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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、139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

クレジットカードサイズのPCやM2Mコントローラやゲートウェイ
製品、ドローンなどを展示します。また、生産性向上や品質向上
につながる IoT利活用のソリューションをご紹介します。

次世代テクノロジー
（ I o T）

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提案します。
また、クラウドビジネス拡大をご支援するDISのビジネス支援機能を
紹介するなど、"クラウドサービスの売り方"もご紹介します。

モバイル・クラウドソリューション
で業務効率アップを実現

IT業界の動向やトレンドをご紹介するほか、働き方改革やデジタ
ルトランスフォーメーションなど、企業が取り組むべき課題に対し
て ICTテクノロジーが担う役割など、分かりやすくご案内します。

IT業界の今から未来まで
講演・ショートセッションで解説します

ICT EXPO 見どころ !

出展メーカー数116社（50音順） 全139ブース
arcserve　Japan合同会社／株式会社アール・アイ／株式会社R.O.D／株式会社アイエスエイ／株式会社アイ・オー・データ機器／アイコム情報機器株式会社／アクシスコミュニケーションズ株式会社／AXLBIT株式会社／アクロニ
ス・ジャパン株式会社／株式会社アスタリスク／アドビシステムズ株式会社／APRESIA　Systems株式会社／株式会社アユート／株式会社アリス／株式会社インターコム／インテル株式会社／ヴィアスコープ株式会社／ヴイ・イン
ターネットオペレーションズ株式会社／ヴイエムウェア株式会社／株式会社ウェルキャット／EIZO株式会社／エーアンドエー株式会社／株式会社エーディテクノ／ATENジャパン株式会社／株式会社エクストランス／エスケイネッ
ト株式会社／SCSK株式会社／NTTコミュニケーションズ株式会社／FXC株式会社／エフセキュア株式会社／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／株式会社オーエス／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／株式会社ガイアエデュケーション／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／光昭株式会社／株式会
社コンテック／株式会社サードウェーブデジノス／サイエンスパーク株式会社／サイバートラスト株式会社／サイボウズ株式会社／GNオーディオジャパン株式会社／ジェイズ・コミュニケーション株式会社／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／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／株式会社ソリトンシステムズ／ダイトロン株式会社／株式会社 高文／DJI（キヤノンマーケティングジャパン株式会社）／株式会社ディー・ディー・エス／ティーピーリンクジャパ
ン株式会社／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／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／日商エレクトロニクス株式会社／日本エイ
サー株式会社／株式会社　日本HP／日本デジタルオフィス株式会社／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／ネットアップ株式会社／株式会社ネット
ジャパン／株式会社バッファロー／株式会社パトライト／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／株式会社日立製作所
／PHILIPS／フエニックス・コンタクト株式会社／株式会社フォースメディア／富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社／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／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／株式会社マウスコンピューター／マカフィー株式会社／丸紅情報システムズ株式会社／三菱電機株式会社／明京電機株式会社／株式会社モリサワ／ヤノ販売株式会
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／リコージャパン株式会社／洋エレクトロ株式会社／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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※受付開始は 15分前からとなります。

※事前登録は不要です。
開始5分前までに直接お越しください。

╲  特別講演 （ザ･リッツ･カールトン大阪 4階 ザ・テラスルーム）  ╱

╲  ショートセッション （ハービスHALL 大ホール内）  ╱

講　　師 内　　容

特別講演 （同時通訳）

11:00～ 12:00
（60分）定員90名

Antimano Efren氏

Intel Technology Asia Pte Ltd.
Strategic Partnerships Influencer Sales Group
ISG Asia Pacific & Japan Director

新たなビジネス機会を増やす I Tインフラとは？
～アジア戦略アドバイザーが紹介する世界の潮流～
世界中のあらゆる産業のビジネスリーダーが、自社のビジネスの成長と革新を推し
進める為に、ITインフラや新しい技術への積極的な投資を検討する機会が増えて
おります。このセミナーでは、アジア諸国の戦略アドバイザーを務めるスペシャリ
ストが、世界のケーススタディや業界動向、それを支えるインテルのテクノロジー
を紹介するとともに、お客様へのベストプラクティスをご紹介いたします。
＊本セッションは同時通訳による講演となります。

特別講演

13:00～ 14:30
（90分）定員90名

澤  円氏

日本マイクロソフト株式会社                                                  
マイクロソフトテクノロジーセンター
センター長

