
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

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

参加料無料
入退場自由

経済産業省によるサイバー セキュリティ経営ガイドラインが改定され、セ
キュリティ対策の実施が経営上の「コスト」ではなく「投資」と位置付けら
れて、その重要度が増しています。外部脅威だけでなく標的型攻撃対策
に不可欠な内部対策強化など、複雑化する対策ソリューションについて
分かりやすく解説し、商談の勘所をお伝えします。

最新のセキュリティ
ソリューションをご紹介

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

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など、ITテクノロジーを活用して業務を自動化・効率化する
動きが急速に広がっています。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75社 全87ブース!

ICT EXPO 見どころ!

株式会社　アール・アイ／RPAテクノロジーズ株式会社／株式会社アイエスエイ／株式会社アイ・オー・データ機器／株式会社アイシーソフト／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／APRESIA Systems株式会社／アルプス システム インテグレーション株式会社／ANSHI JAPAN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／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　ソーシアルソリューションズ株式会社／株式会社カスペルスキー／河村電器産業株式会
社／キヤノンITソリューションズ株式会社／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／シスコシステムズ合同会社／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／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／Dynabook　株式会社／ディーリンクジャパン株式会社／デジ
サート・ジャパン合同会社／デジタルアーツ株式会社／デジタルテクノロジー株式会社／デル株式会社＆EMCジャパン株式会社／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／日本電
気株式会社／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／株式会社ネオジャパン／株式会社ネクストセット＆株式会社サテライトオフィス／ネットアップ合同会社／株式会社ネットジャパ
ン／株式会社ハーティスシステムアンドコンサルティング／株式会社バッファロー／パナソニックESネットワークス株式会社／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（MMD Singapore　Pte　Ltd.）／株式会社富士通パーソナルズ／富士電機ITソリューション株式会社／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／ベ
リタステクノロジーズ合同会社／株式会社マイクロリンク／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／ヤマハ株式会社／横河レンタ･リース株式会社／株式会社来夢／リコージャ
パン株式会社／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（五十音順）
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

最新のセキュリティ、モバイル・クラウド、生産性向上などをテーマに、商談に役立つ幅広い商材を75社、87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.

2.14㈭
10:00 ▶ 17:30

http://www.winc-aichi.jp/access/


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

名古屋第1支店 TEL 052-202-6371 刈谷支店 TEL 0566-23-1131 
名古屋第2支店 TEL 052-202-6372 岐阜支店 TEL 058-265-5418
名古屋第3支店 TEL 052-202-6378  四日市支店 TEL 059-352-0448
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セミナーのご案内!

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 名古屋」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。

※受付開始は15分前からとなります。

講　　師 内　　容

1
ビジネスセミナー
12階 中会議室1204

10:45 > 11:45
（60分）定員60名

赤井 誠 氏
MKTインターナショナル株式会社
日本マイクロソフト 公認トレーナー 

【講師プロフィール】
大手サーバーメーカーでソフトウェアR&D、
経営企画、マーケティング、営業に従事後、
独立。メーカー在籍時は Windows Server 
アジアパフィック部門No.1 アワード をはじめ
として、各種のソフトウェアビジネス販売において、国内1位に押し上
げる等の功績を残す。Windows Server をはじめとするソフトウェア
ごとの強みとハードウェアとのシナジーを熟知し、新規領域立ち上げの
実績をもとに多くの IT企業向けのコンサルタントとして活躍している。

明日から使える! Windows サーバー
リプレースの提案ポイントをお伝えします。
Windows Server 2008のサポート終了まで残り約1年です。移行先はオ
ンプレ、仮想化、クラウド…。多くの選択肢があります。しかし、選択肢
が広がった反面、「自分たちにとって最適な移行先はどれなのか?」とお悩
みになるお客様も増えています。そのようなお客様にリプレースをご提案
される販売店様は必見のセッションです。
本セミナーでは、最新OS「Windows Server 2019」の特徴を踏まえつつ、
各移行先のメリット・デメリットをお伝えし、最適な対応の移行ポイントを分
かりやすくご説明します。

