
出展概要 

スマートデバイス 

インテル株式会社 
ASUS JAPAN株式会社 
ダイワボウ情報システム株式会社 
   Windowsタブレット推進センター 
東芝情報機器株式会社 
日本エイサー株式会社 
日本電気株式会社 
レノボ・ジャパン株式会社 

サーバ・仮想化 

ヴイエムウェア株式会社 
デル株式会社 
日本アイ・ビー・エム株式会社 
日本ヒューレット・パッカード株式会社 
株式会社富士通パーソナルズ 
レッドハット株式会社 

会議システム 

インターコール・ジャパン株式会社 
ソニーマーケティング株式会社 
プリンストンテクノロジー株式会社 

Mac・iOS 

株式会社エステック 
ダイワボウ情報システム株式会社 
テックウインド株式会社 
株式会社モリサワ 

セキュリティ 

アイビーシー株式会社 
エムオーテックス株式会社 
株式会社カスペルスキー 
株式会社シマンテック 
Sky株式会社 
株式会社セキュアヴェイル 
デジタルアーツ株式会社 
トレンドマイクロ株式会社 

ソフトウェア 

アドビシステムズ株式会社 
エーアンドエー株式会社 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 
ディーアイエスソリューション株式会社 
日本オラクル株式会社 
日本マイクロソフト株式会社 
ピー・シー・エー株式会社 
メガソフト株式会社 

プリンタ 

エプソン販売株式会社 
株式会社沖データ 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
ブラザー販売株式会社 

デジタルサイネージ・液晶 

EIZO株式会社 
サムスン電子ジャパン株式会社 
シャープエレクトロニクスマーケティング株式会社 
タッチパネル・システムズ株式会社 
(株式会社立花エレテック） 
ディーアイエスアートワークス株式会社 
三菱電機株式会社 

ネットワーク 

アライドテレシス株式会社 
FXC株式会社 
シスコシステムズ合同会社 
パナソニックESネットワークス株式会社 
ヤマハ(SCSK株式会社) 

サービス 

ダイワボウ情報システム株式会社 
       サービス営業グループ 
ディーアイエステクノサービス株式会社 

周辺機器 

株式会社アイ・オー・データ機器 
エレコム株式会社 
株式会社バッファロー 
株式会社ユニテックス 
ラリタン・ジャパン株式会社 

電源管理 

オムロン株式会社 
シュナイダーエレクトリック株式会社 
明京電機株式会社 
UPSソリューションズ株式会社 

FA 

株式会社コンテック 
株式会社デジタル 
株式会社日立製作所 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

ストレージ・バックアップ 

株式会社アール・アイ 
アクロニス・ジャパン株式会社 
EMCジャパン株式会社 
イメーション株式会社 
NTTコミュニケーションズ株式会社 
ダイワボウ情報システム株式会社 
株式会社ティ・アイ・ディ 
日本CA株式会社 
PROMISEテクノロジー株式会社 

クラウド/SaaS 

アステック株式会社 
サイボウズ株式会社 
ダイワボウ情報システム株式会社 
    iDATEN(韋駄天)SaaSplats 

文教ビジネス 

ダイワボウ情報システム株式会社 
              文教ブース 

ネットワークカメラ 

株式会社R.O.D 
アクシスコミュニケーションズ株式会社 
パナソニックシステムネットワークス株式会社 

プロジェクタ・デジカメ 

株式会社ニコンイメージングジャパン 
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 
リコージャパン株式会社 
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ストレージ・バックアップ 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

インテル株式会社 
企業向け最新クライアントデバイス 
Ultrabook™とタブレット 

さまざまなクライアントデバイスが登場する中、本当に業務に使える機器をお探しの方は必見です。最新のクライアント
デバイスとタブレット製品をご紹介いたします。 

ASUS JAPAN株式会社 
最新機種を使ったNFC及びタッチパネルソリュー
ション 

最新PC、AIO-PC、TABLETのタッチパネルを使って、ビジネスに於いてのソリューションをご提案。又、NFCを使ったクラ
ウドサービスを使った新しいビジネスのご提案いたします。 

ダイワボウ情報システム株式会社 
Windowsタブレット推進センター 

Windows8 タブレットと関連ソリューション 
Windowsが使えるタッチPCを活用しませんか？使い慣れたOS･アプリケーション、USBやプリンタなどの周辺機器が使
えます。ブースではWindows8 タブレットの実機デモや、代表的なソリューションをご紹介します。また営業ツールとして
当社作成の「Windows8タブレットソリューションカタログ」をお配りしております。 

東芝情報機器株式会社 東芝最新ビジネスノートPCをご紹介 
薄さ・軽さにこだわったモバイルノートPCや、Windows8搭載のタブレットPCなど、東芝が自信を持ってご提案させてい
ただく最新ビジネスノートPCを展示いたします。ぜひブースにお立ち寄りください。 

