
業務のみならず社会のあり方を変える技術やビジネススタイルが急速に

進化し続けています。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

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）

経済産業省の「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」では、情報セ

キュリティ対策は経営課題であると述べています。経営者にとって、

企業規模の大小に関わらず「やらない」だとか「IT管理者に任せきり

にする」といった選択肢はありません。攻撃の手口が高度化・巧妙化

する状況下で、侵入をいち早く検知して適切な対応をとることができ

るソリューションなど、最前線のソリューションをご紹介します。

新たな段階に入る
サイバーセキュリティ

労働力不足の改善や働き方改革のために、ITを活用することの重要性が

認識されています。人間を単純作業から解放し、もっと知的創造性の高

い仕事やヒューマンタッチの要素が大きい仕事を行うことができるよう、

様々なソリューションが登場しています。生産性向上やワークライフバラ

ンス、持続的成長など企業の経営課題を解決できるヒントをその提案方

法とあわせてご紹介します。

「Future of Work － 働き方の未来 －」
につながる、新しい仕事のあり方

ICT EXPO 見どころ

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

in名古屋
ウインクあいち 7階展示場
愛知県産業労働センター

〒450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目4-38

未来の働き方やそれらを支えるセキュリティソリューションなどを中心に、商談に役立つ幅広い商材を幅広く展示いた

します。スマートデバイスやIoT、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。

10：00～17：30

（金）2.14
2020.

参加料無料
入退場自由

arcserve Japan 合同会社／株式会社 アール・アイ／株式会社R.O.D／RPAテクノロジーズ株式会社／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／アルプス システム インテグレーション株式会社／株式会社インターコム／インテル株式会社／ヴィーム・ソフトウェア株式会社＆ゼルトジャパン／ヴイエムウェア株式

会社／EIZO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 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／キヤノンITソリューションズ株式会社／株式会社コンテック／サイボウズ株式会社／株式会社 The Better／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／ジャパンマテリアル株式会

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／株式会社ソリトンシステムズ／ダイトロン株式会社／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／Dell Technologies／トレンドマイクロ株式会社／日本アイ・ビー・エム株式会社／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／ニュータニックス・ジャパン合同会社／株式会社ネオジャパン／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／株式会社日立システムズ／PHILIPS（MMD Singapore Pte Ltd.）／株式会社フォースメディア／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／株式会社プリンストン／BlueCat Japan 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／ヤマハ株式会社／UPSソリューションズ株式会社

／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・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社／レノボ・ジャパン株式会社／株式会社YE DIGITAL（五十音順・2020年1月30日現在）

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

出展メーカー 75社  92ブース！

セミナー情報は次ページをご覧ください。

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


特別講演　11 階 1102 会議室

1
特別講演

11:00 > 12:00
（60 分）定員100 名

青山 幹雄 氏

南山大学
理工学部ソフトウェア工学科
教授

『DXレポート』に込めた危機感と
『2025年の崖』を超えるためになすべきこと

DX（デジタルトランスフォーメーション）はWeb・IoT・モバイル・AIなどのデジタル技
術を企業活動の中核に据えた企業変革です。本セッションではDXとは何か、DXを
実現するための課題と方策を、事例を交えてご紹介します。あわせて「2025年の
崖」と呼ぶDXを阻害する、情報システムと人材のレガシー問題もご紹介します。

【青山氏プロフィール】1980年岡山大学大学院工学研究科修⼠課程修了。博⼠（工学）。同年富⼠通
（株）入社。分散処理通信ソフトウェアシステムの開発、ならびに、分散処理ソフトウェアシステムの開発

方法、開発支援環境、ソフトウェアプロセスなどの開発と適用に従事。この間、1986-88年米国イリノイ
大学客員研究員。1995年4月-2001年3月新潟工科大学情報電子工学科教授。2001年4月-2009年3月
南山大学数理情報学部情報通信学科教授。2009年4月より、同大学情報理工学部ソフトウェア工学科
教授。2018年度経済産業省「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」座長。

2
トークセッション

13:00 > 14:00
（60 分）定員100 名

※サテライト会場の
ご用意もございます。

（定員100 名）

羽生 善治 九段

将棋棋⼠

まつもと あつし 氏

ジャーナリスト・
コンテンツプロデューサー・
研究者

未来の棋譜をどう読むか?　―「働き方改革」のゆくえ
労働基準法の改正をうけ、働き方改革が本格始動となりました。しかし労働時間
に焦点を充てた足元の「守り」の対応だけで果たして十分なのでしょうか?本セッ
ションでは対局相手との真剣勝負に日々向き合う羽生善治九段をお招きし、「ス
マートワーク総研」の所長を務めるジャーナリスト・研究者のまつもとあつし氏との
対談を、名古屋を中心に活躍するフリーアナウンサー山口由里氏の進行にて、未
来の棋譜=未来の見通し方を軸にお話しを伺います。

【羽生九段プロフィール】1970年、埼玉県所沢市出身。6歳から将棋を始める。1982年6級で二上達
也九段に入門。1985年15歳でプロ入り。1989年初タイトル竜王を獲得。1996年には7つのタイトルを
すべて獲得した。竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖の7つの永世資格を持つ。（襲名は引退
後。）2018年、国民栄誉賞を受賞した。