2
特別講演

12階 中会議室1203

13:00 > 14:30
（90分）定員100名

伊本 貴士 氏
IoT技術コンサルタント/
メディアスケッチ株式会社 代表取締役/
地方版 IoT推進ラボ メンター

【講師プロフィール】
NECソフト株式会社、フューチャーアーキテ
クト株式会社などを経て、2009年にメディア
スケッチ株式会社を設立。
IoT・AI・ブロックチェーンなどの新技術を活用するための技術コンサル
ティングを企業に提供すると同時に、各地で教育や講演活動を行う。また、
全国各地で自治体などのアドバイザーや補助金審査員などを務める。
テレビ出演歴 :ホンマでっか !?TV（フジテレビ）、サンデーLIVE!!（テ
レビ朝日）/近著 :IoTの教科書（日経BP社）、IoTの問題集（日経
BP社）など

IoT × 製造業界がこれだけ変わる
インダストリー4.0の実現シナリオ
現在、IoTや人工知能の技術が実用化段階となり、第4次産業革命が起
こりつつあり、業界・企業規模を問わず新しいビジネスを検討しています。
当セッションでは、IoTや人工知能を活用した新たなビジネスを「検討から
実施に移す」ために必要なマネジメントのポイントと最新の技術トレンドに
関して具体的にお伝えします。

3
ビジネスセミナー
12階 中会議室1204

14:45 > 15:45
（60分）定員60名

塚本 小都
ダイワボウ情報システム株式会社
iKAZUCHI（雷）プロジェクト リーダー

急速に変化するサブスクリプションビジネス
～今取り組むべきビジネスモデルとは～
あらゆる業界でサブスクリプションサービスが拡大し、IT市場においても
クラウド、デバイスなどサブスクリプション構造変化が始まりました。
サブスクリプション市場の変化や今取り組むべきビジネスモデルを踏ま
え、弊社サブスクリプション管理ポータル「iKAZUCHI（雷）」の最新状況
についてご紹介いたします。

4
コラボセミナー
12階 中会議室1203

16:00 > 17:00
（60分）定員100名

小野 寛徳 氏
RPAテクノロジーズ株式会社
セールス&デリバリー部 関西グループ

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

「BizRobo! による
RPAのスケール・高度化・大衆化の実現へ!」
～DISが取り組むデジタルレイバーの事例を
　　　　　　　　　　　　　　ご紹介いたします～
「デジタルレイバー（仮想知的労働者）」として進化が期待されている
「BizRobo!」。AIやOCRとの連携により、定型作業に留まらない進
化を続けています。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。
「BizRobo!」の最新事例をぜひお楽しみください。

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev09/ict_expo2019_nagoya.html

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev09/ict_expo2019_nagoya.html
https://www.pc-daiwabo.co.jp/office/chubu.html#pref_aichi
https://www.pc-daiwabo.co.jp/office/chubu.html#pref_aichi
https://www.pc-daiwabo.co.jp/office/chubu.html#pref_gifu
https://www.pc-daiwabo.co.jp/office/chubu.html#pref_mie
https://www.pc-daiwabo.co.jp/privacy.html


次世代テクノロジー

BizRobo! Station
国内実績No.1の「BizRobo! Basic」をはじめとした「BizRobo!」ソリューション群をご紹
介します。 RPAテクノロジーズ株式会社

LPWA（LoRa）無線方式
環境監視装置「WD-100」

LPWA（LoRa）無線遠隔制御装置、「WD-100」を中心に展示します。農業、施設園芸
向けの温湿度環境監視、FA向けの稼働管理・環境監視、制御を一元的に行えます。生
産者向けビニルハウス内、流通倉庫内の環境監視に最適なデバイスです。対象は1次産業、
流通、FAを想定しています。

株式会社アイエスエイ

デジタルホワイトボード
「ANSHI TOUCH」

デジタルホワイトボードとして。テレビ会議端末として。外部ディスプレイとして。「ANSHI 
TOUCH」 は1台で何役もこなします。またWindows PCをディスプレイに内蔵してい
るため、PCとディスプレイを配線するケーブルが無く電源のみで使用できる構造です。
そして4K解像度の高精細アンチグレアパネルを実装しているため、高い視認性と低反射
を実現しており、ストレスフリーな観覧が可能となっており、効率よく意見交換、情報共
有を行うことができます。