日本エイサー株式会社 
パソコンの最大活用！Windows8の強化ポイント
と ビジネス活用術をタブレットで実感。 

XPのサポート終了が近づく中で、入れ替えをご準備されている企業様も多いかと思います。「Windows8で何が変わる
のか？Windows7と何が違うの？」という疑問に、Windows 8と最新機器の紹介をしながら今から準備していきたいこ
とをご説明いたします。 

日本電気株式会社 
PC、タブレットからプリンターやオールインワンデ
ジタルサイネージキットまで、NEC厳選訴材のご
紹介 

最新モデルのパソコン、タブレット端末、ファクトリコンピュータ、プリンタなど、NECの豊富なラインアップからお客様の
ニーズにフィットした製品をご提案いたします。また、導入が簡単で業種を問わず様々な場所で利用いただける、オー
ルインワンのデジタルサイネージキット「美映エル」も展示デモいたします。 

レノボ・ジャパン株式会社 Windows8最新モデルと省スペースPCのご紹介 
Windows8搭載の最新ノートPCを中心に法人向けタブレット「THINKPAD TABLET2」、超省スペース型PC「Mシリーズ 

Tiny」をご紹介いたします。 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

ヴイエムウェア株式会社 
クラウド時代の企業インフラとエンドユーザコン
ピューティング 

仮想化およびクラウドへの本格的な取り組みによるクラウド時代の企業インフラとユーザ環境の姿を、 
最新のソリューションVMware vSphere 5.1とVMware Horizon Suite （旧VMware View）を使い、具体的な製品デモを含
めご紹介いたします。 

デル株式会社 Dellが提案する最新モビリティーについて 
デルの最新Windows８搭載クライアント・スレートからサーバー・ストレージ・ネットワーク・ソリューションを包括的にご紹介
いたします。 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
サーバーもクライアントも仮想化コーナー 
Easy Virtual Package Plus＆Cloudiva 

DIS Easy Virtual Package Plusは、売れ筋アプリケーション・仮想化ハードウェア・サービスを、“必要なものを必要なだけ”、
スピーディにご提案できるトータルソリューションです。EVP CloudivaはBYODにも対応できる安価なPC仮想化ソリューショ
ンです。 

日本ヒューレット・パッカード株式会社 
話題のWindowsタブレットから仮想環境プラッ
トフォームまで勢揃い 

話題の究極のビジネス向けタブレットElitePad900を展示！また、「自働サーバー」ProLiant Gen8や、仮想化ストレージに
ネットワーク、シンクライアント、ワークステーション、プリンタとIT環境に必要なすべてをご用意しております。 

株式会社富士通パーソナルズ 
・富士通 エターナス『ETERNUS BE50』展示 
・セキュリティソリューション『モバらくだ』ご紹介 

・システムのバックアップを簡単に行うバックアップアプライアンス『ETERNUS BE50』を展示 
・モバらくだ 
概要：（リモートデスクトップで社内の自席ＰＣに接続するためのユーザー認証やリモート電源投入などをボックスタイプの
アプライアンスでご提供します。）メーカー：富士通ネットワークソリューションズ 

レッドハット株式会社 Linuxだけじゃないレッドハットをご覧ください 
Linuxは銀行の勘定系にも利用されるようになり、オープンソースソフトに対する期待は、関西地区でも日増しに高まってき
ています。JBossミドルウェアの新しいラインナップでソリューションを展開されはじめております。またクラウドの世界でも
オープンソースのテクノロジーに注目が集まっています。 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

株式会社アール・アイ 
PCマイグレーションにも有効なバックアップ！

WindowsXP終了を「Air Back」「Secure Back3」が
解決します 

WindowsXPのサポート終了の提唱とともに活性化しているマイグレーション。当社製品ならバックアップ&リストアはもちろ
んのこと、移行先PCへのリストア、そのままバックアップソフトとしてご利用いただけます。また、クラウドを活用したハイブ
リッド製品、集中管理型製品とラインナップをご用意。バックアップはここまで簡単に多様な用途へと活用できることをご来
場の皆様へご説明いたします。 

アクロニス・ジャパン株式会社 

物理/仮想、またWindows/Linuxなどハイブリッド
な環境にも対応したディザスタリカバリ・ソリュー
ションを提供するアクロニス 

アクロニスは、物理や仮想環境、またWindowsやLinuxなど、ハイブリッドな環境に対応したディサスタリカバリ・ソリュー
ションを提供いたします。 

EMCジャパン株式会社 簡単ストレージとバックアップソリューション  
「easy（簡単な）」「entry-level（エントリーレベル）」「efficient（効率的）」3つのeを備えたストレージVNXeシリーズ 
遠隔バックアップに最適なバックアップストレージDataDomainを紹介いたします。 

イメーション株式会社 
「NAS」および「RDX」を用いた低コストで安心・簡単
なバックアップソルーション 

SMB様向けの新たなバックアップソリューションとして「RDX」製品及びDIS様限定販売中のNAS製品「DataAppliance」の
ご案内をさせていただきます。低コストで安心・簡単なバックアップソルーションをぜひご覧ください。 

