスペースで使用するマイク・スピーカー CS700（10月発売予定）

ヤマハ株式会社

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

エレコム一押し !!　デジタルサイネージの
ワンストップ導入提案いたします !!

「らくちんサイネージ」 「ロジテックカスタム PC」 「ロジテック堅牢タブレット」 「ネットワークカ
メラソリューション」 エレコム株式会社

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

ビジネスの現場を支える OKI の LEDプリンタ /
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。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

映像入出力の新しい形をご紹介します ! 映像入力をデジタルカメラで、映像出力をプロジェクタやシャトルフォトムービーで行う流れを
ご紹介します。 キヤノンマーケティングジャパン株式会社



展示タイトル 出展概要 出展社名

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（MMD Singapore Pte Ltd）

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

お手軽電子看板 カンタンサイネージ

電源 1 本と SDカード 1 枚でカンタンに始められる ! 三菱電機のサイネージは、動画や静止画を
入れた SDカードを差し込み、電源を入れるだけですぐに使用可能。PC などの外付け機器も不
要なため導入コストも削減でき、「スケジュール再生」やネットワークによる複数台一括管理な
ど、こだわり派の方にもご満足いただける充実の機能を搭載しています。

三菱電機株式会社

RICOH のビジュアルコミュニケーション

今後の日本における課題は、人口減少と国内市場の縮小傾向にあります。 その中で売上拡大 /
事業拡大を達成するため、いま企業には、ブランドイメージ向上や働き方改革など、さまざま
な取り組みが求められています。 RICOH はビジュアルコミュニケーション製品を活用して「人
を集めること・活発に交流させること」を実現し、お客様の課題解決を支援します。

リコージャパン株式会社

業種別ソリューション

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

簡単！ IoT で無限の現場力を支援し、
もっと儲ける工場へ

◎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、手書きの集計がめんどうだ…　 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！ 設備メー
カー、年式を問わず稼動データを簡単に収集できる IoTソリューションとして「AirGRID WDシリー
ズ」をご提案します。

株式会社パトライト

長時間残業抑止ソリューション
「IDリンク・マネージャー」

【勤務時間外の PC 利用を抑止する環境の構築】■従業員の時間外労働に対する意識改善・生
産性向上… コスト削減対策　■勤怠打刻時間外の PC 操作を抑止・・・コンプライアンス■過
重労働を見直し、仕事と生活の調和を図る・・・ワークライフバランス

株式会社富士通パーソナルズ

教育

水銀フリーのプロジェクター・電子黒板 / 
デジタルカメラのご提案

プロジェクターは「速」「楽」「耐」で選ぶ時代。カシオのプロジェクター最短 5 秒で最大輝度
での投影が可能。クイック ON・OFF で短い休み時間での準備が簡単にできるという点や防塵
設計になっていてチョークの粉や埃などに強く、省メンテナンス & 省エネで手間もコストも削
減できる点を評価いただいております。また、レンズ部分と液晶部分が分離できるデジタルカ
メラもご紹介します。

カシオ計算機株式会社

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
スポイントの御紹介。■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御紹介。■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

DIS 文教ソリューション 2020 年小学校で必修化になる英語、プログラミング教育関連に関する ICT ソリューションを出
展します。

ダイワボウ情報システム株式会社
（文教向けソリューション）

※出展社、出展内容は変更される場合があります。


