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会  場

最新のモバイルクラウド、IoT、セキュリティをテーマに、商談に役立つ幅広い商材を116社、132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、ロボティッ
クス、ドローンまで。またランサムウェアや生体認証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。

SIMフリーをはじめ、スマホ・タブレットのビジネスシーンへの導入な
どモバイル・クラウドソリューションによる新しいビジネススタイルをデ
モを交えて展示いたします。また、スマートデバイスのビジネス利用に
必要なMDM製品のセミナーもご用意。ぜひあわせて受講ください。

モバイル・クラウドソリューション
によるビジネス創出

昨今、標的型攻撃やランサムウェア(身代金要求型ウイルス)が流行
し、業種を問わず被害をもたらしています。ソフトウェア、ハードウェ
アでの対策をデモを交えてご紹介いたします。また最新の生体認証
製品はデモも交えてご紹介いたします。

最新のセキュリティソリューション
をご紹介

次世代テクノロジーとして、IoT、ロボティックス等をご紹介いたし
ます。活用シーンをイメージして頂き、新しいビジネス創出にお役
立てください。

次世代テクノロジーによる
ビジネス創出

展示会とあわせて12セッションのセミナーを同時開催いたします。内
容は話題のハイパーコンバージド、IoT、セキュリティと最新ソリューショ
ンのセミナー。セミナー受講後は展示会場にてデモをご覧ください。

同時開催セミナーが
12セッション

ICT EXPO 見どころ!

出展メーカー数116社（50音順） 全132ブース

in 関西in 関西
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https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev11/ict_expo2016_kansai.html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 2016 in 関西」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。お近くの営業拠点までお問い合わせください
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　【大セミナー会場 A】 講師 内　　容

セミナー A-1
11:00～12:00

（60分）

秋庭 正之氏
インテル株式会社
インテルアーキテクチャー技術本部
技術部長

IoT時代の到来による取り巻く環境の変化について
IoTを利用して生まれる新しいビジネスは経営戦略的に、従来とはまるで違った様々な業態として登場します。これまでバズワードの域を出なかったこの言葉も、
実現に向けた議論が盛り上がりつつあります。このセッションでは、インテルのIoTに対する戦略と取り組み、また、ゲストスピーカーをお招きしながら、ビジ
ネスチャンスにつなげる幾つかの事例を紹介いたします。

セミナー A-2
13:00～14:10

（70分）

徳丸 浩氏
HASHコンサルティング株式会社
代表取締役

ウェブセキュリティの新常識教えます 
2005年以降継続して発生しているウェブサイトへの侵入事件ですが、事件の原理は変わらないものの、具体的な部分では変化が見られます。このため、「対策してい
るから大丈夫」という「隙」をつかれた攻撃も発生しています。本セッションでは、ウェブセキュリティの最新動向とそれを踏まえた対策の考え方についてご説明いたします。

セミナー A-3
14:40～15:50

（70分）

櫻井 仁史氏
シスコシステムズ合同会社
ソフトウェア＆ネットワーク事業
シニアプロダクトセールススペシャリスト

最新無線LANとセキュリティ＆新Startシリーズのご紹介
最先端のネットワークは、もはや研究施設や最先端工場だけのものでは無くなりました。お手元のタブレットやスマホの高性能化に伴い、既に各種センサー
や位置情報などのビジネスへの活用が、すでに一般のオフィスや学校、病院、公共施設、あらゆる場所で実現されつつあります。今回はみなさんのすぐそば
で実現している近未来のテクノロジーと、実現のヒント、考慮すべきセキュリティをご紹介いたします。

セミナー A-4
16:30～17:20

（50分）

鈴木 拓也
ダイワボウ情報システム株式会社
MDグループ 係長

iOSが実現する新しいタブレット教育
Apple School Managerは今まで個別に管理していたVolume Purchuse Programや Device Enrollment Programを統合し、クラス情報や生徒情報、教員
情報を付与することでより学校全体の一元管理を可能にしたソリューションです。またClassroomを利用すれば、生徒の動作を確認しながらの授業を可能にし、
よりスムーズな授業を実現できます。iOSの教育利用の進化は加速しており、教育市場に打ってつけのiPad活用をご紹介いたします。

【小セミナー会場 B】 会議室2 講師 内　　容

セミナー B-1
11:00～11:45

（45分）

瀬川 明宏氏
デジタルアーツ株式会社
エンタープライズ・プロダクト・
マーケティング部 部長

サイバー攻撃対策「入口・出口・さらにその先の対策へ」
昨今多発する、高度化・複雑化する攻撃を完全に防ぐことは困難です。デジタルアーツでは、サイバー攻撃への対策として「入口」「出口」に加え「さらにその先」
の3つの対策をご紹介致します。Sandboxや SIEMとの連携による未知の脅威への対策が可能な「i-FILTER」、標的型攻撃対策に有効なメール無害化機能を
搭載した「m-FILTER」、さらに万が一情報が外部流出した際も対策が可能な「FinalCode」の3製品についてご紹介いたします。

セミナー B-2
13:10～14:00

（50分）

西岡 庸介氏
日本ヒューレット・パッカード株式会社
プリセールス統括本部西日本技術部

HPEコンポーザブル インフラストラクチャ戦略と「ハイパーコンバージドインフラ」への取り組み
IT部門が直面している課題、それは多様かつ性質の異なるIT要求が拡大による新たなITサイロが発生することです。性質の異なるIT要求を両立するた
めの最適解としてHPEの提案はコンポーザブル・インフラストラクチャ（組み立て可能なインフラ）です。コンポーザブル・インフラストラクチャはSoftware 
Definedであらゆるリソースをコントロールクラウドのスピード、シンプルさを提供することを目的としています。本セッションではHPEのコンポーザブル・イン
フラストラクチャ戦略と、この戦略における「ハイパーコンバージドインフラ」製品を紹介させていただきます。