NTTコミュニケーションズ株式会社 
ファイルサーバのバックアップをクラウドで解決！ 
BizCITY Bizシンプルディスク バックアップタイプ 

Bizシンプルディスク バックアップタイプ 
●ディザスタリカバリ ・・・災害対策としてお客様の大事なデータをNTTコミュニケーションズのデータセンタに保存！ 
●リアルタイム         ・・・オンプレミスとクラウド上を常に最新の状態で同期！ 
●低コスト               ・・・大容量ストレージからソフトウェアまで従来型バックアップと比較し安価に提供！ 
BizホスティングCloudn 
●豊富なAPIを備えた、低価格な「全部入り」グローバルパブリッククラウド！ 

ダイワボウ情報システム株式会社 
VVAULT（ヴイヴォルト）ハイエンドストレージの性
能を実現する最も手軽なストレージ仮想化ソフト
ウェア 

オフィスの中にNASやネットワークHDDが散らばっていませんか？ しかも意外と重要なデータがあちこちに分散されてし
まって管理ができないとお困りでは？ その悩みはストレージ仮想化ソフト「VVAULT」を使ってNASやファイルサーバーを１
つにまとめてしまえば解決です！ さらにライブバックアップ機能でファイルのレプリケーション、クラウドバックアップで災
害対策も完璧です！ その手軽さと便利さをブースでご確認ください！ 

株式会社ティ・アイ・ディ 
高速バックアップ＆ワンクリックリカバリソリュー
ション「FalconStor CDP」 

”事業継続”の観点では、「データを保護する（バックアップ）」だけではなく、「復旧（リカバリ）」までを考える必要がありま
す。そこで「効率的なバックアップ」から「復旧」まで対応したソリューション、【FalconStor CDP】をご紹介いたします。また、
誰が操作をしてもクリック操作のみでミスなくシステム復旧可能な「RecoverTrac」で、サービスの復旧を行い、サービス指
向型のデータ保護を提供します。 

日本CA株式会社 
サーババックアップは最新のARCserveシリーズ
で！！！ 

ARCserve r16.5シリーズは、Windows Server2012に対応済み！サーバリプレイスをお考えのお客様のバックアップも安
心してご提案いただけます。またr16.5シリーズは同士の連携機能強化、国内クラウド環境への対応と,よりIT環境の最新
環境に適応したデータ保護ソリューションを提供します。  

PROMISEテクノロジー株式会社 PROMISE 最新ストレージソリューション 
最新高速インターフェイスThunderboltに対応したストレージからプライベートクラウドストレージまで、プロフェッショナル
やオフィスに最適なソリューションを紹介いたします。 
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Mac・iOS 

会議システム 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

インターコール・ジャパン株式会社 
国境を越えたコラボレーションを実現するイン
ターコールの会議・イベントソリューション 

Reservationless-Plus電話会議: 予約不要の電話会議サービス、モバイル対応 
Cisco WebEx Meeting Center: 世界最大シェアを誇るウェブ会議システムと実績No.1のグローバルサポート体制 
Blue Jeans: 相互運用性に優れ、手軽に実行可能なビデオ会議システム 
バーチャルイベント: ウェブ上でインタラクティブなバーチャル展示会を実現するプラットフォーム 

ソニーマーケティング株式会社 美しいソニーの映像をご体感ください。 

・業務用4Kモニター「PVM-X300」・・・話題の4K液晶モニター。高解像度映像制作現場のモニタリングを協力にサポートす
る30型業務用4K液晶モニターをぜひご覧ください。 
・新ビデオ会議「PCS-XG100S」・・・息をのむ臨場感。「HDビデオ会議システム」新製品。内蔵MCUで最大16拠点同時接続
を実現。 
・VAIO・・・2013年夏モデルの最新機種を展示 

プリンストンテクノロジー株式会社 
距離、時間を感じさせないビジュアルコミュニケー
ション＆コラボレーション 

お客様のニーズにあったビデオ会議システムをご提案いたします 
~展示製品~ 
・Polycom RealPresenceGroup 
・Vidyo モバイル 
・AudiSoft FrontLine HD 
・書画カメラ「QPC60A」 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

株式会社エステック 
・iPadソリューション「ECO Meeting」 
・オンラインストレージサーバ「SwiftPOST」 

iPadペーパレス会議システム「ECO Meeting」をはじめ、大学向け「ECO Meeting 4U」、「教科書配信システム」、ファイル
転送システム「Swift POST」を展示いたします。 

ダイワボウ情報システム株式会社 Apple ソリューション 

最新のApple 製品の提⽰とOS X Server と連携した様々なソリューションをご紹介いたします。 
Apple TVとの連携やiBooks Author のご紹介、さらにモバイルデバイスソリューションを利用したiPadでの会議システムや
営業・教育ツールとしての利活用方法、iPad導入時のセキュリティ対策などをデモを交えてご説明させていただきます。 