※本講演はサテライト講演（ライブ中継）を実施いたします。本会場（1102会議室）でのトークセッション
を、サテライト会場（1101会議室）でリアルタイムにご覧いただくことが可能です。本会場の定員が満
員の場合は、サテライト会場でご覧ください。

3
特別講演

16:00 > 17:00
（60 分）定員100 名

大辻 雄介 氏

特定非営利活動法人 SOMA 
副代表理事
総務省地域情報化アドバイザー

教育を核とした地域づくりとICT活用
全国で広がりを見せる「高校魅力化プロジェクト」。いま高校が変革の時を迎えて
います。地域にとって高校は「人づくりの拠点」でもあり、また「地域づくり」の拠
点でもあります。高校の役割が変化する中、ICTがどのように「人づくり・地域づく
り」に貢献出来るのかを考えます。

※当初15:00からとご案内しておりましたが、16:00開始の誤りでした。訂正するとともに、お客様なら
びに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを謹んでお詫び申しあげます。

ITビジネスセミナー　7 階 展示会場内セミナールーム

1
11:10 > 11:50

（40 分）定員35 名

佐賀 光浩 氏

エムオーテックス株式会社
名古屋支店・中部営業課
グループ長

ダウンタイムは許されない!
オリパラで高まる脅威に打ち勝つ方法
オリンピック開催を目前に控え、2019年11月から猛威を振るっているEmotetな
ど、危険なマルウェアが日本企業を狙っています。ひとたびマルウェアに感染する
と、業務が継続困難な状況になり、企業・組織の存続にかかわる大問題に発展す
る恐れがあります。何よりも重要なのはマルウェア感染を“未然に”防ぐこと。本
セッションでは、「オリパラ」「マルウェア」をキーワードに、高まる脅威に打ち勝つ
方法を解説します。

2
14:15 > 14:55

（40 分）定員35 名

椿 芳三 氏

シスコシステムズ合同会社
パートナー事業 エリア担当
シニアパートナーアカウントマネージャー

Merakiで実現するシンプルなネットワークの運用・管理
本セミナーでは、急成長を遂げているクラウド管理型ネットワーク「Cisco Meraki」
の製品特徴やソリューション、販売ポイントについてご紹介いたします。「Meraki」
なら遠隔拠点や複数拠点も、クラウドから一元管理でき、ユーザ様自身でシンプル
に導入や運用管理が可能となります。また、どのような点が「Meraki」採用の要因
になったのかを、具体的な導入事例を交えてご紹介します。

3
15:15 > 15:55

（40 分）定員35 名

伊藤 宏樹  氏
ニュータニックス・ジャパン合同会社
西日本 SE 本部
システムエンジニア

Nutanix で実現する超高速ストレージと仮想化環境
「 Nutanix Enterprise Cloud OS 」は、あらゆるIAサーバーに対応したHCIソフトウ
エアです。予算が足りない、複雑でわからない、という理由で仮想化やストレージ
を諦めてきたユーザー様も、高性能な仮想化環境を、極めてシンプルに、かつ安
価に入手可能に。そして、NASやファイアーウォールの導入も急増中？！  HCI市場 
No.1シェアの「 Nutanix 」の秘密を、誰にでもわかりやすくご説明します。

4
16:15 > 16:55

（40 分）定員35 名

塚本 小都
ダイワボウ情報システム株式会社
販売推進本部 販売推進 3 部
SW3グループ
課長代理

急速に訪れるサブスクビジネスの波
今、あらゆる業界でサブスクサービスが急拡大しています。IT市場においてもサブ
スク型サービスが増えており、さらにWindows EOSがクラウド・サブスクシフトを
加速させようとしています。本セッションでは、クラウドサブスクを取り巻く変化を
iKAZUCHI（雷）の最新状況と併せてご紹介します。

セミナ ー の ご 案 内
※受付開始は15 分前からとなります。



出 展 概 要
※出展社、 出展内容は変更される場合があります。

展示ソリューションが解決する各種課題
展示タイトル 出展概要 出展社名

 業務効率化・
生産性向上

TCO
削減

 人材育成・
情報共有

情報
発信

セキュリティ
強化

BCP 対策
（防災対策）

教育の
情報化

iKAZUCHI（雷）

災害対策向け、
お手軽クラウド新登場!

2019年下期にリリース以来、お問い合わせひっきりなし
のバックアップデータ専用クラウドサービス。正式名称は、

「Arcserve Business Continuity Cloud」と申します。既
にイメージバックアップの「Arcserve UDP」をご利用のお
客様で、RPS（復旧ポイントサーバ ）を立てて運用されて
いる中~大規模ユーザ様には、データの二次保管先として

「Arcserve UDP Cloud Hybrid」をご提案可能です。

arcserve Japan 合同会社

働き方改革の第一歩目は、PC
を安全に持ち出すことから始め
ましょう!