ANSHI JAPAN株式会社

インテルの最新テクノロジーデモ インテルの最新のテクノロジーを様々なデモをまじえて、みなさまにご紹介いたします。 インテル株式会社

IoTを駆使したデータ収集から、
ARを活用した時短術やプロモーション戦略

病院、銀行、工場などをターゲットとし、様々なセンサーを用いて現場管理における必要
な情報を収集可能なサービスを提供します。例えば、サーバー機器など温度や湿度によ
る耐久年数低下に繋がる環境悪化などを、規定の数値となる前に管理者様へ連絡します。
その他、工場設備の稼働状況をPLCから抜き取り、メンテナンス時期など事前把握が可
能です。さらにARを活用することで、熟練工が経験したノウハウの見える化を実現します。

河村電器産業株式会社

NECがご提案するRPAと
顔認証ソリューション

働き方改革の推進ツールとして、ソフトウエアロボットが定型業務を行うRPA（Robotic 
Process Automation）ソリューション「NEC Software Robot Solution（RoboSol）」
をご紹介。また、NECが誇る世界トップレベルの顔認証技術を活用したソリューションも
あわせて出展いたします。

NEC（日本電気株式会社）

5万円から始められる IoT「CONPROSYS 」& 
最新産業用PCのご紹介

PCベースの計測・制御の市場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」。センサーやPLCからの信号を取り込みデータの見える化を
「CONPROSYS」は簡単に実現します。『簡単』『便利』『使いやすい』を展示会場でぜひともご
確認下さい。コンテックはM2M/IoTシステムの構築の課題を解決します。また、他社にない尖
がった仕様の最新産業用PCも展示いたします。

株式会社コンテック

遠隔支援ソリューション&最新2in1PCのご紹介
モバイルエッジコンピューティングとウェアラブルメガネを利用した遠隔支援ソリューションのご
紹介。業務効率化や生産性向上による労働力不足などの社会的課題に対応。更に高性能、堅
牢性とモビリティの両立など『働き方改革』を強力にサポートする最新 Windows 10 搭載PC
をご紹介。

Dynabook 株式会社
（旧 東芝クライアントソリューション株式会社）

大量の帳票データ入力で
時間を使っていませんか?
定型帳票のOCRにより手入力コストを削減!

帳票のデータ入力業務は、これまで紙を見ながら手入力しており、時間が掛かるとともにデー
タ入力ミスの可能性もあり、作業者の大きな負担となっていました。そこで、スキャナーで読
み取った手書き文字を高精度認識する帳票OCRソフトウェア「DynaEye EX（ダイナアイ イー
エックス）」を導入すれば、大量の帳票を効率よく正確に処理できるので、作業者の負担が大幅
に軽減されます。

株式会社富士通パーソナルズ

IoTをハイブリッドで実現! 
「OpenBlocksIDM」& Azure IoT Edge

オンプレ、エッジ、クラウド、画像認識、IoTシステム構築には様々なキーワードがございます。ぷらっ
とホームは「OpenBlocks IDM」アプライアンス、「OpenBlocks IoT VX2」、Azure Iot Edge 
を使い、これらキーワードをシームレスに融合させお客様の満足するハイブリッドな IoTシステム
構築をお手伝いいたします。

ぷらっとホーム株式会社

モバイル・クラウド

仮想デスクトップ × 利便性 ＝ 
「Shadow Desktop」

PC利用時のセキュリティ対策、情報漏洩対策の1つに仮想デスクトップがあります。しかし、そ
のコストや導入の難しさから断念したことはないでしょうか?　「Shadow Desktop」は、クライア
ントPCにソフトウェアを導入するだけで仮想デスクトップのような使い勝手を実現し、PCのセキュ
リティ対策を一歩進めることができる新しいソリューションです。

株式会社アール・アイ

Cloud×NAS 『ハイブリッド運用』 で
ビジネスの効率をアップ!