セミナー B-3
14:30～15:20

（50分）

馬場 健太郎氏
デル株式会社
エンタープライズソリューションズ統括本部
ソリューション＆パートナーエンジニアリング
本部長

多様なワークロードに対応するデルのコンバージドインフラのすべて
デルはお客様のワークロードに最適な基盤を提供するためのソリューションフレームワーク「Dell BluePrint」を実現するコンバージドインフラを展開しておりま
す。お客様の環境、要件に適したシステム基盤を、拠点集約化、サーバ仮想化からハイブリッドクラウド、VDI、ネットワーク仮想化までの幅広いソリューショ
ンを提供いたします。

セミナー B-4
15:50～16:40

（50分）

早川 哲郎氏
レノボ・ジャパン株式会社
データセンター事業本部 ソリューション
推進部 チーフ・テクノロジスト

これからのITシステムはこうなる! 次世代インフラソリューション
ビッグデータやクラウドに代表される第三のプラットフォームに対応すべく、インフラストラクチャーも変化を遂げています。攻めのIT基盤としての次世代ITインフラストラク
チャーへの投資が今後ますます広がっていくと見込まれています。市場動向と共に、レノボで提供する次世代のインフラソリューションを余すところなく、ご説明いたします。

【セミナー会場 C】 会議室3 講師 内　　容

セミナー C-1
11:20～12:00

（40分）

野村 津希乃氏
サイボウズ株式会社営業本部　
パートナー営業部

ファストシステム「kintone」で実現するモバイルワーク
サイボウズ「kintone（キントーン）」は日報、顧客リスト、案件管理や見積申請など、日々の業務に必須の業務データベースアプリを簡単に作れるクラウドサー
ビスです。作成したデータは、スマートフォンやタブレットから快適に閲覧や登録ができるだけでなく、コメント・リマインダ通知やグラフ集計も可能です。セミナー
では「kintone」の基本と「kintone」を使ってモバイルワークの効率化を実現した様々なお客様事例を紹介いたします。

セミナー C-2
13:30～14:10

（40分）

明石 創氏
ヴイエムウェア株式会社
ゼネラルビジネスSE統括部 
パートナーSE部
シニアシステムズエンジニア 

VMwareイチオシの文教市場で使えるMDM「AirWatch」
Appleが新しく開始したデバイス自動キッティングサービス「DEP」、文教市場向けの教育支援ツール「Apple School Manager」。これらを行うためにはMDM
が必須となります。ただせっかく導入するならばデバイスを最大限に活用できないと意味がない!! そこで今回「容易な運用」・「柔軟な展開」・「安心の実績」
のMDM機能を兼ね備えるAirWatchをご紹介。本セミナーでは、AirWartchの特徴・文教市場で使われるであろう機能・事例の紹介をさせて頂きます。

セミナー C-3
14:50～15:30

（40分）

飯島 康弘氏
シュナイダーエレクトリック株式会社
IT事業部 パートナー営業本部 
営業推進室 エバンジェリスト

変革期を迎えたサーバールーム事情
仮想化・クラウドが進展すると共にIoT・BigDataの時代がやってくることで、今までのサーバルームのあり方も大きく変化しています。TCOを削減し、環境に
も優しく、エネルギー使用を最適化し、そして簡単・スピーディな構築も求められています。シュナイダーエレクトリックの標準化・モジュール化したサーバルー
ムソリューションによって、どのように解決できるのか、どこにビジネスチャンスがあるのかを、事例でご紹介いたします。

セミナー C-4
16:20～17:00

（40分）

高橋 俊雄氏
株式会社カスペルスキー
コーポレートビジネス本部 営業統括部
西日本営業所 営業所長

弱点を野放しにしてセキュリティ強化と言えるのか？
昨年の年金機構様における事件以降、ウイルス感染被害が多発しており、最近ではランサムウェア、なりすましメール等の攻撃が猛威を奮っている今、攻撃
者側にとっては簡易となり、企業の皆様としては対策方法を考えなければならない事が増えてきております。企業としてセキュリティ強化にどう取り組むべきか、
弊社製品でご支援出来る事を含めご紹介いたします。

セミナー ※受付開始は15分前からとなります。



出展内容

会社名 / 取引先 タイトル 出展概要

モバイル・クラウド

アクロニスジャパン株式会社 アクロニス モバイル＆クラウド ソリューション
ユーザーが簡単ですぐに導入でき、さまざまなデバイス経由で企業のファイルサーバーに存在する重要なビジネスコンテンツにセキュアにア
クセス、同期し、社内や社外と安全にファイル共有を実現するモバイルファイル共有ソリューションと、ランサムウェア対策向けのアクロニス
の高速イメージバックアップソリューションをご紹介いたします。

アドビシステムズ株式会社 Acrobat DC ＆ Creative Cloudご紹介 進化を続ける Adobe Creative Cloud & Acrobat DC をご紹介いたします。

ダイワボウ情報システム株式会社 
（Appleソリューション） Appleソリューション iOSデバイスを自動的にMDMサービス管理下に配置できるDEPプログラムをはじめ、教育機関向けのiOS新機能クラスルームなどを実際

にご覧頂きご案内します。

株式会社アール・アイ データ仮想化でPCに安全と機動力を! モバイルPCをデータレスに、機動性の高い本来の姿に変えるShadow Desktop。利用場所を問わないセキュアな環境をマルチクラウド対
応によってご提案。ランサムウェア/BCP/災害対策としてバックアップ製品もご紹介いたします。

ヴイエムウェア株式会社 もっとモバイルを活用してみませんか? VMwareは、AirWatch / Workspace ONEにより、ユーザが安心・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
スできる環境をご用意しています。

ダイワボウ情報システム株式会社
（モバイル・クラウド） DiS mobile のご紹介 DISが通信事業に参入して7年、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をご提案させていただきます。