働き方改革に伴い、業務改善を模索するなかで切っても切
れないモバイルワークの導入検討。「Shadow Desktop」
はモバイルワーカーの不安点となる、PCの情報漏洩対策・
データ保全を簡単、確実に解決します。

株式会社 アール・アイ

共同作業や業務効率アップの
ための "最高のクリエイティブ"

「Creative Cloud」は、「Photoshop」や「Illustrator」と
いった定番アプリをはじめ、フォントなどのサービス、クラ
ウドならではの機能を統合。「Acrobat DC」は、電子文書
の運用ツールとして、電子サインなどの新たなサービスを統
合。初心者からプロまで、あらゆる分野であなたのアイデア
を叶えます。

アドビ システムズ 株式会社

【クラウド対応】サイバー攻撃
対策ソリューション

クラウド対応の情報漏洩対策ソリューション「InterSafe 
I L P 」、多 様 化 するサイバ ー 攻 撃 対 策へ向 けて進 化し
たWe b 分 離ソリューション「 I n te r S a fe  We b Fi lte r 」&

「InterSafe WebIsoration」、ChromeBookにも対応し
たクラウドWebフィルタリングソリューション「InterSafe 
GatewayConnection」などをご紹介します。

アルプス システム
インテグレーション株式会社

インターコムの『働き方改革』
支援ソリューション

社外で使うPCからの情報漏洩を防ぐ。従業員の残業状
況やテレワーカーの勤務状況などを可視化する「MaLion 
Cloud」と お客様や現場の問題を遠隔でスピード解決する、

「RemoteOperator Helpdesk」をご紹介します。

株式会社インターコム

業界最高峰のAIアンチ
ウイルス「CylancePROTECT」

業界最高峰のAIアンチウイルス「CylancePROTECT」はマ
ルウェア感染を99%以上防げます!

MOTEX
（エムオーテックス株式会社）

「AutoCAD」で働き方改革を
実現!

3次元の汎用CADソフトウェア。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

中堅中小企業向け
次世代型セキュリティ

中小企業向けへ最適なエンドポイントセキュリティです。振
る舞い検知、AI解析、ホスト型IPS、脆弱性攻撃ブロックな
どの次世代型アンチウイルス機能を標準実装しています。

株式会社カスペルスキー

定義ファイル+クラウドサンド
ボックスのハイブリッドセキュ
リティ!

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するために、エンドポイントセキュリ
ティだけではなく、仮想サンドボックスや機械学習機能を組
み合わせたクラウド型サンドボックス製品の提供もしており
ます。また、手続きの簡略化、ライセンス費用の経費化、利
用台数の変動に柔軟に対応したい環境にうってつけの月額
サービスでご利用いただけるiKAZUCHI版も提供しており
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

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

中小企業のスタンダード!
無線LAN、ファイルサーバの
やるべきこと

今や中小企業でもセキュリティは必需品です。特に無線
LAN、ファイルサーバはセキュリティを考える上で欠かせな
いポイントです。何がつながっているか目視できない無線
LANを知らない端末の不正利用からどう守るのか?本年サ
ポート終了を迎えたWindows Server 2008 のリプレイスに
は何が最適か?多くの中小企業の皆様が取り組んでいる課
題に対して、事例を交えてご提案いたします。

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

ブラウザで『保護されていない通信』、こんな警告を見たこ
とがありませんか? Webサイトには本物のサイトであること
がわかるようにSSLサーバ証明書を導入し、HTTPS暗号化
通信で運用することが求められます。日本ベリサインとして
設立以来、24年にわたり電子証明書の発行ベンダーとして
国内で豊富な実績とノウハウを保有する、デジサート・ジャ
パンのSSLサーバ証明書とWAF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）

Webとメールを『無菌室』化
し、守りたいファイルは手元を
離れたあともコントロール。

多くの企業が Office 365 やBoxなどのクラウド製品を活用
し、業務効率向上に取り組む中、様々なリスクが存在しま
す。そういったクラウド製品を活用する上で必要なセキュリ
ティ対策を紹介いたします。

デジタルアーツ株式会社
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ビジネスメール詐欺撲滅!
最先端のクラウド・セキュリティ
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

「Microsoft Teams」による業
務効率化と「Windows Virtual 
Desktop」によるセキュアな働
き方改革

DISでも全社で活用中の「Microsoft Teams」をデモを交え
て紹介させていただきます。また、「Microsoft Azure」の新
サービスである「Windows Virtual Desktop」により新しい
VDI環境の実現をご紹介します。

日本マイクロソフト株式会社

紙・メール・Excelに依存した
社内業務を『現場で』改善

Excelや紙などの業務を現場レベルでシステム化、テレワーク
に便利なウェブ会議、Office 365 連携など、現場自ら働き方
を変えることのできる最新グループウェアを紹介します。

株式会社ネオジャパン

業務ソフト分野
3年連続No.1の

「PCAクラウド」

業務用パッケージソフト分野で、3年連続売上1位を獲得し
た「PCAクラウド」!　何故首位を維持し続けているのか、
それは、“モノ”売りではなく“コト”提供への変革がキーに・・・ 
その詳細はブースにて実感してください。