クラウドストレージの『メリット』と『お悩み』をご存じですか? 様々なデバイスで共有データにアク
セスすることができる便利なクラウドストレージサービス。ですが、社外秘データの消失・漏えい
や同時使用時のネットワーク負荷、ライセンスコストなど、導入には新しい悩みもでてきます。そ
こでオススメしたいのがクラウドと NASのハイブリッド運用。NASを併用することで、より安全・
快適・低コストなデータ管理が可能になります。

株式会社アイ・オー・データ機器

iPhone/iPadアプリ
AI顔認証 「ICS Face Reader」

■ 「ICS Face Reader」 iPhone、iPadアプリで実現した高速AI顔認証エンジン 同時認証人数
10名、認証距離6m可能、弊社の 「Taskal Time-Card」（出退勤）で体感してみてください ■ 
「Excel音声入力」 既存のExcelファイルのセルに音声入力パラメータをセットするだけで音声入
力が可能（株式会社豊田自動織機様にて導入が決定しました）

株式会社アイシーソフト  

高画質・高性能のネットワークカメラと最新のイン
テリジェントソフトウェア

高画質・高性能のネットワークカメラと新機軸のネットワークスピーカー、最新のインテリジェント
ソフトウェアを活用した、小売店舗の効率アップソリューションならびに、敷地周辺の監視と入退
室管理の統合による物理セキュリティソリューションをそれぞれご紹介します。

アクシスコミュニケーションズ株式会社

共同作業のための最高のクリエイティブ環境
「Adobe Creative Cloud」

より早く、より快適に、アイデアを思い通りに表現するためのすべてが揃う、「Adobe Creaitve 
Cloud」をご紹介します。 アドビ システムズ株式会社

『インターコムが提案する2つの働き方改革』
iKAZUCHI（雷）登録製品で、給与明細の電子化が簡単に始められる「Web給金帳Cloud」と、
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」をご紹介し
ます。

株式会社インターコム

「AutoCAD」で働き方改革を実現! 3次元の汎用CADソフトウェア。2019版より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

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

展示タイトル 出展概要 出展社名

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展概要!
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ビジュアルコミュニケーションシステム「LiveOn」
「LiveOn」はPCやスマートデバイスを活用し、ワークスタイルの変化に対応できる革新的なコミュ
ニケーションツールです。独自技術によるクリアな音声とスムーズな映像出力、更に便利な機能
も搭載 !会議だけではなく、遠隔作業支援やバーチャルオフィスなど、新たな利用用途を幅広く
ご提案いたします。

ジャパンメディアシステム株式会社

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

今、日本の文教市場を席巻している「Chromebook」の展示、活用事例をご紹介させていただき
ます。また、Window機では2017年下期に実施した大幅なモデルチェンジに伴う新製品の展示
もさせていただきます。

日本エイサー株式会社

働き方を変える、日本HPの最新ラインアップ 詳細はWebサイトでご確認ください。 株式会社日本HP

日本マイクロソフト ソリューション 詳細は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

「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。ぜひ一度ご覧ください。

日本マイクロソフト株式会社（Surface）

ウェブ会議搭載の「desknets NEO」、
メールの非効率を解消する「ChatLuck」

グループウェア「desknets NEO」には、最新バージョンからウェブ会議機能を新搭載 !「desknets 
NEO」上で映像と音声によるオンライン会議を行えます。また、紙･メール･Excel主体で行わ
れている非効率な業務を、誰でも簡単に社内システム化できる業務アプリ作成ツール「AppSuite
（アップスイート）」や、リアルタイムなコミュニケーションを実現できるビジネスチャット
「ChatLuck」をご紹介します。

株式会社ネオジャパン

Office 365 アドオン、ビジネス版LINEなどの
最新クラウド・IoTで働き方改革

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
ご紹介します。

株式会社ネクストセット/
株式会社サテライトオフィス

Office 365 導入支援 および 事例紹介
Office 365 中部地区運用支援No.1（中小企業向け）の実績ノウハウをお客様へご紹介いたしま
す。Office 365 の導入設計や導入後のお困り事ご相談や運用定着支援サービスのご案内、導
入事例もブースにてご紹介いたします。また、スマートフォンやPCも一括でセキュリティ管理が
できる Microsoft 365 のご紹介やご相談も承ります。