サイボウズ株式会社 業務改善クラウドサービス
サイボウズ 「kintone」

安心のシェアNo.1グループウェア「サイボウズ Office」「サイボウズ ガルーン」に加えて、企業ごとに異なる業務課題に合わせて簡単にオリジ
ナルの業務アプリを作成できる「kintone」を展示します。予定共有/顧客管理/日報など、クラウドやタブレットを活用して効率化したい業務
をご相談ください。

サンワサプライ株式会社 タブレット運用をより快適にするサプライのご提案 タブレット・PCの運用をより快適にする保管庫等、より便利に使用出来るアイテムのご提案。タブレット・PC用のサプライのご提案いたします。

ジャパンメディアシステム株式会社 コミュニケーションをもっと便利にもっと身近に
さまざまな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。場所限らずスマホ・タブレットでも利用可能。100%自社開
発で業界の先駆けとして2001年より開発・販売を行っております。ビジネス現場だけでなく、教育・医療・公共など、あらゆるシーンで経
費削減やコミュニケーション活性化のお役立ちができます。

株式会社セールスフォース・ドットコム　 60%の国内シェア!  Salesforce CRM/SFA 企業が業績を向上させるために必要な機能を、全て一つのプラットフォームに統合した、クラウド型CRM/SFA。導入企業は業種業態を問わ
ず売上の向上、顧客満足度の向上、顧客の離脱防止を実現されています。

テックウインド株式会社 「欲しい性能を低価格で」最新デバイスをご提案 テックウインドがお勧めする費用対効果抜群のタブレット製品や話題のキーボードPC等お客様のご使用用途を意識した最新デバイスをご提案
いたします。

株式会社日本HP 日本HPがご紹介する最新テクノロジー 9月5日販売開始のWindows搭載次世代スマートフォン「HP Elite x3」は、複数デバイスを1つにした今迄にない製品です。 その他、ビジ
ネス用3in1タブレットや超薄型ノートPC等、豊富なラインアップをご用意いたします。

日本マイクロソフト株式会社 マイクロソフトが実践するモダンワークスタイル マイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム、デバイスでの生産性、セキュリティ向上のシナリオをご紹介します。

日本エイサー株式会社 モバイルクラウドデバイスの提案と
活用事例のご案内

①デスクトップ並みのＣＰＵ搭載! ファンを使わない画期的なAcer独自のLiquidLoop冷却システムの採用により、超静音で熱くなりにくい
タブレットのご提案。②全米シェアNo.1のAcer Chromebook。日本国内でも多くの導入事例がございます。それらの事例とChrome
デバイスによるシンクライアント、クラウド運用のご提案をさせて頂きます。③有線接続による話題のContinuumに対応した最新・最強 
Windows Phoneを実際に外部モニターにスマホ画面を映し出し、PCのように使えるところを体験してください。

株式会社ネオジャパン 快適グループウェアビジネスチャット
情報共有やコミュニケーション、共同作業の課題を負担を掛けず、低コストで解決。日々の情報共有やコミュニケーション、メンバー間の共
同作業の問題点。運用・管理の担当者にも、利用者にも負担なく自然に使え、現場のことを考えた、グループウェア「デスクネッツ ネオ」と
ビジネスチャットシステム「チャットラック」で業務の効率化と活性化を提案いたします。

株式会社ネクストセット ネクストセットアドオンソリューション Office365をより便利に、安全に使いたい!  ネクストセットアドオンを利用することでOffice365の機能を最大限に引き出します!

ピー・シー・エー株式会社 PCAクラウド サーバー管理不要のお手軽LAN/WAN運用!  すべての基幹業務をクラウドで!

ブラザー販売株式会社 製造業向け遠隔作業支援と
モバイルソリューション

WEB会議システムと連携した遠隔作業支援のご提案。 様々な業種が抱える保守業務や営業提案の効率化を図る、簡易に導入検討頂けるモ
バイルプリンタソリューション。

丸紅情報システムズ株式会社 クラウド活用サービス 多種多様なクラウドサービスを有効に利用するためのセキュリティサービス。Office365やBoxなど公式に利用可能なサービスセキュアな活
用と情報漏えいの温床となるシャドウITの制限を実現します。

株式会社モリサワ デザインも!  ビジネスも!
選ぶならモリサワフォント

ビジネス現場、伝えるためのフォントはモリサワがNo.1!  デザイン部、広報部、マーケティング部などで選ばれる、更新型ライセンスの 
「MORISAWA PASSPORT」 は、安定化ビジネスも見込めるオススメ製品です。

レノボ・ジャパン株式会社 ワークスタイル変革
ハイパーコンバージド

在宅勤務やモバイルワーク、急増する訪日外国人旅行者に対応するモバイルPOSに向けた多様なスマートデバイス＆次世代ITインフラとの
組合せによるソリューションをご紹介いたします。

次世代テクノロジー

株式会社アイエスエイ 監視カメラの監視はこれ!  PoE リブータ＋ 監視カメラの運用監視と不具合発生時の復旧を行うPoEリブータ＋。PoEインジェクタ、監視とリブータを一台に集約。IoTを使い、現場環
境の温度やセンサ情報をネットワークで一括収集。環境監視の新提案。

エプソン販売株式会社 ヘッドマウントディスプレイによる
遠隔作業支援のご紹介

業務用スマートグラスを活用した遠隔作業支援のご提案。スマートデバイスのカメラを用いて、その映像を共有し、その時に必要な知識、経
験を遠隔で共有することができます。人材の効率よい配置、技術者の技能向上、作業品質の維持向上など、EPSONのヘッドマウントディス
プレイを活用することで、成果を上げることができます。また、9月29日発表の新製品「BT-300」では、有機ELディスプレイの採用により、
小型軽量化と高コントラスト、高解像度のAR表現が可能となりました。近年、注目されているドローンに搭載されているカメラ映像をリアル
タイムで確認することができます。