ピー・シー・エー株式会社

Windows 10 時代の新しい
エンドポイントの紹介

Windows 10 に標準搭載されている MS Defender も一緒
に管理できる新しいタイプのエンドポイントをご紹介させて
いただきます

マカフィー株式会社

サブスクリプション管理
ポータル「iKAZUCHI（雷）」

ますます広がる、取扱サービス。DISがご提供するサブスク
リプション管理ポータル「iKAZUCHI（雷）」のご紹介です。

iKAZUCHI（雷）（ダイワボウ
情報システム株式会社）

ビジネスソフト&クラウド

「X-point」/「AgileWorks」、
「OKBIZ. for FAQ」、
「HENNGE one」、
「PassLogic」の展示、紹介

■  ペーパ レス 、業 務 改 善 を 加 速させるワークフロー
「X-point」のご紹介 ■ FAQサイト構築 国内シェアNo.1
「OKBIZ. for FAQ」のご紹介 ■ No.1クラウドセキュリティ
サービス「HENNGE one」のご紹介 ■ 二要素認証、トーク
ンレスワンタイムパスワード「PassLogic」のご紹介

ATLED/OKWAVE/
HENNGE/パスロジ

（ディーアイエス
ソリューション株式会社）

どこでも顔認証!
超高速で正確な

「Taskal Time-Card」

勤怠管理、ラクしませんか?　導入も維持費も安く、誰でも
簡単に使えるAI搭載顔認証勤怠管理システム　「Taskal 
Time-card」　が叶えます。生体認証でありがちな誤認識や
認証速度の問題を解決。1秒以内の正確な顔認証を実現し
ました。打刻データはクラウド上でリアルタイムに記録。い
つでもCSVファイルをダウンロードできる為、面倒な集計作
業もラクラクです。まずは無料でアプリDL・お試しください。

株式会社アイシーソフト

パートナー様との協業による
クラウド型ソリューション作り

「IBMクラウド」をプラットフォームとし、全国のパートナー
様とご一緒にソリューション作りや仲間作りをいたします。
具体的な事例もご紹介します。

日本アイ・ビー・エム株式会社

セキュリティ

映像監視は、EYE（人の目）
からAI（人工知能）へ

今まで録画画像検索に、膨大な時間・労力が必要でしたが、
「VS-AI」はAIの認識技術を用いる事により、記録の瞬時
検索を実現した検索装置です。VS-AIを中心にNVRも展示
をしております。

株式会社R.O.D

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、Office 365のアップデート
を管理画面上でよりスムーズに実施できる仕組みをご提
供。管理画面から手軽に配布作業が行えるため、管理者の
負担を軽減できます。

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）

次世代テクノロジー

ノンプログラミングで
業務自動化!
現場開発実績No.1!
RPAテクノロジーズの

「BizRobo!」

■ RPA（Robotic Process Automation）とは ■ RPAが必
要とされる背景と日本における労働環境の変化 ・業務効率
化におけるRPAの強みとアウトソーシングとの違い ■ RPA
による業務自動化のメリット ■ RPAがビジネスと市場に与
える影響 ■ これからRPA導入を進める方へ ■ RPA導入事
例 ■ ダウンロードしてすぐにご利用可能!『BizRoboマー
ケット』

RPAテクノロジーズ
株式会社
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インテルの
最新テクノロジーデモ

インテル が 提 唱 する次 世 代 のモ バ イル P Cを定 義した
「Project Athena」は、次世代テクノロジーを活用した新し
いモバイルPC体験の実現を目指す、非常に薄くて軽量、か
つ長時間バッテリ駆動で、インテル® CoreTM プロセッサー
搭載のノートブックPCです。またそれらに搭載されているイ
ンテル® Wi-Fi 6 ソリューションは、最速の PC 向けワイヤレ
ス速度を達成し、より応答性の高いパフォーマンスを発揮
する最新のテクノロジーです。その他、メモリを変えるだけ
でPCの応答性が高まるインテル® OptaneTM メモリなどを
ご紹介します。

インテル株式会社

IoTシステムを構築する環境を
まるごと提供

既存設備の監視システムを最小限の初期投資でスタート可
能な「CONPROSYS」のIoTデバイスを展示します。また、
工場のIT推進に欠かせない産業用コンピュータも多数取り
揃えております。コンテックブースへ是非お立ち寄りくださ
い。

株式会社コンテック

畜産IoTシステム「LiveCare」
「LiveCare（ライブケア）」とは、IoT技術を活用して牛群の
体温変化・行動量分析を把握することで 事前に疾病予報と
品質管理を一回で済ますスマートなサービスです。

株式会社 The Better

働き方を変える、
日本HPの最新ラインアップ

詳細はWebサイトでお知らせします。 株式会社日本HP

『働き方改革』をご支援する
DIS iKAZUCHI（雷）×
NEC最新ソリューション

『働き方改革関連法』に準拠したクラウド型勤怠管理シス
テム「勤革時（きんかくじ）」、世界No.1の顔認証技術搭載
の顔認証サービス「NeoFace Cloud」と工事不要で運用
できる入退室管理システム「Akerun」連携、Windows 10 
移行後のIT管理者の負荷軽減を支援する「Express5800 
WSUS導入セット」をご紹介します。

NEC（日本電気株式会社）

富⼠通、arrowsシリーズ
初となるマルチ翻訳機

「arrows hello」

持てば、気分はネイティブ。世界と「話す」「聞く」「読む」
が自由自在。外国語でのコミュニケーションをスムーズに
行え、海外からのお客様とのボーダーレスな意思疎通が可
能。様々な場面でご活用いただけます。