テックウインド株式会社 iPad充電・同期管理カート展示コーナー iPadを最大48台の充電・同期ができる管理カートのデモンストレーションを行います。 

株式会社モリサワ 
さまざまなシーンで活躍するユニバーサルデザイ
ン書体 

モリサワのすべてのフォントに、国内・海外で定評のあるメーカのフォントを加えた全860書体が使えるライセンス製品

MORISAWA PASSPORTと分かりやすく、読みやすく、間違えにくい、わたしたちの暮らしの、さまざまなシーンで活躍する
ユニバーサルデザイン書体を紹介いたします。 

クラウド/SaaS 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

アステック株式会社 
プライベートクラウドストレージを自社内で簡単構
築できるソフトウェアパッケージ「intrabox」 

アステックが自社開発したintrabox（イントラボックス）は、クラウドストレージとオンプレミスを統合させた完全なソフトウェア
製品となります。重要なデータを守り、スケールアウト型のストレージを簡単に自社構築できます。全く異なるメーカー、性
能のハードウェアを追加してわずか60秒でストレージ拡張を行えます。 

サイボウズ株式会社 
クラウド型グループウェアの全てがわかる!
「cybozu.com」 

40,000社以上が使う中小企業向けグループウェア「サイボウズ Office」 
月額800円から使えるクラウド型データベース「kintone」 
導入数No.1の代表アドレス宛のメール対応共有システム「メールワイズ」 
300名以上のエンタープライズ向けグループウェア「ガルーン 3」のご紹介をいたします。 

ダイワボウ情報システム株式会社 
iDATEN(韋駄天)SaaSplats 

DISが提案するクラウドサービス 

クラウドコンピューティング市場は近年で目覚ましい成長を遂げ、今後数年にわたり成長し続けることは間違いありません。 
サービスといえばダイレクト(ベンダー直販)モデルが中心ですが、数十年来販売店様と歩みを進めてきたDISは、サービ
スさえ流通させる仕組みづくりを進めています。 
ICTの総合マルチベンダーとして、DISからのご提案をぜひともご覧ください。 

文教ビジネス 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

ダイワボウ情報システム株式会社 
文教ブース 

普通教室における教育ICTソリューションライン
ナップと、防災対策ソリューションのご紹介 

1人1台の情報端末環境を想定した普通教室でのICT活用のご提案をいたします。ご来場のお客様に実際にタブレットPC
を触って頂き、STEP型での活用提案をいたします。 
また、総務省発行の教育分野におけるガイドラインにも掲載されております災害時用情報端末「レスキューPCソリューショ
ン」をご紹介いたします。 
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ソフトウェア 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

アドビシステムズ株式会社 クリエイティブに必要なすべてがここに 

Adobe® Creative Cloud™では、世界最高峰のクリエイティブツールとクラウドストレージを利用できるほか、新
機能や新製品をリリースと同時に利用できます。さらにはCS6以降の主要バージョンは、この先アーカイブされ、
必要な時にいつでもダウンロードしてご利用いただくことも可能です。VIP（バリューインセンティブプラン）のメン
バーシップに加入してぜひ、ご利用ください。クリエイティブに必要なすべてがここに！ 

エーアンドエー株式会社 高機能CADソフト『Vectorworks2013シリーズ』 

高機能3DCADソフトVectorworksの最新版Vectorworks2013シリーズとVectorworks サービスセレクトをご紹
介いたします。様々な分野の活用事例や実機でのデモンストレーションを行いますので是非弊社ブースにお立
ち寄りください。 

株式会社オービックビジネス
コンサルタント 

基幹業務の情報参照と活用を「奉行i8シリーズ」で実現する 
「情報型ワークスタイル」のご提案 

基幹業務システムの多くの情報をさまざまな業務シーンで活用することで、業務担当者はもちろんそれ以外の
部署の方々も含めた業務生産性と付加価値を高めることができます。Windows8に完全対応をした「奉行i8シ
リーズ」は「参照専用ライセンス」「奉行オプション」を利用した基幹業務の情報活用を行う「情報型ワークスタイ
ル」の実現とシステム化されていなかった「業務付加領域のシステム化」の連携をご紹介いたします。 

ディーアイエスソリューション
株式会社 

パスロジ株式会社 
■ワンタイムパスワード「PassLogic」のご紹介/ 
 
有限会社BitOne 
■ＩＴを活用した品質向上・作業改善・技術伝承手法 ～見える化
で作業改善/アイ・ワークスのご紹介～ 

~パスロジ株式会社~ 
リモートアクセス環境のログイン認証を強固にするセキュリティ製品をご紹介いたします。 
ワンタイムパスワード＆端末認証のセキュリティ ・マルチデバイス対応 ・SSL-VPN、VDI、クラウド（SaaS）、社
内Webアプリケーションなど連携実績多数 
~有限会社BitOne~ 
国内80万ライセンスの実績を持つ製品を、この機会にぜひお試しください。 
アイ・ワークスは、現場の人の作業や動作をビジュアル動画で撮影し、それを現場の人に見せながら本人も自
分の改善点に気づき、理解することで、前向きに改善活動に取り組んでいくことができる『見える化を実現した』
活用ツールです。一人一人が自ら改善活動に取り組むことで、人と組織の活性や現場でのコミュニケーション
がうまれ絶大な効果を発揮します。 