働き方改革の “リアル”
～提案のきっかけのキーワードとは～
「働き方改革」はあらゆる組織・企業において重要なキーワードとなっています。
その一方で「仕事量が減ってないのに残業時間だけを減らせと言われても…」という
現場からのボヤキが聞こえてきているのもの事実です。何が欠けているのか、ど
うすれば効果的な働き方改革ができるのか、マイクロソフトの事例を紹介しなが
ら、皆さんと一緒に考えたいと思います。

特別講演

15:00～ 16:00
（60分）定員90名

馬場  健太郎氏

デル株式会社
インフラストラクチャ・ソリューションズ事業統括
パートナー営業本部
本部長 

モダンデータセンターを実現する D e l l E M C の H C I 戦略
企業 ITがビジネスを支えるデジタルトランスフォーメーションがより重要になって
きている中、ハイパーコンバージド（HCI)やシステムの自動化による IT基盤の近代化
は、競争力強化の次のステップです。HCIからシンクライアント、NW仮想化まで
包括的なソリューションを提供するDell EMCの強みと適用シーンをわかりやすくご
紹介いたします。

講　演　社 内　　容

11:00～ 11:20
（20分）定員 12名

デル株式会社
D e l l クライアント  働き方改革での７つのメソッド
働き方改革におけるDellクライアント製品の販売方法について説明します。7つのケースに
分けて、最適なクライアント製品提案について説明させていただきます。

13:30～ 13:50
（20分）定員 12名

ダイワボウ情報システム株式会社
（ i K A Z U C H I（雷））

サブスクリプション管理ポータル iKAZUCHI(雷 )のご紹介
iKAZUCHI(雷 )は、ダイワボウ情報システムが提供する 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行うことが可能になります。

14:10～ 14:30
（20分）定員 12名

ダイワボウ情報システム株式会社
（モバイル・通信サービス）

ワークスタイル変革へ！  D I S  m o b i l e のご紹介
昨今、「働き方改革」が叫ばれている中で、"いつでもどこでも" 仕事が出来る環境 「モバイ
ルワーク」は必須の環境となりました。"通信 " 環境は必要不可欠で格安SIMなど国内の
MVNO契約件数は増加の一途を辿っていますが、そのような中でDISが提供する通信サー
ビス「DIS mobile」のメリット･プランをご紹介させて頂きます。

14:50～ 15:10
（20分）定員 12名

ディーアイエスサービス &サポート
株式会社

サービス＆サポートメニューのご紹介
DISグループのワンストップトータルサポート（導入支援・設定･設置・延長保証・保守・デー
タ復旧・消去サービス）をご紹介します。

15:30～ 15:50
（20分）定員 12名

ディーアイエスソリューション
株式会社

X- p o i n t、K i n t o n e 連携オプションのご紹介
ワークフローシステム X-pointのKintone連携オプションをご紹介します。Kintoneの業務
アプリのデータを自動的に取得し、決済業務を行うことが出来ます。 チームの業務と組織
の承認・決裁プロセスをつなぎ、業務効率化を図ります。

16:10～ 16:30
（20分）定員 12名

日本エイサー株式会社

新しいワークスタイル Chromebookのご紹介とその利用
文教、ビジネスにおいて、ますます「 Chromebook が伸びる理由」を説明します。まず
は、Chromebook がいったいどういったものか？学校 ICTでWindowsや iPadではなく、 
Chromebook が選ばれる理由（全米シェアナンバー1！）とは？　そんな疑問に、クラウドで
の利用と Google G Suite Education の利用事例を交えてご説明します。

16:50～ 17:10
（20分）定員 12名

ダイワボウ情報システム株式会社
（ i K A Z U C H I（雷））

サブスクリプション管理ポータル iKAZUCHI(雷 )のご紹介
iKAZUCHI(雷 )は、ダイワボウ情報システムが提供する 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行うことが可能になります。



次世代テクノロジー

センサー ･無線 ･監視 ･電源の 4つの技術で
IT農業に貢献 ｢ももことあやか」

IoT や無線技術を採用し、ISA が長年培ってきた監視と電源管理技術を融合し、農業ハウスの
環境情報を母屋から簡単に｢見える化 ｣する『ももことあやか』を紹介。監視カメラの運用保
守を飛躍的に改善する PoEリブータ+。複数装置動作状況を監視しリブートするギガブート。
鉄板製品「警子ちゃん」や電子メール監視「メル丸くん」等、多数展示しています。