株式会社
富⼠通パーソナルズ

生産性向上・属人化解消を
支援する、AI画像判定サービス

「MMEye」

AI画像判定サービス「MMEye」は、AIや画像処理の知識が
不要で、簡単導入可能な画像判定サービスです。弊社の技
術やノウハウを体系化したAI『Paradigm』を搭載し、製造
現場でリアルタイムに画像判定をすることができます。

株式会社YE DIGITAL

DISがご提案する
RPAソリューション

働き方改革を進めても、業務の総量が減少するわけではな
く社員への負荷が増える場合もあります。DISではロボット
を使用した作業時間の削減を提案します。RPA導入をご検
討の方、導入後の推進でお悩みの方、是非ブースへお立ち
寄りください。

ダイワボウ情報システム
株式会社（RPA）

ITインフラ（エッジデバイス）

高性能ネットワークカメラと
オーディオの連携によるイン
テリジェントソリューション

高画質・高性能のネットワークカメラとネットワークオーディ
オ、最新のインテリジェントソフトウェアを活用した、店舗
の運営効率化、館内放送ならびに、遠隔監視と入退室管
理の各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

PC/タブレットから周辺機器ま
で、業務の安定稼働をお手伝
いする "最適なご提案" をいた
します。

産業用PC・タブレットについては導入事例を交えながらエレ
コム/ロジテックならではの、ソリューションをご案内いたし
ます。お客様の業務の安定稼働をお手伝いさせていただき
ます。

エレコム株式会社

「Surface」製品をご紹介します

「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。是非一度ご覧く
ださい。

日本マイクロソフト株式会社
（Surface）

国内生産で安心サポート!
コストパフォーマンスが高い
BTOパソコンメーカー!

■ CADなどの重い作業もサクサク!ハイエンドデスクトッ
プPC クリエイター向けブランド「DAIV」■ 高コスパモバ
イルノートPC!14型 軽量ノートPC「MousePro-NB410H」 
■ 中小企業向け初めてのサーバー導入にピッタリなコン
パクトサーバー「MousePro SV」シリーズ ■ 文教・工場や
現場向けに!360度回転、防塵・防滴の堅牢タブレットPC　

「MousePro P116B」■ 文教向けに!10.1型 リーズナブルタ
ブレットPC「MT-WN1004-V2」

株式会社
マウスコンピューター

Windows 10 時代の
サブスクリプションサービスの
ご紹介

ハードウエアから Windows 10 運用ソリューションまで月
額サービスでご提供。 Windows 10 アップデートを簡単確
実に実行する 「Unifier Cast」 、 テレワーク導入の決定打 

「Passage Drive」 を展示。 Office 365 の導入を促進する
ソリューションで皆さまをサポートします。

横河レンタ・リース株式会社

ダイワボウ情報システム
株式会社

（Appleソリューション）

Appleのソリューションおよびプログラムを紹介いたしま
す。ASM/ABM/DEP/VPPなどのApple独自プログラムの
説明と、「Airレジ」などを中心としたソリューションの展示
を行います。

ダイワボウ情報システム
株式会社

（Appleソリューション）
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DIS mobile（通信・ITデバイス）

当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『通信コストを手軽に再販できる』年間パックのご紹
介。SIMフリーデバイスのご紹介と共に各キャリア通信SIM
プランを組み合わせて、ユーザー様の用途にあわせた最適
な通信サービス（固定IPなど）をご提案いたします。

DIS mobile（ダイワボウ情報
システム株式会社）

ITインフラ（サーバー&プラットフォーム）

災害・DR対策バックアップ・
サイバープロテクションを
実現可能なソリューション

「Acronis Cyber Backup」はデータ保護にランサムウェア
対策やバックアップデータの公証機能などのセキュリティ
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揃えており、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。PC、サーバーのイメージングに最適な

「Acronis Snap Deploy」もご紹介します。

アクロニス・ジャパン
株式会社

クラウド時代のデータ保護。
オンプレ・クラウドを統合し
15分以内の復旧を実現!

■ No.1のバックアップとリカバリ「Veeam」:仮想、物理、
クラウドベースのあらゆるワークロードのデータ保護を実現
し、確実なデータ保護と高速かつ柔軟な復旧を可能にしま
す。■ シンプルな事業継続を実現「Zerto」:「Zerto」はオ
ンプレミスとクラウドをシームレスに接続しハイブリッドクラ
ウドを実現します。クラウドへの移行、オンプレへの回帰、
クラウドへのDR等、クラウドに関わる様々な課題を解決し
ます。

ヴィーム・ソフトウェア
株式会社/ゼルトジャパン

「VMware SD-WAN by 
VeloCloud」を活用した
WAN最適化

「VMware SD-WAN by VeloCloud」は、あらゆるタイプの
WAN回線を統合して有効活用することで、クラウド サービ
ス、プライベート データセンター、SaaSベースのアプリケー
ションへのアクセスを最適化します。また、WANネットワー
クを簡素化し、ネットワークの俊敏性を高めます。