日本オラクル株式会社 

実感、オラクルを使うならアプライアンスがいい。”Oracle 
Database Appliance X3-2”が新登場！ 
1台3役 ストレージテック SL150 モジュラー・テープライブラリ 

【オラクルデータベースの新常識 Oracle Database Appliance】Oracle Database Enterprise Edition、OS、
サーバー、ストレージ、ネットワークからクラスタウェア、管理ソフトまでデータベースシステムに必要な要素は、
コンパクトな筐体の中にすべて統合され、事前構成済みです。 
【ストレージテック SL150 モジュラー・テープライブラリ】オラクルのStorageTek SL150モジュラー・テープ・ライブ
ラリは、使いやすさ、シームレスな拡張性、および省コスト性を重視する成長企業に最適なバックアップアーカイ
ブ・ソリューションです。 

日本マイクロソフト株式会社 
Office 365 
Officeが使える革新的なクラウドグループウェア 

マイクロソフトのクラウドサービスOffice 365 を活用して数多くのビジネス革新が進んでいます。 
本ブースでは、実際の環境をご覧いただきながらOffice 365 の概要・特長についてご紹介いたします。 
ITご担当者はもちろん、クラウドを経営に活用できないかお悩み中の皆様も、効果的なクラウド導入に是非お
役立てください！ 

ピー・シー・エー株式会社 
PCAクラウドとiDATEN(韋駄天)SaaSplatsで 
基幹業務を簡単導入！ 

PCA クラウド及びPCAXシリーズの出展。PCA クラウドは基幹業務ソフトウェア（PCA会計・PCA給与・PCA商魂・

PCA商管・PCA公益法人会計）について、クラウド形式で提供するサービス形態です。 

メガソフト株式会社 その業務システムのFAX機能をお任せください！ 

業務システムなどのアプリケーションからFAX送信できる機能を提供します。所定のフォルダに定められた書式
のファイルを置いたり、ファイルに情報を追加するだけで、FAX送信が行えます。WebKitを利用することで、

Webブラウザやスマートフォン、タブレットから利用できる多回線FAXシステムが簡単に構築できます。 

セキュリティ 
ブース名 展示タイトル 出展概要  

アイビーシー株式会社 仮想環境を含めたインフラ全体の性能監視を！ 
システムの安定稼動には性能情報を正確に把握することが重要です。 
System Answerで仮想環境を含めたICTインフラ全体の性能監視を実現いたします。 

エムオーテックス株式会社 【実機デモ開催中】LanScope Cat7/LanScope An 

IT資産管理ツール・ログ管理ツールで8年連続トップシェアを頂いているLanScope Catの最新VerであるLanScope Cat7を
ご紹介いたします。 
また、LanScopeシリーズにクラウドサービスMDMツールLanScope Anも登場しました! 
LanScope Anはスマートデバイスを更に運用し生産性を向上できます。 
LanScope Cat7、LanScope Anどちらも実際の画面を御覧いただけます。 
是非お立ち寄り下さい。 

株式会社カスペルスキー マルチOS対応のセキュリティソフト スマートフォン、Win8、Macなど一元管理可能なセキュリティソフトのご紹介いたします。 

株式会社シマンテック 
「メディアでは伝えられていない脅威対策」「お客様の課
題を解決するバックアップ」を中心にご紹介いたします。 

「ネット社会に自信と安心を」をモットーとした社会のリーダー企業シマンテックより情報化社会における「情報の守り方」に
ついてご紹介いたします。どの企業でも必要不可欠なセキュリティとバックアップを中心にグローバルリーダーであるシマ
ンテックから課題・環境に適した製品をご紹介いたします。メディアでは伝えられていない脅威対策を紹介いたしますので
是非ブースにお越し下さい。 

Sky株式会社 
クライアント運用管理ソフトウェア 
「SKYSEA Client View」 

「SKYSEA Client View」は使いやすさにこだわったクライアント運用管理ソフトウェアです。資産管理やログ管理、USBデバ
イス管理など、情報セキュリティ対策とIT資産運用に必要な機能をオールインワンで搭載。 

株式会社セキュアヴェイル お客様システムの稼働状況と使用履歴の「見える化」 

仮想化サーバやプリンタをはじめ、それらを取り巻く物理システムまで、お客様環境全体の稼働状況が手に取るように把
握できる運用監視サービスを提供いたします。 
また、Cisco製品をはじめとするネットワーク周りの使用履歴（ログ）を一元管理し、コンプライアンス上の問題点などを統合
ログ管理システムを使って瞬時に確認することができます。 