株式会社ハーティスシステムアンド
コンサルティング 

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。高性能・世界
最軽量なPCにより、仕事の生産性をさらに向上させます。■ タフパッド・タフブックは、20年
の歴史を持つ堅牢PCであり、現場の IT化を支援します。■ 映像セキュリティシステムでは、防
犯だけでなく、増加するアナリティクス需要に応える商品を取り揃えています。

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

モノからコトへ　高い信頼と柔軟なサービスで、
選ばれ続けるクラウド

“モノ”から“コト”へ　「PCAクラウド」 の場合、今までのソフトと機能や操作性はそのままで、各
種サーバーなどが不要となり初期費用を抑えることが可能です。ソフトとしての“モノ”は変わらず、
クラウドという仕組み“コト”への変化をぜひご体感ください。

ピー・シー・エー株式会社

ブラザー働き方改革ソリューション ブラザーの業種別ソリューションで働き方改革を実現します！ ブラザー販売株式会社

『働き方を変える』 
Ciscoの高品質なビジネスコラボレーション

シスコのビデオ会議製品とクラウドサービスをご紹介。いつでもどこでも、どのようなデバイスで
も、簡単に繋がれるコミュニケーション環境を提供します。合わせて高音質で臨場感あふれるポ
リコムのビデオ会議製品もご紹介します。

株式会社プリンストン

製造業 IoTクラウドサービス 
「IoT GO」

■ リスクなしでスタートできるIoT クラウドサービス 「IoT GO」 
■ IoT 構築サービス 株式会社マイクロリンク

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シリーズ」■ タブレットで直観的に『歌づくり』ができる
デジタル教材「ボーカロイド教育版」■ 会話のプライバシーを守る「VSP-1」

ヤマハ株式会社

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ます。

Xpoint
（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

Appleの独自プログラムや仕組み、DEP、ASM、VPPなど特に教育市場向けのユーザーをお
持ちの販売店様にご案内できればと思います。また、今回、 「iPad」 と周辺機器を使い、リクルー
トの 「Airレジ」 という無料のアプリを利用したレジのデモを実施します。2019年の10月の増税
に関して、飲食店や小売店などで軽減税率に対応したレジへの入れ替え需要が発生します。ター
ゲットとなるユーザーをお持ちの販売店様にご紹介できればと思います。

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）」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））

DIS mobile（通信サービス）
当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。今回、クラウドPBXやONKYOの 「CATスマホ」 、DMMのスマート翻訳機 「Free 
Talk」 もご紹介いたします。

ダイワボウ情報システム株式会社
（モバイル・通信）

セキュリティ

サイバー攻撃対策ソリューション「AN-Tracker」 「AN-Tracker」はセキュリティ製品との連携により、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）を自動化し被害の拡大を防止します。 APRESIA Systems株式会社

データ『流出後』に備えた自動暗号化ソフト 文科省が策定した 『教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン』 に対応したファイル自
動化暗号化ソフト、USBメモリ暗号化ソフトなど「InterSafe」シリーズをご紹介します。

アルプス システム インテグレーション
株式会社

統合型エンドポイント管理ツール 統合型エンドポイント管理ツール「LanScope」シリーズ 4製品を
ご紹介（An、Cat、ProtectCat、箱猫）します。 エムオーテックス株式会社

脆弱性対策強化、ランサムウェアを含めた
セキュリティ強化は弊社にお任せ下さい!

巧妙な攻撃が増加する今、振舞検知標準搭載で高い防御力を誇り、脆弱性の修正で弱点克服を
まとめて実現します。 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を!

「ESET」ソフトウェアシリーズは、『変わらない価格』、『安定した動作』、『サポート窓口の充実』と
いった安心感が更新（リピート）率の高さにつながっております。特に、コンパクトな製品ラインナッ
プと数年来変わらない価格というのは、予算組みや、複数年契約にあたって取り扱いの簡単な製品
としてご好評いただいております。また、クラウドでのクライアント管理製品には、通常版（中規模以
上）と Lite版（～249LICまで）の2種類をご用意し、より幅広いお客様のニーズにお応えします。

キヤノン ITソリューションズ株式会社

※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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クライアント運用管理ソフトウェア 
「SKYSEA Client View」