ヴイエムウェア株式会社

仮想化システムならオムロン!
最新のUPSを用いた構成事例
をご紹介

仮想化システムの電源障害対策も、オムロンのUPS仮想
化ソリューションにおまかせください! HCI構成・3Tier構成

（サーバ+ストレージ構成）のシャットダウン・起動まで自動
で行えます。また、別立ての電源管理サーバが不要なので
導入コストの削減が可能です。SIerの設定作業負担を軽減
できる新ソフトもご紹介いたます。その他にも、リチウムイ
オンバッテリUPSによる、BCP対策等の事例もご提案いた
します。

オムロン
ソーシアルソリューションズ
株式会社

「Cisco Meraki」/
「Cisco Webex」

「Cisco Meraki」の特長であるクラウド管理機能を活用し
たネットワークの可視化・シンプルな運用、今後のデジタル
マーケティングに向けたデータ分析機能をご紹介させてい
ただきます。また、クラウド会議サービスの「Webex」では
簡単操作で高品質なコミュニケーションの実現を体感いた
だき、リリースされた新機能についてもご紹介いたします。

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 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

HCIに最適!Eaton UPSの
電源管理ソリューション

オンプレミスでUPSを導入する際に考慮すべきことの1つ
が、停電発生時のシャットダウン方法。Nutanix・NetAppと
テクノロジーアライアンスを結ぶEatonだからこそ実現でき
る電源管理ソリューションをご紹介。また、200V機器にも
対応したEaton UPS 9PXシリーズで『低価格・高信頼性』を
実現。是非弊社ブースにお立ちよりください。

ダイトロン株式会社

働き方改革を支える
Dell Technologies 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いただいているのが Dell EMC 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。

Dell Technologies

最新かつセキュアな
仮想基盤インフラ&
無線ネットワークご紹介

次世代のIT運用を実現する最新のインフラソリューションを
ご紹介いたします。

日本ヒューレット・パッカード
株式会社

ITインフラを劇的に改善する
ハイパーコンバージドインフラ

Nutanix（ニュータニックス）は、HCI:ハイパーコンバージド
インフラの元祖として市場をリードし、マルチクラウドアー
キテクチャを構築、運用することを可能にしました。基盤と
なる「Nutanix Enterprise Cloud OSソフトウェア」は、プラ
イベートクラウド、パブリッククラウド、ディストビューテッド

（分散）クラウドの各オペレーティング環境を統合し、あら
ゆる規模のITインフラストラクチャーとアプリケーションを
単一で管理する機能を提供します。

ニュータニックス・ジャパン
合同会社

NetApp HCI

「NetApp HCI」は、あらゆる企業規模に最適な次世代型ハ
イパーコンバージドインフラです。シンプルな運用管理はも
ちろん、きめ細かなQoS機能により複数のアプリケーション
のパフォーマンスを保証することができます。

ネットアップ合同会社
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働き方改革的システム保守と
PC保守

人材不足と働き方改革に対応するため、システム障害から
の短時間、簡潔な復旧、PCの保守の簡略化など、エンジニ
ア負担軽減をご提案します。

株式会社ネットジャパン

「NAS」
「データ完全消去ソフト」
「監視カメラ」

■「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 ■「Blancco」:『データ完全消去ソフト
ウェア』PCやサーバー、仮想マシンやタブレットなどさまざ
まなデバイスのデータ消去が可能 ■「VIVOTEK」:IPカメ
ラ/PoEスイッチ/NVR/アナログ変換ビデオサーバーなど、
ハードウェアがすべて揃った『監視カメラソリューション』

QNAP/Blancco/VIVOTEK
（株式会社フォースメディア）

トータル電源ソリューションの
ご提案、働き方改革・業務効率
化ソリューション、AIを活用し
た画像検査ソリューション

■ ITシステムのBCP対策に、高効率ミニUPSとコンパクト
発電装置を組み合わせた長時間（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。
■ 働き方改革を支援するセルフサービスBIツール「軽技
Web」、効率的なワークフロー「ExchangeUSE」  ■ AIを活
用した画像検査ソリューション「AI-EYE」

富⼠電機株式会社

テレビ会議システムとクラウド
web会議サービスで、
業務効率化を実現!

Poly社のテレビ会議端末とクラウドサービス「BlueJeans」
を組み合わせて、様々な環境のお客様が遠隔地同⼠での
意思決定を迅速化し、生産性の向上を実現できる製品をご
紹介します。

株式会社プリンストン

企業のクラウド導入時の
課題をDNSで解決

企業が抱えるクラウド導入時の課題（既存ネットワーク更
新,セキュリティ強化,導入コスト etc.）に対して、DNSを最
適に構築することで容易に解決できる手段があります。ご
紹介する「BlueCat DNS Service Point」を中心に、Office 
365とCisco Meraki MXシリーズとの連携ソリューションを
デモでご覧いただけます。既存ネットワーク環境を変更せ
ず、コストを押さえてクラウド導入の促進に寄与し、現在抱
えている課題をシンプルに解決へ導きます。

BlueCat Japan 株式会社

導入実績拡大中!
リチウムバッテリUPS/
HCI対応UPSシステムのご紹介

■『実はここまでやらなきゃいけない!!自動シャットダウンと
自動起動』大規模災害の懸念が広がるなか、UPSシステム
は万全ですか? HCIや仮想化基盤、ストレージに対し、自動
シャットダウンおよび復旧時の自動起動までを考慮したUPS
システムをご紹介します。■『止めない電源ソリューショ
ン!』発電機に代わる計画停電対策として、リチウムバッテ
リUPSを組み込んだソリューションをご紹介します。