アドバンテック株式会社 IoTソリューションインダストリー4.0 産業用IoTを実現させる製品群を紹介します。世界No.1産業用PCメーカーによる、新しい産業革命「Industry4.0」を実現する、産業用
IoT、工場の見える化、生産工程の効率化をサポートします。

インテル株式会社 最新のテクノロジーの紹介IoTからビジネスPC インテルのブースではIoT関連の製品からビジネスPCに至るまで、最新のテクノロジーを搭載した製品の展示をいたします。ワークスタイル
を変革するソリューションもご紹介いたします。

株式会社オレガ ランサムウェア対策!  次世代ソフトVVAULT ランサムウエアの被害にあうのはPCはもちろんの事、マウントされているサーバーやNASのデータも暗号化されます。 バックアップも取ら
れていない野良NASはアウトです。 この問題をVVAULTで解決!

光昭株式会社 次世代のIoT基盤技術
自動認識技術を使った提案 自動認識技術（主にバーコードやICタグ）を使った「ヒト・モノ」の監視、管理ソリューションを業界業種に関わらずご提案します!

株式会社コンテック M2Mコントローラボックスコンピュータ 40年以上にわたりPCベースの電子計測・FA制御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」。多種
多様なセンサーやフィールドに対応したIoTデバイスからデータの見える化を実現!

株式会社DMM.com 高機能スマートロボットで
オフィス・店舗に改革を!

今やビジネスの様々な場所で活躍しているロボット。今後人口構造の変化に伴い、より省力化・効率化が求められ、ロボットのニーズはさら
に広がることが予想されます。当ブースではPalmiビジネスサポートモデルを中心としたロボットのオフィスやリアル店舗での活用事例や今後
展開予定のソリューションをご紹介させて頂きます。

DJI JAPAN株式会社 ドローンで実現する空撮・点検・災害対策 世界シェアNo.1のDJI製ドローンは、低価格で、誰でも簡単に高画質な空撮映像の撮影を実現します。 空撮／建造物の老朽化点検・施設
巡視／災害地域・危険区域調査など、様々なシーンでの活用が期待できます。

東芝クライアントソリューション株式会社 安全運転支援ソリューションのご紹介 運転状態を収集し、データを分析し企業の管理者やドライバーに運転診断などの情報をフィードバック。事故で発生する損害コストの軽減によ
り、お客様の事業リスクを低減する事が出来ます。

パナソニックシステムネットワークス
株式会社 PanasonicのIoTソリューション 2020年に向けて一層のIoT化が進むPanasonicならではのBtoBソリューションをご紹介!  モバイルPC、TV会議システム、ネットワークカ

メラ、ウェラブルカメラをご体感頂けます。

富士通株式会社/
株式会社富士通パーソナルズ

ウェアラブルセンサーでドライバーの
安全運転支援 バス、トラック、タクシー、営業車など様々な業種、環境の中で、誰にでも利用可能な眠気検知センサー

ぷらっとホーム株式会社 IoTで広がる次世代ソリューション IoTを難しくお考えではありませんか？IoTは身近な課題を身近な道具で解決する手段です。位置測位をはじめIoTを活用したソリューションを
ご紹介いたします。

プラットフォーム

アライドテレシス株式会社 エンタープライズネットワークを仮想化する
最適解-AMF

アライドテレシスでは標準規格に準拠したSDNへの対応を進める一方、標準規格での対応が難しい自動構築や自動復旧、一斉変更など、エ
ンタープライズネットワークに高い利便性をもたらす仕組みを独自開発いたしました。
その独自規格AMF（Allied-Telesis Management Framework）のしくみについて詳しく紹介いたします。

エレコム株式会社 産業用PCを中心に豊富な導入事例をご用意 パソコン周辺機器トップメーカーであるエレコムは、国内生産にこだわった産業用PC・新規ビジネスとしてサイネージ分野への参入をしており、
アプリケーションを含めたソリューションをご提案いたします。

FXC株式会社 コンセントにすっきり
収納小型無線アクセスポイント

JIS規格のコンセントに設置可能で受電方法もVVF受電・PoE受電に対応。 集中管理ソフトウェアにより、IPアドレスの割当てや機器設定の
統一化、ファームウェアの一括アップデートや簡易な死活監視が可能。

オムロン株式会社 仮想環境にも対応!  新UPSのご紹介 Hyper-V／VMware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提案いたします。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。



※出展社、出展内容は変更される場合があります。

シュナイダーエレクトリック株式会社 世界で最も選ばれているUPSブランド! 革命的な消音ラック“Server room in a box”をご紹介! 
BCN AWARD 2016 UPS部門 最優秀賞受賞 UPSの進化をリードする シュナイダーエレクトリック!!

シスコシステムズ合同会社 Meraki、Startシリーズ
新製品ラインナップご紹介

企業ネットワーク全体をクラウド管理し小規模から大規模まで拡張可能なCisco Meraki、中小規模ユーザーに最適なStart、Small 
Business各シリーズ新製品を展示いたします。

ピュア・ストレージ・ジャパン株式会社 ストレージ業界に革命を!
ピュアストレージ

知らないと損するオールフラッシュストレージの常識と事例から学ぶ最適なストレージの選び方。今までにないビジネスプランをご提供いたし
ます。

ジュニパーネットワークス株式会社 標的型攻撃にも対応する最新セキュリティ
日々進化するサイバー攻撃、いまや企業は業種や規模にかかわらず高度なセキュリティがネットワークに求められます。ネットスクリーンの後
継機SRXシリーズは、性能・機能で既存製品を凌駕するインテリジェントファイアウォールです。高性能で低価格なスイッチ製品EXシリーズ
と組み合わせればシンプルでセキュアなネットワークが実現できます。