株式会社アイエスエイ

VR 技術は各産業分野での活躍に期待 HTC VIVEを使って VR 技術のデモ体験ができます 株式会社アユート

最新パソコンとソリューションの紹介

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「ComputeCard」をはじめ、様々
なフォームファクターの製品となります。「ComputeCard」は名刺サイズの小型パソコンで、今
後教育関連などの分野のみならず、サイネージ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

OKI の LEDプリンタで仕事コストをダイエット !
世界初の LEDプリンタメーカーから、プリンター、複合機の業種別ソリューションをご紹介い
たします。5 年間無償保証サービスと合わせ、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

バーコードやセミアクティブ型 ICタグを使った
ヒト・モノの監理ツール

●今まで使用していた 1次元（バーコード）リーダーの価格で2次元（QRコード）リーダーがお手元に ! 
Newland製 2 次元（QRコード）リーダーで 360 度スキャンを使った IoT・個体識別ツール　●製造・
物流・倉庫様向けフォークリフトや人のヒヤリ・ハットを警報でお知らせ ! ぶつかり防止システム 
●病院・介護施設様向け認知症患者の勝手な外出を事前に防止 ! 徘徊通知システム

光昭株式会社

M2M/IoT ソリューション :「CONPROSYS」を自
社工場に導入。実益を伴った「IoT化」を実現 !

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 ! 自社小牧事業所における IoT 工場の事例もリアルタ
イムにご覧頂けます。更に、管理用パソコンとして Microsoft Azure Certified for IoT 認定の
「Windows 10 IoT Enterprise」を搭載した高信頼性な産業用パソコンもご用意しております。

株式会社コンテック

世界シェア No.1　DJI 社製ドローン

世界シェア No.1 の DJI 製ドローンは誰でも簡単に、驚くほど高画質な空撮映像の撮影を実現し
ます。空撮（映画、プロモーションビデオ、イベント撮影）の他にも、建物の点検・施設巡視、
災害現場調査など、様々なシーンでの活用されています。実機にて活用事例をご説明させてい
ただきます。

DJI
（キヤノンマーケティングジャパン株式会社）

モバイルエッジコンピューティングデバイス
（MECD）「DE100」

体に身につけられる小型高性能デバイスであるMECD を活用すれば、一人ひとりの生産性向上、
職人の技やノウハウの記録、分析が可能になります。また、メガネ型デバイスなど、他の IoT デ
バイスとも連携しやすく、必要に応じてビデオ通話、社内 SNS などを活用するといった、高度
なコミュニケーションが実現できます。さらに、高性能小型デバイスとして、様々な機器のコン
トローラーとしても利用可能です。

東芝クライアントソリューション株式会社

工場の IoT化をお手伝い！
OpenBlocks IDMアプライアンス

OpenBlocks IDM アプライアンスは、 工業計器・制御機器・環境計測 / 分析機器・ポンプ・バルブ・ 
油空圧機器・産業機器などの工場機器から発生する様々な IoT データを管理可能にする装置（IoT 
Data Management:IDM）です。

ぷらっとホーム株式会社

屋外設置に最適 ! 高速無線 LANアクセスポイント
「QX-C300 シリーズ」

防災施設や屋外施設での広域無線 LAN ネットワークは、ニーズは高いものの設計や導入コス
トなどハードルが高いイメージがあります。菱洋エレクトロが提案するシャープ社製無線 LAN
アクセスポイントは、有線工事が困難な場所や短期的稼働が必要な環境に高品質な無線通信
環境を提供。導入ハードルを下げる方法をご紹介します。

菱洋エレクトロ株式会社

注目すべき新テクノロジーと
ソリューションのご紹介 VR/AR/MR・IoT・POSソリューションなどをご紹介します。 ダイワボウ情報システム株式会社

（モバイルビジネスセンター）

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 
Creative Cloud」をご紹介いたします。

アドビシステムズ株式会社

スマートデバイス装着型リーダー導入実績 No.1
国内、海外、大企業で続々導入

iPhone や iPod touchに「AsReader」を装着するだけで、スマートデバイスが持つ機能をその
まま活かせる強力なハンディターミナルです。 スマートデバイスと RFID（UHF 帯 /HF 帯）連携
機能も完備しております。 iPhone/iPod touchで低コストでの業務改革を実現できます !!