「SKYSEA Client View」は、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。ま
た新機能として、Windows 10 のアップデートに関する設定を、PCごとに資産情報として収集。
設定を確認し、意図しないアップデートによるトラブルの回避などにご活用いただけます。

Sky株式会社

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）

「XG Firewall」＋「Intercept X」で
セキュリティの自動対応を実現

ソフォス「XG Firewall」は、高性能かつ低価格でご提供可能なUTMです。最大の特徴は「XG 
Firewall」とデバイス内のソフォスのエンドポイントが同期し、デバイス側でセキュリティインシデ
ントが発生した場合、自動的に「XG Firewall」がデバイスをネットワークから切り離しますので、
SMBのお客様で管理者が不在な場合でも高度なセキュリティを担保する事が可能となります。

ソフォス株式会社

働き方改革ソリューション
現在、多くの企業で求められる働き方改革。その環境づくりにおいて欠かせない、社内外からの
様々な端末を使って安全安心に社内のネットワークを利用するためのソリューションを展示いたし
ます。

株式会社ソリトンシステムズ

WebサイトのHTTPS化、
実績で選ぶなら世界最大手デジサートの証明書

2018年7月の Chrome 68 以降、WebサーバにSSLサーバ証明書が無いと訪問者に警告が表
示されるようになりました。余計な不安を与えてしまわないように、WebサイトはHTTPS暗号
化通信で運用することが求められます。他社に比べて採用実績が圧倒的に高い、どなたでも安心
してご利用いただけるデジサート・ジャパン（旧 日本ベリサイン）のSSLサーバ証明書を使ったソ
リューションをご紹介いたします。

デジサート・ジャパン合同会社
（旧 日本ベリサイン）

標的型攻撃に備えるセキュリティ

今年5月リリースの、内部からの情報漏えい・外部からの標的型攻撃にも一貫して対応可
能な「i-FILTER Ver. 10」と「m-FILTER Ver. 5」のクラウド製品「DigitalArts@Cloud」
（iKAZUCHI（雷）登録製品：月額）、今年4月末に新機能を追加したファイルセキュリティ製品
「FinalCode」もご紹介いたします。また、昨年度 iOS端末のアプリケーションの通信制御機
能も追加した「i-FILTER ブラウザー&クラウド」（iKAZUCHI（雷）登録予定製品：月額）もご
紹介します。

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など、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

マカフィーが提案する Windows 10 対応
セキュリティソフトのご紹介 Windows 10 Defender に対応した、新しい Endpoint セキュリティ の紹介を行います。 マカフィー株式会社

Windows 10 運用支援ソリューション
「Flex Work Place UnifierCast」

大型アップデートは、企業内ネットワークの帯域が足りなくなる？アップデートに時間がかかり業
務に支障が出る？など、 Windows 10 の運用にはさまざまな懸念が。 そこで、当社では Win 10 
運用支援ソリューション 「Flex Work Place UnifierCast」 の提供を開始しました。 
ソフトウエア配信機能により、Feature Update（大型アップデート）適用前にソフトウエアの動作
確認やアップデートを可能にします。また、キャスト機能によりOSアップデート時のネットワーク
負担を大きく軽減します。

横河レンタ･リース株式会社

プラットフォーム

サイバープロテクションを、アクロニスで実現

ランサムウェア対策やバックアップデータの公証機能が搭載された「Acronis Backup」は、デー
タマネジメントとセキュリティ機能を実装した唯一の製品です。さまざまな自然災害を想定した
DR/BCPなどに対応したクラウドバックアップを容易に実現可能なオプションもそろえており、
いつでも素早く簡単にデータへのアクセスを保証し、サイバー攻撃からの被害を食い止めます。
Windows 10 移行に最適なキッティングツールとして、最近引き合いの多い「Acronis Snap 
Deploy」も同時にご紹介します。

アクロニス・ジャパン株式会社

ヴイエムウェア ソリューション 詳細はWebサイトでご確認ください。 ヴイエムウェア株式会社  

vSAN・3Tier構成ならオムロン!
仮想に適した新ネットワークカードをご紹介!