ダイトエレクトロン株式会社 長寿命バッテリーUPS高機能管理ソフト
無償提供

世界トップクラスのシェアを誇る米国Eaton社製のUPS（無停電電源装置）をご紹介。独自のバッテリー管理技術により、バッテリー寿命を大
幅に延長。高機能UPS管理ソフトウェアを無償でダウンロードして御利用頂けます。

THK株式会社 地震対策にTHK
地震時の事業継続のために サーバー、光学機器、医療機器、精密機器、企業の財産や、国宝の重要文化財といった貴重な美術工芸品を地震から守ります。

デジタルテクノロジー株式会社 DRAソリューション!! 最小価格200万からの速い! 安い! ハイパーコンバージドインフラ D-RAID ADVANCEを展示致します。Veeam製品やZoho 
ManageEngine製品を組み合わせたDRAソリューションをご紹介しますので、是非お立ち寄りください。

デル株式会社 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や、サーバーやストレージ、クライアント、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。

ディーリンクジャパン株式会社 WiFiソリューション ワイヤレスソリューション「クラウド管理型無線AP」「11ac対応壁埋め込み型無線AP」 
各種新製品「10GigaBASE-TマルチポートLayer2スイッチ」「PoEスイッチ」

日本ヒューレット・パッカード株式会社 HPEがお届けするインフラソリューション HPEは無線LANのArubaや仮想化インフラのベースを担うProLiantと各種ニーズに応えるストレージ製品とハードウェアフルラインナップで
皆様の提案をサポートします。

日商エレクトロニクス株式会社 自営網ネットワーク伝送ソリューション 自営網ネットワーク構築における、メタル利用での長距離通信IPモデム、POE延長ソリューション、4.9GHz帯を利用した長距離無線などの
各種ネットワーク機器を展示いたします。

ネットアップ株式会社 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No.1ストレージOS「Data ONTAP」
新バージョンやFAS2600新シリーズなどご紹介。

ネットギアジャパン合同会社 医療・製造業向け10Gネットワーク構築例 まだ10Gはコストが高い、利用するにはまだ早いと思われている企業様に対して、画期的な製品をご紹介いたします。コストパフォーマンス
に優れた企業向け11ac無線APをご紹介いたします。

株式会社ネットジャパン マルチウェアバックアップ
ランサムウェア対策

簡単高速バックアップ＆汎用性の高いバックアップソフトActiveImageはシステムの規模問わずにご使用頂けます。ランサムウェア対策として
もBCP対策としも低コストでご使用頂けます。

株式会社バッファロー ビジネスセレクション 文教向け、無線LAN環境整備／NASによる、バックアップソリューション／監視カメラによるセキュリティ

パナソニックESネットワークス株式会社 Panasonicが提案するSDNソリューション Panasonicが提案するSDNツール”ZEQUOassistPlus” を活用したソリューションのご提案。 PanasonicのPoEと連携させることで 障害
発生時の自動復旧にも対応いたします!

富士電機株式会社 高効率性UPSの電源ソリューション提案 オールインワン・省スペース「非常用発電装置」／超薄型・小形軽量UPS「UX100シリーズ」／高効率性UPS「EX100シリーズ」など、富士
電機の電源ソリューション技術を集結した製品をご紹介、ご提案いたします。

ヤノ販売株式会社 小規模ネットワークにこそ
手堅いビジネス対応NAS

5つのLANポートを有し、リンクアグリケーションに対応。耐障害性を高め、負荷分散も可能。安全対策に非常用UPS内蔵。 Windows、
Mac両クライアントの混在に強く、ハードウェア対策や ノウハウ含めたサポートが充実。

横河レンタ･リース株式会社 レンタルの有効活用 IT機器レンタル商品のご紹介 弊社ソリューションのご紹介 中古PCのご紹介など

レッドハット株式会社 レッドハット最新情報 レッドハットの最新情報を提供いたします。

セキュリティ

株式会社アイ・オー・データ機器 ランサムウェア対策フリースタイルスタンド
最近よく耳にする身代金要求型の不正プログラム「ランサムウェア」。アイオーはランサムウェア対策としてNASの履歴差分バックアップを提
案します。履歴差分バックアップは万一、サーバーやNASが感染してしまった場合でも一つ前のデータより復旧可能。その設定と復旧手順と
実際にデモにてご紹介いたします。

アクシスコミュニケーションズ株式会社 Axisネットワークカメラによる敷地周辺の
監視と建物出入り口ロック制御の連動

AxisネットワークカメラとAXIS Camera Stationを活用し、建物・敷地周辺の映像監視とドア施・解錠を同じシステムで実現します。
出展予定商品：AXIS Camera Station、Axis PTZカメラ、Axisサーマルカメラ、Axisドアステーション

株式会社R.O.D 使いやすさの最上級NVR「VioStor」
昨今急速にネットワークカメラが注目をされています。RODでは録画機の「VioStor」をご紹介いたします。RODは2003年に大阪で設立され、
世界初のNASベースNVR「VioStor」を開発し市場に投入。現在は全国各地でネットワークカメラを利用したシステム構築をサポートしており
ます。

株式会社網屋 サーバアクセスログ管理ALog ConVerter 10年連続シェアNo.1。ALog ConVerterは、重要ファイルを保管するサーバからファイルアクセスログを取得します。重要ファイルに対して
「いつ、誰が、何をした」かを管理することが可能になります。

Arcserve Japan合同会社

ランサムウェア感染後の復旧方法こそが
最重要課題です! 
バックアップ専用アプライアンス 

「Arcserve UDP 7300」　

イメージバックアップのArcserve UDPはサーバやパソコンのディスクを丸ごとバックアップし、ファイル単位や丸ごと復旧が可能です。ラン
サムウェア感染後でも複数世代のバックアップデータから復旧したり、災害対策のために遠隔地へバックアップデータを転送が可能。
新製品のアプライアンスは、バックアップソフト（UDP）がライセンスフリーで利用できます。

SCSK株式会社 LAN見える化提案とUTMのご紹介 ヤマハ無線ＷＡＮルーター新登場! SIMカードを差せば設置場所を選ばず利用可能。ネットワーク内の構成を一覧表示・管理出来るLANマッ
プ機能も実装し、当日はデモコーナー有! セキュリティなら1台でお任せのFortiGateも紹介いたします!