UPSソリューションズ
株式会社

Society 5.0 一番乗り!
IoT向けエッジサーバー・
HCI・お得なタワーサーバー

『Society 5.0』対策や Windows 2008 のEOS対応にも
ピッタリ!来るIoT時代を見据えた堅牢性に優れるコンパク
トサイズのエッジ・コンピューティング・サーバーや、仮想シ
ステムの運用を革新的にシンプル化しクラウド感覚で仮想
化を実現するハイパーコンバージドシステム、お得なDISオ
リジナルモデルのタワーサーバーをご紹介します。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・エンタープライズ・
ソリューションズ株式会社

Lenovoの次世代型デバイスで
スマートに働き方改革

自分のワークスタイルにフィットしたICTを選択して、さらに
効率的でクリエイティブな働き方へ。Lenovoの多様なライ
ンナップから最新のスマートデバイスをご紹介します。

レノボ・ジャパン株式会社

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

スマートテレワークパッケージ
で簡単にテレワークを
始めませんか?

『テレワーク導入推進コンソーシアム』が提供する、テレ
ワークに適したツールを詰め込んだパッケージを紹介しま
す。必要なツールを選択するだけで、すぐにテレワークをス
タートできる環境を整えることができます。

ダイワボウ情報システム
株式会社

（テレワーク導入推進
コンソーシアム）

ネットワーク

ネットワーク機器を簡単設置・
運用管理できる「Nuclias」

■「 N u c l i a s 」: D - L i n kの新しいクラウド管 理システム
「Nuclias」は、ネットワーク機器を統合管理し、運用管理
に掛かる業務負荷の軽減、運用コストの削減を実現しま
す。■ 種類豊富なPoEスイッチ:本格的な管理や冗長性を
兼ね備えたPoE製品から管理不要でコスト重視のPoE製品
まで幅広くご紹介します。

ディーリンクジャパン
株式会社

ネットワークの
リモート管理ソリューションと
クラウド関連ソリューションの
ご紹介

「TeraStation」のリモート管理で好評いただいている「キ
キNavi」が新たに「AirStation Pro」に対応。また、新たな
クラウドバックアップソリューションとして『売りやすい』オ
ンプレ+クラウドの『BCP対策』をご提案。昨今話題の『情
報漏洩』対策として磁気データ消去装置「MagWiper」など

『データ消去』ソリューションも展示しております。

株式会社バッファロー
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映像・ドキュメント・周辺機器

miniPCでデジタルサイネージ/
アドオンパッケージで機能追加
が出来るNAS

■ サイネージ向けminiPC（Windows 10 IoT Enterprise）
にプリインストールされているサイネージアプリ時間割看板
を組み合わせる事によってデジタルサイネージを実現できま
す。■「HDL4-Xシリーズ」は、RAIDに替わるアイ・オー独自
の冗長化テクノロジー『拡張ボリューム』を採用し耐障害性
の向上と容量を拡張できる柔軟性を実現。また、クラウドス
トレージへのバックアップ機能やウィルス対策機能など、必
要なものを後から追加するアドオン方式により無駄なリソー
スを消費を抑え快適なオフィス運用が可能。

株式会社アイ・オー・データ
機器

人気のモバイル+
EIZOモニターで働き方改革&
生産現場向けソリューション

■オフィス向けご提案:ワークスタイルの変革によって、ノー
トPCなどのモバイルが普及していますが、一方で『画面が
小さくて使いづらい』『姿勢が悪くなり疲れやすい』などの
弊害も起こっています。これらの問題を解決するため、疲れ
目対策などのEIZO独自の技術や、業務効率を上げるモニ
ターレイアウト、ミーティングを効率化をするためのガジェッ
トをご紹介します。■生産現場向けご提案:ラインを監視す
るカメラネットワークと生産管理システムなどの情報の活用
法をご提案します。

EIZO株式会社

インクジェットプリンターで
経営改革!

エプソンのインクジェットプリンターが、医療（クリニック）の
出力環境を改善する3つのポイント、『コスト削減』、『業務
効率化』、『環境負荷低減』についてご案内いたします。

エプソン販売株式会社

7年無償保証の
「COREFIDO EX」シリーズを
中心としたLEDプリンター

プリンタの常識を超える、業界初7年間の長期無償サービ
スを携えた「COREFIDO EX」シリーズをメインにご案内。媒
体対応力も高く、業種ごとの出力ニーズにも高い品質でお
応えできます。さらにTCO削減に業務効率向上にお役立て
いただける、各種プリンタ・複合機もご案内しています。沖
データのLEDプリンタはあらゆるオフィスシーンにお役立ち
いたします!!