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なども展示しております。

オムロン ソーシアルソリューションズ
株式会社

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

■「QNAP」：ミドルレンジの信頼性の高い『ネットワークストレージ』をご提案します。展示会で
は高速なCPUを搭載したモデルや、SSD＋HDDのTierdに対応したデスクトップNASなど、
高速/高信頼なモデルを展示いたします。■「Newline」：WindowsPC内蔵の『タッチスクリー
ンディスプレイ』を展示します。電子黒板としてだけでなく、カメラ、集音マイクも搭載し、WEB
会議を大人数で参加できる大画面タッチスクリーンディスプレイです。WEB-EXとのコラボ提案
も可能 !　■「Blancco」：PCやサーバーだけでなく、USBメモリやSDカード、フラッシュや仮
想マシンにも対応した 『データ完全消去ソフトウェア』をご提案します。■「VIVOTEK」： IPカメラ、
PoEスイッチ、NVRを取りそろえた『監視ソリューション』です。

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

シスコシステムズ ソリューション 詳細はWebサイトでご確認ください。 シスコシステムズ合同会社

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 2018 
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

ますます広がるクラウド管理型Wi-Fi市場、
新たに加わる厳環境対応スイッチをご紹介します。

ディーリンクジャパンでは、総合ネットワークベンダーの強みを活かし、オフィス・ホテル・マン
ション・学校など様々なシーンに適したネットワークSW、Wi-Fiアクセスポイントをご紹介します。
その中でも新しいクラウド管理型Wi-Fiの特徴や厳環境下での利用が出来るネットワークSWな
どの新製品をご紹介。ぜひディーリンクブースにお立ち寄りください。

ディーリンクジャパン株式会社

脆弱性パッチ管理を WSUS だけで
十分と思っていませんか？

昨今、脆弱性を悪用した攻撃による被害への対策としてセキュリティパッチやサービスパック適用
への取り組みが必須です。「Desktop Central」 はWindowsだけでなくLinuxやMacにも対応し、
パッチ管理もできる資産管理ソフトウェアです。Adobe、Java、Chrome、Dropbox、Skype
などの200種類以上のアプリに対応した脆弱性パッチの一元管理を実現し、自動で必要なパッチ
情報の収集・自動配布する事によりパッチ適用の漏れ・遅れを防ぎます。

デジタルテクノロジー株式会社  

働き方改革を支える DellEMC の
最新テクノロジー/ソリューション

日本は働き方を変更する大事な分岐点に来ています。人口減少やテクノロジーの大きな進歩によ
りITに投資しているか否かで大きく売り上げや利益率が変わってきています。それを全世界で支
え評価頂いているのがDellEMCです。働き方改革を支えるテクノロジーをキーワードとして多
様な端末、端末管理、セキュリティ、バックアップ、ネットワーク、管理が容易な基盤というテー
マで攻めるITとしてのきっかけとなるアドバイスをさせていただきます。

デル株式会社・EMC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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※出展社、出展内容は変更される場合があります。

「Aruba」：NO More VLAN /「SimpliVity」：
LocalもRemoteも重複排除で高速バックアップ 詳細はWebサイトでご確認ください。 日本ヒューレット・パッカード株式会社

ネットアップ ソリューション 詳細はWebサイトでご確認ください。 ネットアップ合同会社

PC入替効率化とバックアップソリューション PC入替に伴うキッティング作業の効率を大幅に上げる簡単に1クリックで動作するキッティング
ツールと物理、仮想環境で使用可能な総合バックアップソリューションをご紹介します。 株式会社ネットジャパン

最新の ICT環境整備を支えるWi-Fiネットワーク
■「AirStation Pro」少人数向けの小型モデルから拠点間通信を実現する屋外用まで幅広い
Wi-Fi環境構築を支援可能なラインナップを用意しています。■「AirStation Connect」話題の
メッシュネットワーク製品をご紹介します。■「オフィスサプライ」Windows 10 移行に合わせて
マウス/キーボードなどもリプレイスしませんか。