株式会社クオリティア 大規模メールシステムメール無害化 ＆
誤送信対策

カスタマイズ可能なメールシステム「DEEPMail」、地方自治体向けメール無害化ソリューション「Active! zone」、 メールの情報漏えいを確実
に防ぐ「Active! gate」をご紹介いたします。

エムオーテックス株式会社 情報漏えい対策決定版LanScopeシリーズ 内部脅威対策はもちろん外部脅威対策も全てLanScopeで対策! PCはもちろんスマートデバイスの管理・セキュリティー対策もLanScope 
Anで一元管理が可能です。様々なセキュリティー対策をLanScopeシリーズで!

株式会社カスペルスキー 世界最高峰のセキュリティ脆弱性対策強化で
弱点克服

年金機構様の事件以降、なりすまし、ランサムウェア等の攻撃に晒され、企業のセキュリティ対策強化は急務となっています。見直しには脆
弱性の修正も必須であり、弊社だけが総合的なご支援を提供可能です。

キヤノンITソリューションズ株式会社 キヤノンITSから最新セキュリティ対策をご紹介 高度化するウイルスや標的型攻撃に備えて当ブースでは以下の最新セキュリティソリューションをご紹介いたします。 
ウイルス対策ソフト・データ暗号化ソフト ESET ・次世代ファイアウォール・UTM製品 Clavister

クオリティソフト株式会社 標的型攻撃をエンドポイントで防御! 標的型攻撃やランサムウェアは、ウイルス対策ソフトでは検知できない攻撃が増加しています。これら未知の脅威の対策として、ISM 
CloudOneはゲートウェイをすり抜けた脅威をエンドポイント上で感染防止します

合同会社シマンテック・
ウェブサイトセキュリティ

多発するサイトへの攻撃
継続的な脆弱性対策とは

70%以上のウェブサイトに何らかの脆弱性があると言われている今、クラウド型WAFは、脆弱性を突いた攻撃からウェブサイトを守ります。
導入も容易で、導入後の運用もお任せいただけます。

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 標的型対策仮想ブラウザ「SCVX」 自治体様を始め、インターネットアクセス用のネットワークと業務用のネットワークを分離した際に安全にインターネットブラウザが可能になる
システム「SCVX」を紹介いたします。

Sky株式会社 資産管理・情報漏えい対策
SKYSEA Client View

IT資産管理・ログ管理・デバイス管理など「情報漏洩対策」と「IT運用」に必要な機能を搭載しています。最新バージョンでは、サイバー攻撃
へのリスク対策とマイナンバーの安全運用を支援する機能を強化しました。

ソフォス株式会社 セキュアネットワークを１台でシンプルにご提供
Sophos XG Firewallは出入口対策に加えて、ソフォスのエンドポイントセキュリティや暗号化、MDM等の様々な製品との機能連携いたしま
す。同一の管理コンソールで一元管理をできる他、製品同士が連携し“オートメーションセキュリティ”をご提供。ユーザーはセキュリティを意
識しなくても安全な環境で業務に取り組むことが可能になります。

Dahua Technology Co., Ltd. 世界トップクラスのセキュリティカメラメーカ 世界140か国へ展開し、世界シェア15％をもつセキュリティカメラと監視用レコーダーの専業メーカです。エントリークラスからハイエンドク
ラスまで豊富なラインナップで御社のニーズにお応えします。

デジタルアーツ株式会社 標的型メール攻撃対策m-FILTERで防御! サイバー攻撃の大半はメールを送り、ウェブ経由で情報流出させると言われています。デジタルアーツではメールセキュリティ、Webフィル
タリング、ファイル暗号化による入口･出口対策製品を展示いたします。

株式会社ディー・ディー・エス なりすまし情報漏えい対策多要素認証EVE MA Windowsログオン･アプリ･仮想環境等に対応。認証は指紋･静脈･ICカード･OTP等を選択でき、自治体強靭化の二要素認証にも対応。
指紋は登録成功率100%のDDS独自技術。AD完全連携も実現。

トレンドマイクロ株式会社 最新クラウド型セキュリティのご紹介 ランサムウェアや標的型攻撃など巧妙化する脅威に対し、トレンドマイクロは最新のクラウド型セキュリティでお客様を守ります。その他、仮
想環境におけるセキュリティ対策等、最新ソリューションを多数展示いたします。

ナカヨ電子サービス株式会社 セキュリティシュレッダーリチウムイオンUPS マイナンバーや個人情報保護に対応した高機能シュレッダーをPRさせて頂きます。また、落雷や災害対策に有効なリチウムイオン採用UPS
を出展いたします。

日本電気株式会社 世界最高レベルの顔認証で
セキュリティ／ＣＳ強化!