デジタルアーツ株式会社 
スマホ、タブレットにも「i-FILTER」を！ 
「m-FILTER」で電子メール保存義務化に対応！ 

今求められるインターネットのセキュリティは社内のPCだけではなく、社外のモバイル端末への対策も必須。「i-FILTER」な
らトータルな対策が可能！ 
2012年7月より輸出入業者への電子メール保存が義務化に！メール保存と運用の必要性が高まっています。またなくな
らないメール誤送信。ひとつ間違えば情報漏えいにつながる危険。 
「m-FILTER」で誤送信を防ぎ『安心』『安全』なメール運用の実現をサポート！ 

トレンドマイクロ株式会社 
ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス 
Powered by DIS 

SaaS型統合セキュリティサービスを御紹介させていただきます。 
ブースでは、WindowsのノートPCおよびAndroidタブレットを設置し、SaaSでの管理コンソールとクライアントモジュールを
ご覧になっていただく予定です。 
DIS WiMAXと同様、DISブランドのセキュリティサービスとしてアピールします。 
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ネットワーク 

ネットワークカメラ 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

アライドテレシス株式会社 
管理者負荷軽減とコスト削減を実現するネットワー
ク仮想化技術のご紹介 

・u-VCF環境でのネットワーク機器管理 
・無線アクセスポイント/ネットワーク管理  
・新製品のご紹介 

FXC株式会社 
有線&無線ネットワークを運用を無駄なくサポート
できるトータルネットワークソリューション 

世界トップクラスのシェアを誇るモトローラ無線LAN機器のWireless Next Generation (WiNG5) アーキテクチャでは制限
のあるホテルの客室から厳しい屋外環境にいたるまで、あらゆるLAN環境でエンタープライズレベルのセキュリティと高性
能を保証します。また、FXCの提供する次世代保守メンテツール「ITメンテBOX（監視機能付 Internet-VPN BOX)」を導入
することにより、無線・有線ネットワーク管理に関連したコストを簡素化して削減できます。 

シスコシステムズ合同会社 シスコ 最新製品のご紹介 

昨今オフィス内で電波を発生させる機器が乱立する厳しい環境下でも、シスコは快適な無線LAN環境を提供することが可
能な、CiscoCleanAirソリューション製品をご紹介いたします。その他にも、Ciscoのビデオ会議システム製品、サーバ仮想
化の最先端技術を支えるCiscoUCSサーバ、小規模向けルータ、最新のCatalyst3850シリーズスイッチの展示も予定して
おりますので、是非ブースにお立ち寄りください。 

パナソニックESネットワークス株
式会社 

MNO新型Ｌ３スイッチ”ZEQUOシリーズ”のご提案 

Panasonic製スイッチングハブのご紹介 
・新型Ｌ３スイッチ”ZEQUO 6400” 
・低コストギガスイッチeGシリーズ、GigaTapスイッチ 
・新規格PoE+対応PoEスイッチ 

ヤマハ(SCSK株式会社) 
「YAMAHAセンタールーター新発売」 
・ギガ時代のハイパフォーマンス 

・7月発売の新商品RTX5000/RTX3500関西で一番早く展示 
・LAN見える化ソリューション SWX2200-PoE/WLX302 
・iPad+PJPforMobileで出来る簡易テレビ会議 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

株式会社R.O.D VioStorで広がるネットワークカメラの世界 
ネットワークビデオレコーダー「VioStor」シリーズのご紹介。遠隔モニタリングだけでなく、監視・管理・録画を一括で行うこ
とにより、単なる防犯とは異なる用途にもご活用いただくことが可能です。 

アクシスコミュニケーションズ
株式会社 

ネットワークカメラ最新製品のご紹介 

複雑な光が入り組んだり照度が非常に低い環境においても鮮明な映像を実現するカメラや、手のひらサイズでお求めや
すい超小型ドームカメラ、全方位カメラなど、従来のアナログカメラや他社IPカメラでは実現が困難だった課題を次々にク
リアした製品をご紹介いたします。 

パナソニックシステムネット
ワークス株式会社 

Panasonicのビジネスソリューションをご紹介 

・モバイルＰＣ『Let's note』及び頑丈タブレット『TOUGH PAD』の最新ラインナップ 
・更に機能アップした『インタラクティブプラズマディスプレイPB2シリーズ』 
・高画質と手軽さを両立させた『i-PRO かんたんＨＤ監視システム』 
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デジタルサイネージ・液晶 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

EIZO株式会社 
EIZOタッチパネルモニター／ネットワークモニター
のご提案 

マルチタッチに対応した液晶タッチモニターや、LAN接続が可能なネットワークモニターをご紹介。 
お客様の用途・環境に合わせて、多数のラインナップから最適な液晶モニターをご提案いたします。 