OKIデータ
（株式会社 沖データ）

4Kタッチディスプレイで
ビジネス改革を加速する

≪スムーズなタッチ操作、会議の電子黒板、ペーパーレス化
を実現!≫ ■ポイント ● 4Kが出力できる高精細なディスプ
レイ ● スムーズなタッチ操作（Android搭載）● 安心機器
保証（3年/5年）

シャープマーケティング
ジャパン株式会社

サイネージプレーヤー
「BrightSign」と専用
オプションモジュールキット

ローコストで思い通りのデジタルサイネージを実現するサイ
ネージプレーヤー「BrightSignシリーズ」をご紹介します。
また、顔認識センサー、RFID、ピックアップセンサー、加速
度センサーなどの「BrightSign」専用オプションモジュール
キットもあわせて展示します。「BrightSign」と組み合わせる
ことにより、インタラクティブなデジタルサイネージを実現し
ます。

ジャパンマテリアル
株式会社

ビジネスに効くディスプレイ&
モバイルデバイスの体感

WS改革に伴い、職場環境の変化に対応するデバイスソ
リューションをご提案。■ 大型ディスプレイを活用した会
議ソリューション ■ モバイルPCを活用した通信環境改善ソ
リューション ■ デジタルペーパーを活用したペーパレスソ
リューション

ソニーマーケティング
株式会社

ディスプレイ活用で、
手軽で効果的な業務効率化!

人気上昇中の「PHILIPS」スーパーウルトラワイドディスプレ
イ!”広い”が叶えるパフォーマンス向上をぜひ体感してくだ
さい。

PHILIPS（MMD Singapore 
Pte Ltd. 日本事務所）

繋ぐ音、創る音、
防ぐ音をヤマハがご提案

WEB会議/遠隔会議の会話を円滑に行うためのマイクス
ピーカー「YVCシリーズ」や、会話のプライバシーを守る

「VSP-1」、「VSP-2」。さらにネットワーク製品もご紹介し
ます。

ヤマハ株式会社

国内自社工場生産で安心の
3年保証のドライブレコーダー

国 内自社 工 場 生 産で安 心の3 年 保 証のドライブレコー
ダー、災害時にも活躍するポータブル電源、営業車などに
最適なインバーターなどを展示いたします。また、非常に安
価なJAPANNEXT製ディスプレイも展示いたしますので、是
非お越しくださいませ。

株式会社来夢

RICOHの
ビジュアルコミュニケーション

■ 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、省スペースでのコミュニケーションの実現を
ご提案いたします。■ 進化したホワイトボードにより、『映
す』『書く』『つながる』『共有する』のコミュニケーションか
ら新しい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

モバイルエッジ
コンピューティングデバイス&
教育用2in1タブレット

■ モバイルエッジコンピューティングデバイス「DE100」と
ウェアラブルメガネ「AR100」を活用した遠隔支援ソリュー
ション　■高性能タブレットで楽しく授業、キーボードでPC
スキル習得。「教育用10.1インチ2in1PC」

Dynabook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「Let's 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）■ 
TV会議「HDコム」

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
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交通
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名古屋市中村区名駅4丁目4-38

ウインクあいち 7階展示場

愛知県産業労働センタ ー会場
7階展示場

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 2020 in 名古屋」からお申し込みください。
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev09/ict_expo2020_nagoya.html

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。

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

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
当社よりご案内いたします
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日立 製造･流通業向け
基幹業務ソリューション

「FutureStage生産･販売管理
システム」

販売開始から約30年、導入数4000システム以上の業種
特化型の基幹業務パッケージです。製造業･卸売業におけ
るさまざまな業務ノウハウを凝縮した生産･販売管理システ
ムです。

株式会社日立システムズ

業務効率UP!
ブラザープリントソリューション 
熱転写ラベルプリンタ
始めました

■ モバイルプリンタ:ブラザーのモバイルプリンタはロール
紙だけでなくA4,A6,A7と幅広いラインナップがございま
す。出先で用紙を出力することでスピード対応、入力業務の
削減に貢献いたします! ■ ラベルプリンタ:ブラザーのラベ
ルプリンタは感熱・熱転写・ラミネートテープと使用環境、用
途に合わせてご提案可能です。貴社に最適の1台をご提案
させていただきます。

ブラザー販売株式会社

教育ICT

モバイルクラウドを活用した
デバイスと事例のご提案

様々なビジネスシーンに合わせた Windows デバイスの展
示と主に文教市場を席巻している Chrome デバイスの展示
と活用事例をご案内します。Chrome デバイスにおいては
ノートブックタイプからデスクトップタイプまで多様な機種を
取り揃えておりますので、ぜひ日本エイサーブースへお立ち
寄り下さい。

日本エイサー株式会社

DISの教育ICTソリューション

2020年からの新学習指導要領への対応に備え、各自治体
にて教育ICT整備が急務となります。教育ICTプロダクトか
ら教員研修、ICT利活用・運用まで一環してご提案させてい
ただきます。

ダイワボウ情報システム
株式会社

（教育ICTソリューション）

Google for Education

話題の「Chromebook」、運用を効率化する「Chrome 
Education」のデモを体験いただきます。また、「G Suite 
for Education」の概要から学校現場での活用ポイントをご
紹介いたします。

ダイワボウ情報システム
株式会社

（Google for Education）

https://www.winc-aichi.jp/access/
https://www.winc-aichi.jp/access/
https://www.winc-aichi.jp/access/
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev09/ict_expo2020_nagoya.html
https://www.pc-daiwabo.co.jp/office/chubu.html#pref_aichi