株式会社バッファロー

パナソニックの市場別スイッチングハブのご提案

様々なものが、インターネットにつながるIoTの時代が到来しています。モノとインターネットを
つなぐネットワーク機器の設置環境は、整った環境ばかりではなく、工場などのように、熱や粉塵
などが発生する悪環境であることが多いです。そういった環境に対応するスイッチングハブをパ
ナソニックではご用意しております。これからの IoT時代で想定される様々な環境下で、安定通
信を確保する耐環境スイッチングハブをぜひご覧ください。

パナソニックESネットワークス株式会社

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 ITソリューション株式会社

マルチクラウド時代のバックアップ&
データ管理をご提案

■ マルチクラウド環境に最適なデータ保護バックアップとリカバリーソリューション
■ 最強のシステムバックアップ・リカバリー製品 ベリタステクノロジーズ合同会社

カメラシステムの安定運用に！
PoEリブーターは、インテリジェントタイプのPoEスイッチと連携して、PoEポート毎の自動制
御が可能です。PoEリブーターの死活監視機能により、フリーズしてしまった IPカメラを検出し
てPoEポートリブートで復旧させます。もちろん、従来通りのAC100V電源リブートも可能なた
め、ルーターのフリーズや、スイッチ自体のフリーズにも対応が可能です。

明京電機株式会社

オンライン会議をスマートに&クラウド感覚で
仮想化を実現!/中小規模事業者様向け
ハイパーコンバージド

『これ一台で会議室をスマートに』 プロジェクターに繋ぐ感覚で手軽にワンステップで遠隔地とオ
ンライン会議を実施することができる最新の専用端末に加え、テレワークに最適なレノボの多様
なスマートデバイス& Windows 2008 のEOS対策にもピッタリ!　クラウド感覚で仮想化を実
現する、中小規模事業者様向け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

DIS One Stop Total Support

導入前のエンドユーザー様に合わせた初期設定・インストール作業のキッティング、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

モニターで働き方改革、製造現場の業務改善
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
用モニターとその活用方法をご紹介します。

EIZO株式会社

「BRAVIA」、「VAIO」、デジタルペーパー、
ビデオ会議、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。その他、デジタルペーパーの実機を展示、
「VAIO」、高画質ビデオ会議システム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&
デジタルサイネージ

充実したラインアップと安心の5年保証（無償修理時の送料往復は2018年4月1日よりすべて
メーカー負担になりました）のフィリップス液晶ディスプレイ。PCへの電源供給が可能になる
USB3.1typeC搭載モニターおよびB2B強化モデルをご紹介いたします。お陰様でPHILIPSディ
スプレイが日本に参入して5周年。日本国内シェア（モニター単体販売）は2016年、2017年実
績で第2位となっております。

PHILIPS（MMD Singapore Pte Ltd.）

マウスは創業25周年。長野県飯山市の工場で
心を込めて手作りしています。

乃木坂46のCMでもお馴染みマウスコンピューターのパソコンは、長野県飯山市の自社工場で
1台1台手作りしています。今回は、『設計・建築・3DCADに最適なハイスペックパソコン』、『工
場の作業端末・教育現場での教材端末など様々なシーンに最適な衝撃耐性の高いタブレット』な
ど、幅広い内容を展示いたします。

株式会社マウスコンピューター

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  

業種別ソリューション

業務を止めない/効率化のご提案いたします。
Win 10 の普及に伴い顕在化している『機能アップデート』による業務が止まるなどの課題を、エ
レコムグループの産業用PCソリューションで解決いたします。また、働き方改革に最適の周辺
機器をご案内させていただきます。

エレコム株式会社

OKIの5年間無償保証＋楽々メンテで
安心してお使いいただけます!

OKIの人気プリンター・複合機、大判プリンター、そして今年は新商品を展示しております。
OKIの強みであるメンテナンスのしやすさとコンパクトさもぜひ体感してください !

株式会社沖データ

国産3年保証セルスター製ドライブレコーダー
セルスターのドライブレコーダーとレーダー探知機は国内自社工場生産で3年保証が付帯してお
り、高い信頼性を実現しています。その他に災害時にも役立つインバーターやポータブル電源な
どがあり、幅広い業界で採用されております。

株式会社来夢

教育

DIS 文教ソリューション 黒板一杯に投影できるプロジェクター「ワイード」や 英語、プログラミング教育教材を出展してお
ります。

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）