サムスン電子ジャパン株式会社 
液晶世界No.1、サムスンが提供する超薄型・軽
量・省電力サイネージディスプレイ 

超薄型・軽量・省電力サイネージディスプレイ MEシリーズのご紹介します。 

シャープエレクトロニクスマーケティング
株式会社 

タッチディスプレイとIGUZO搭載4K2Kディスプレイ
で、ビジネスが進化する 

高度な機器連携・高精細映像でビジネスの生産性を高めるオフィスソリューション 
幅広いシーンで活躍の電子黒板「BIGPAD」 
IGZO技術搭載液晶ディスプレイ「PN-K321」 
をご紹介いたします。 

タッチパネル・システムズ株式会社 
(株式会社立花エレテック） 

デスクトップからデジタルサイネージまでの幅広い
製品ラインナップからタッチモニター最新モデルを
ご紹介！ 

業界随一の豊富なタッチ方式と製品ラインナップを提供するタッチパネル専門のタッチパネル・システムズは、最大4
点のマルチタッチが可能なデジタルサイネージ向け42型光学方式タッチモニターと、軽いタッチ操作感とフルフラット
な画面デザインが特長の21.5型投影型静電容量方式デスクトップタッチモニターを展示します。いずれも情報検索
や施設案内図などタッチパネル操作によるインタラクティブなアプリケーションに最適です。 

ディーアイエスアートワークス株式会社 サイネージ、WEB等各種コンテンツ制作サービス DISグループの特徴を活かしハードウェアからコンテンツ制作までをトータルでご提供します。 

三菱電機株式会社 デジタルサイネージもやっぱり三菱！ 
簡単！すぐに始められるカンタンサイネージ 
ネットワークも対応！更に使いやすくなった三菱のデジタルサイネージ！ 

プリンタ 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

エプソン販売株式会社 商談に使える製品取り揃えました！ 

オフィス用途だけじゃない、業種に特化した製品をご紹介させていただきます。 
◆TM-C3400LT1 農産物直売所向けカラーラベル作成機 
生産者のその想いを手軽に作れるカラーラベルでしっかりと伝えます。  
http://www.epson.jp/products/tm/tmc3400lt1/ 
●GP-C831 ラベルプリンタ 
ビックサイズラベルを作成、60万枚出力の耐久性をもったラベルプリンタをご紹介いたします 
http://www.epson.jp/products/label/gp831/ 

株式会社沖データ 
「MICOROLINE VINCI＆高速A4カラーMFP 新商品」の
ご提案 

沖データから新ジャンルのプリンタ2機種を出展いたします。 
①5色印刷に対応したA3ノビカラーLEDプリンタ『MICROLINE VINCI C941dn』でさまざまな媒体に印刷が可能に！！ 
②高速A４カラーLED複合機『COREFIDO2 MC780シリーズ』でこれからのオフィスの快適配置を実現！！ 
OPEN APIにも対応しているのでさまざまなカスタマイズも可能。  

キヤノンマーケティングジャパン
株式会社 

あらゆる要求を自在にこなす、キヤノン大判プリンタ 
きれい、速い、使いやすいキヤノン大判プリンタ「iPF655」を展示 
豊富なラインナップ（5色・8色・12色）でCAD出力からポスター作成まであらゆる要求に応えます。 

ブラザー販売株式会社 
業種に特化したモバイルソリューション＆ラベルソリュー
ションと、WEB会議システム 

各種業界に導入頂いているモバイルプリンタ、ラベルプリンタを中心に導入事例紹介と、実機デモを行います。 
また、低コスト導入を頂けるWEB会議システムを実演デモによりご紹介いたします。 
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FA関係 

プロジェクタ・デジカメ 

サービス 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

株式会社コンテック 
産業用途向けボックスコンピュータ新製品、医
療向けベッドサイド端末、無線LAN製品など 

ボックスコンピュータのベストセラーモデルBX955の次世代新モデルSシリーズ、ハイパフォーマンス省電力の組込み用途PC：

EPC-2000シリーズなどを展示いたします。 

株式会社デジタル 遠隔での見える化システムのご提案 
現場の状況をタブレットやスマートフォンで簡単確認。また、ビル等の集中監視を安心、高速にサポートするSCADAソフト、
『Citect』のご紹介いたします。 

株式会社日立製作所 日立産業用コンピュータ『ＨＦ－Ｗ』シリーズ 
HF-Wシリーズは、24時間連続稼動・使用期間7～10年間の長寿命設計による長期安定稼動を実現した製品です。監視制御分
野や半導体製造装置、情報システム分野まで長期安定稼動を求める幅広い分野に適用できます。 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