世界No.1※の認識性能であるＮＥＣの『顔認証』 今夏リオデジャネイロ五輪でも使用された技術をご体感いただけます。
※米国国立標準技術研究所が主催する技術コンテストにおいて3回連続トップ。



※出展社、出展内容は変更される場合があります。

APRESIA Systems株式会社 LCXによるセキュアな無線LANソリューション 認証スイッチAPRESIA、漏えい同軸ケーブルLCX、認証サーバーAccount＠Adapter＋による高セキュリティ、高密度、高効率な無線
LANソリューションをご紹介いたします。

株式会社日立製作所 ITセキュリティ対応日立指静脈認証装置H-1 システムへの「不正アクセス・なりすまし」を防止するために 利用者の本人確認の需要性が高まっています。日立の指静脈認証技術は、高い
認証精度で安心・安全にログオン出来ます。

株式会社プロット データ転送・共有サービスSmooth File 大容量データ転送・共有サービスのリニューアル版「Smooth File 6」をリリース。ユーザー数無制限を特徴とし、メールで添付できない大
容量データの送受信や社内外のメンバーとファイル共有を実現するサービスです

株式会社フォースメディア NASの決め手は高性能、高信頼のQNAP QNAPは大容量で高速なアクセスを実現したネットワークストレージです。また、多彩な機能も豊富。容量拡張やクラウド連携、監視カメラ
録画機能などをご紹介いたします。

日本電気株式会社 紙媒体からの情報漏えい抑止 NECカラーレーザプリンタと認証印刷・印刷管理ソリューションとの組合せによる紙媒体からの情報漏えい抑止提案。

マカフィー株式会社 データ暗号化対策セキュリティ対策 BitLockerやFileVaultの管理を行う効率的に行えるMcAfee Management of Native Encryption。 次世代エンドポイントセキュリティ基
盤となるMcAfee Endpoint Security等をご紹介いたします。

明京電機株式会社 電源制御装置【リブーター】のご紹介 【自動電源リブート】 ネットワーク機器のフリーズ対策に! 【起動/終了の遠隔制御】 ネットワーク経由でPC/サーバーの立上げ/シャットダウンに! 
【自動スケジュール運転】 営業時間に合わせた自動運転に!

株式会社インターコム Win＆MacのPC管理は「MaLion」にお任せ! 情報漏洩対策＋IT資産管理ソフト「MaLion5」：WindowsとMACの両PCをまとめて管理可能、最小5台から運用可能。FAXソリューショ
ンソフト：製造業様のFAXによる注文書の手間を削減、FAX送信を完全自動化。当社ブースにてデモ機をご用意しております。

株式会社ラネクシー ピンポイントセキュリティおすすめソフトウェア! オフライン端末や特定個人情報を扱う限定された小規模環境のPC操作ログ管理に最適な「MylogStar Desktop」や外部デバイスへデータの
不正な持ち出しを制御する「DeviceLock」、ウイルス／マルウェアの検出率を大幅に向上させる「Foagura Scan System」ご紹介いたします。

ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン
株式会社

標的型攻撃対策製品・NGFW/UTM
セキュリティ可視化ツール

SOHO向けテーブルトップ型のエントリーモデルから中堅企業向けのハイパフォーマンスなミッドレンジモデルまでをご用意するFireboxシ
リーズに加え、製品に標準で提供される可視化ツールをご紹介いたします。

アドセック株式会社 盗難対策のご提案 パソコン、タブレット、スマートフォンの盗難対策のご提案。各端末にアラームだけでなく、給電までできる最新ソリューションをご紹介いたし
ます。

ヤマハ株式会社 繋ぐ会話、守る会話 企業様の出張経費削減に繋がるTV会議やWeb会議の遠隔会議での使用や、今後文教市場での需要が見込まれる弊社マイクスピーカー
YVC-300、YVC-1000、FLX UC 500と窓口業務でのプライバシーを守るスピーチプライバシーシステム：VSP-1を展示させて頂きます。

株式会社アリス 簡単!  綺麗!  で確実!  な
ネットワーク&サーバー監視ソリューション

【メイン出展：Packet Black Hole】ネットワークの「事実」を確実に捉える監視カメラとして「セキュリティー脅威」の証拠を捕まえ、取得・解析
した通信データを時系列・個人と紐づけて体系的に追跡できます。【併設出展：Inter Mapper+BOM for Windows】アニメーション付きで
グラフィカルなネットワーク監視に加え、設置からわずか30分で監視ができるサーバー監視ツール

映像・コンテンツ

EIZO株式会社 EIZOが提案する市場別映像ソリューション EIZOが自信を持っておすすめする、全く新しいデザインの最新モデルと、セキュリティ用途や装置組み込み用途、CAD用途等、各市場に最
適なモニターソリューションをご提案いたします。

株式会社沖データ プリンタ・MFPの
業種別プチソリューション紹介

プリンタ・MFPで実現する教育、不動産業、医療向けプチソリューションを、導入事例を中心にご紹介します。また、特色印刷できるVINCI
を活用した各種制作物の内製化ソリューションをこの機会にぜひ体験下さい。

シャープビジネスソリューション株式会社 SHARPのディスプレイソリューションのご紹介 電子黒板シェアNo.1! タッチディスプレイBIGPAD
PCレスで柔軟な設置に対応する楽々サイネージまで。SHARPのご提案する様々なディスプレイソリューションをぜひご体感ください!

エプソン販売株式会社 プリンターカテゴリによる
ソリューションのご紹介 エプソンのインクジェットテクノロジーにより、様々な業種のお客様に最適なプリンティング環境、及びコストダウンのご提案をさせて頂きます。

ソニーマーケティング株式会社 BRAVIAを活用したサイネージのご提案
BRAVIAで実現できるさまざまなサイネージ、簡単高画質のビデオ会議システム、ネットワークカメラ、デジタルペーパー、VAIOをご紹介。
高画質技術を持つ液晶テレビ BRAVIAに「法人向けモデル」が登場。サイネージやホテル客室用テレビなど使用用途にあわせてお客様が求め
るソリューションを提案・提供いたします。また、温泉地に向けた硫化対策モデルもご用意しています。

ディーアイエスアートワークス株式会社 待合くん
医療機関様向けデジタルサイネージ

医療機関向けに特化したデジタルサイネージコンテンツ「待合くん」を展示します。日々自動更新されるニュースや天気予報の他、独自コンテ
ンツも提供可能です。ホームページや会社案内冊子・カタログも製作します。