株式会社ニコンイメージングジャパン 
コンパクトデジタルカメラ・一眼レフデジタルカメ
ラをご紹介します 

コンパクトカメラ「COOLPIX」デジタル一眼レフ「D7100」「D3200」と業務で使用できるデジタルカメラ展示 

富士フイルムイメージングシステムズ
株式会社 

巷で人気の「デジタルカメラ」と「インスタントカメ
ラ」のご紹介 

最新のデジタルカメラ（Xシリーズ、FinePIX）や「SD WORMカード」対応カメラのご紹介。又、昨年末から再ブームのイン
スタントカメラ「チェキ」を展示し、お手軽にプリントをお楽しみいただける感覚を体感していただきます。 

リコージャパン株式会社 プロジェクターのご不満点を解消いたします。 近くから大きく映す、リコーのプロジェクター。スクリーンに近づいたら、すべて解消されました。 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

ダイワボウ情報システム株式会社 
サービス営業グループ 

ダイワボウ情報システム株式会社（通信サービス） 
WiMAX（パッケージ、カメラソリューション）をご紹介。また、話題のLTE、人気のiPadセルラーモデルのご紹介いたし
ます。 

ディーアイエステクノサービス株式会社 DIS OneStopトータルサポートをご紹介します。 

・延長保証サービスがリニューアルされました。メーカー保証終了後もさらに安心が続きます。詳細はぜひブースに
てご紹介いたします。 
・WindowsXPのサポート終了に伴い入替需要が増加しています。当社がご提供できるキッティング、現地設置サー
ビス、データ消去、買い取りサービスなどをご紹介いたします。 

電源管理 

ブース名 展示タイトル 出展概要  

オムロン株式会社 
PC、サーバ、ワークステーションなどを電源トラブルから守る、
ご使用環境に合わせたUPSをご提案！ 

PC、ワークステーションなどに最適なUPSのご提案 ・仮想化サーバに最適なシャットダウンソフトのご提案いたしま
す。 

シュナイダーエレクトリック株式
会社 

APC UPSのご紹介 
業界標準のAPC Smart-UPSシリーズがリニューアルされました。従来のモデルと比較して、「よりインテリジェントに、
よりグリーンに」生まれ変わった新しいSmart-UPSシリーズをこの機会にご体験下さい。 

明京電機株式会社 ネットワーク対応型電源制御装置【リブーター】の紹介・実演 

ネットワーク対応型電源制御装置【リブーター】の、ネットワーク自動復旧機能・遠隔電源制御機能・電源スケジュー
ル機能による自動スケジュール運転等の説明及びデモンストレーション。 
他拠点展開をされている場合、本部から、全国の機器の死活状態・温度状態の監視や、電源の制御を行う事も可
能です。通信の安定・利便性の向上・エコの推進・オペレーションの簡略化等、リブーターの便利さを実感して下さ
い！ 

UPSソリューションズ株式会社 仮想システム対応UPSシステム 停電時に仮想OS・ホストOS・管理サーバ・共有ストレージをシーケンシャルに自動シャットダウン！ 

ブース名       展示タイトル 出展概要  

株式会社アイ・オー・データ機器 周辺機器でタブレット、Windows8の利便性を向上 Windows8対応マルチタッチモニター、Miracast対応アダプター、タブレット対応サイネージのご紹介をいたします。 

エレコム株式会社 
WindowsXP⇒7へのNASを活用したデータ移行の御紹介 
タブレット周辺機器活用術の御紹介 

検討必須のPC入替に対して、どうやってデータを移行するかをNASを使用し実現いたします。また、導入が加速的
に進んでいるタブレットに対して、周辺機器でユーザー様の運用をサポートいたします。 

株式会社バッファロー バックアップソリューション＆無線インフラソリューション 
・大容量NASでのデータバックアップソリューションの提案。 
・無線LANでのタブレットPC、スマートフォンによる、ネットワークインフラソリューション提案。 

株式会社ユニテックス 
大容量・長期保存に最適な「世界初 USB3.0インタフェー
ス対応LT50 USBテープ装置」のご紹介 

Windows及びMac OS接続のLT50 USBを展示いたします。 
USB接続により簡単にサーバやノートPC間の複数システムでの共有が可能になります。また、LTFS機能により、

Windows/Mac OS/Linux混在環境におけるデータの交換が可能であり、ドラッグ＆ドロップ操作で簡単にLTO5テー
プへの書き込み読み込みができ、映像データの製作・編集、医療画像データの長期保存、簡易バックアップ等に最
適です。 

ラリタン・ジャパン株式会社 
節電対策に！運用コスト削減に！ 
『ラリタンのスマートラックソリューション』 

限られた人員・経費で運用保守コストをさらに抑えたい企業けにRaritanのソリューションをご紹介。 
『ラリタンのスマートラックソリューション』は、IT機器の統合管理や節電のための電力見える化や運用の無駄を省き、
効率化を実現する事が可能です。 
リモートアクセスツールKVM-over-IPや計測機能を備えた電源タップ（インテリジェントPDU）の他、ユニークなITア
セット管理ソリューションを展示し、サーバルームの“スマート”管理をご支援します。 

周辺機器 
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