PHILIPS（MMD Singapore Pte Ltd） USB3.1typeC対応モニター及び
4Kモデルを展示。 PCへの電源供給が可能になる次世代インタフェース搭載ディスプレイ。または人気4K対応モデルをご紹介いたします。

株式会社マウスコンピューター イマジネーションを、彩り豊かな現実へ。 オフィス用事務端末から、「4K動画編集」「CAD」等プロ用ワークステーションまで、利用目的・ご予算に合わせ自由にカスタマイズが可能。
弊社iiyamaモニタと共に、全ての仕事の現場に対応できます。

三菱電機株式会社 三菱電機のお手軽電子看板カンタンサイネージ 三菱電機のお手軽電子看板「カンタンサイネージ」なら　1）カンタンすっきり配置　2）カンタン運用　3）簡単操作　で誰にでも簡単にサイ
ネージを始める事ができます。

リコージャパン株式会社 オフィスソリューションRFIDソリューション オフィス領域における新たなソリューションに加え、さまざまな業種のお客様の現場まで価値提供の場を広げ、新たな価値をお客様と共に創
造いたします。

タッチパネル・システムズ株式会社 ラインナップ豊富!!  業務用タッチパネル専門 超音波・抵抗膜・静電容量・赤外線といった豊富なタッチパネル方式と、7インチ～70インチまでの幅広いラインナップで、製造業・医療・公共・
小売・インフラ分野で御社のビジネスをサポートします。

教育

ダイワボウ情報システム株式会社
（文教ソリューション）

教育ICTご紹介
K-12向け各製品について

需要が加速しているK-12市場の普通教室向け各種ソリューションをご紹介いたします。アクティブ・ラーニングでご活用頂けるものから、先
生向けの教材作成ツールまで幅広くご紹介いたします。

株式会社オーエス スルッと引きピタッと貼る
新型マグネットスクリーン

10分の休み時間でも簡単でキレイに貼ることが出来る新型マグネットスクリーンの展示。実機を用いての簡易性のご説明とご体験。導入事
例写真による電子黒板設置案、プロジェクター設置案のご紹介いたします。

パナソニックインフォメーションシステム
ズ株式会社 Numecent Cloudpaging

「Numecent Cloudpaging」は先進的なアプリケーション仮想化ソリューションです。32件の特許技術により従来製品では困難であったアプ
リケーションもパッケージ化が可能、利用者がポータルサイトからリンクをクリックするだけで短時間でパソコンにソフトウェアが利用できる環
境を実現します。

株式会社プリンストン ビデオ会議ソリューションと
コラボレーションソフト

ハイクオリティ「Polycomビデオ会議システム」。コラボレーションソフト「Tidebreak」。
タブレットの耐衝撃ケース「URBAN ARMOR GEAR」。

株式会社来夢 簡単・手軽に導入できる書画カメラなどの
ご提案

書画カメラは従来のパソコン環境に加え、タブレットでも使用可能。学校や企業の多くのシーンで活躍します。
またドライブレコーダーなどの自動車用機器のご紹介をいたします。

生産性向上

アイコム情報機器株式会社 無線LANスポットAP全国で繋がるIP無線 FREE-SPOT無線アクセスポイントや無線LANトランシーバー。業務連絡や災害時にも活躍するハードな無線機。携帯電話の通信網を利用し
たIP無線機など様々なシーンで活躍する無線機器をご紹介いたします。

エーアンドエー株式会社 汎用2D/3DCAD Vectorworks2016 Vectorworks2016。3Dを導入することで効率を上げるCAD設計をご紹介させていただきます。

株式会社エステック iPad会議ECO Meetig無線LAN空間調査 iPadを使ったペーパーレス会議システムで紙の削減効果と、高いセキュリティを実現します。 無線LAN運用に適した電波調査と無線機器の
提案もいたします。

オートデスク株式会社 AutoCAD製品のご紹介 正確な2Dおよび3D図面を作成できるAutoCADソフトウェアの革新的な設計ツールは、建築設計者、エンジニア、施工業者から大きな信
頼を寄せられています。

株式会社オービックビジネス
コンサルタント 業務×クラウド奉行10シリーズ 業務生産性を高める効果的なクラウド活用をご提案いたします。「業務」×「クラウド」による新しい奉行10シリーズの活用をご覧ください。

キヤノン株式会社 コストも画質もキヤノン! 低コストと高画質を実現したインクジェットプリンターMAXIFYの新製品、レンズやカメラ製造で培ったスマートな光学・画像処理技術に、高温・
低温対応や衝撃に強い耐性、防塵・防水などのタフな性能をプラスしたネットワークカメラをご紹介いたします。

ディーアイエスサービス&サポート
株式会社

キッティングや延長保証等の
サービス＆サポート提案

新規タブレットPCなどへのキッティングや現地導入、延長保証サービスと既設機器へのデーター消去や買取対応を、DISグループとして一元
化するワンストップトータルサポートを提案いたします。

ディーアイエスソリューション株式会社 ワークフローのX-point シェアNo1ワークフロー「X-pointと上位機種AgileWorks」のご紹介とデモンストレーションを行います。簡単なフォーム作成ができ、様々
な承認フローへの対応可能で様々な特徴をデモにて体験して下さい。

株式会社三菱電機ビジネスシステム 社会保険・雇用保険手続きの
一括電子申請システム

e-Govと連動した一括電子申請システム。社会保険・雇用保険手続きにおける約30種類の届出書類の提出が自席から一括で行えるシステム
です。

メガソフト株式会社 FAX連携の仮想化対応STARFAX Server EX 業務システムと連携でき、最大32回線まで対応できるＦＡＸサーバシステム。仮想化にも対応。

株式会社リクルートライフスタイル 無料レジアプリAirREGI
受付管理アプリAirWAIT 0円でご利用いただける無料POSレジアプリ「AirREGI」と「順番待ちの不満を解決する受付管理アプリ「AirWAIT」のご案内・デモを行います。