株式会社アスタリスク

Future of Making Things
「AutoCAD」から始まる創造の未来

ICTの進化にともない、お客様の設計業務は大きく変化しています。オートデスクはクラウドや
モバイル、3Dプリント、点群データの活用などさまざまな角度からお客様が i-Construction
や CIM、BIM、IoT を積極的に活用できるよう、取り組んでいます。お客様の創造の未来への
第一歩は、「AutoCAD」から始まります。

オートデスク株式会社

え !こんなところに無線 AP?
11ac 867M対応情報コンセント型
無線 LANアクセスポイント

● 有線 / 無線ともに利用でき、利便性と意匠性を同時に実現。● 情報コンセント（JIS 規格）
埋め込み式さらにフラットで目立ちません !● PoE 受電、100V（VVF 直結）のラインアップで
お客様ニーズにあった機器のご提案が可能● 電波出力の出力を調整することで無駄な干渉を
軽減● 11ac　867Mbps 対応モデル

FXC 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

働き方改革を支援する「Jabra」デバイス 働き方改革において、各従業員の生産性の向上が求められます。「Jabra」のデバイスは、個々
人の業務への集中をサポート、そしてスムーズな会議の進行をサポートいたします。 GNオーディオジャパン株式会社

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。

ジャパンメディアシステム株式会社

ジュニパー SD-WANで、クラウド向けネットワー
ク最適化

ジュニパーは世界でも有数のネットワーク機器ベンダーです。大規模通信事業者向ルーター開
発で培った技術を元に、御客様のインターネット通信、WAN 環境を、リアルタイム監視、様々
なクラウドサービス通信の状態に応じて、最適な環境を動的に制御する SD-WANソリューショ
ンを提供します。

ジュニパーネットワークス株式会社

ハイブリッドクラウドを実現 !
Veeam バックアップと Zertoレプリケーション

貴社バックアップデータは高速にリストアできますか ?Veeam 製品はバックアップに加えて レ
プリケーションにも対応した製品で、まもなくクラウド対応も可能になります。 また、データ移
行にお悩みの方には、Zerto 製品をご紹介します。 Zertoは物理・仮想環境・クラウドを問わず、
データの出し入れが可能なソフトウェアです。

デジタルテクノロジー株式会社

※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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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、Windows 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
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、厳選されたラインアップでお待ちしております。

株式会社 日本 HP

モバイル活用・働き方変革ツール
（トヨタ自動車、清水建設等トップ企業事例・デモ）

トヨタ自動車、清水建設、大塚製薬工場などトップ企業 700 社で採用されたモバイル活用アプ
リをデモ・展示。Office365、box などのクラウドストレージと連携し営業・製造現場（プレゼン、
レポート、ディスカッション）を改革するドキュメントソリューションです。SaaSからオンプレ版、
Salesforce などと連携などお客様のニーズにあわせたご提案が可能。モバイルを活用し働き方
改革。【無料版もご用意】

日本デジタルオフィス株式会社

「Office 365」・「Azure IoT」のご提案 「Office 365」でグループウェア機能等をデモ。働き方改革と紐づけて訴求。「Azure IoT」でも
同様に働き方改革を訴求。 日本マイクロソフト株式会社

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」が解決します。 また、今回は Excel 主体だった
業務を特別な ITの知識を用いずにアプリ作成等によってシステム化できる「AppSuite」の展示
も致します。

株式会社ネオジャパン

パナソニック最新モバイルソリューション
●空間採寸・温度センシングソリューション向け堅牢タブレット●高画質ウェアラブルカメラソ
リューション●60GHz高速ダウンロード対応オールインワンセキュリティBOX●H.265対応ネッ
トワークカメラソリューション

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

モバイル /ラベルプリンタと
WEB 会議システムのご紹介

モバイル / ラベルプリンタや、WEB 会議システムを活用し、現場での対応力強化と業務効率向
上をご提案いたします。 ブラザー販売株式会社

モバイル PC の管理用アプライアンス
「持ち出し用端末」「持ち出し禁止端末」両方をオールインワンで対策できる管理アプライアン
スです。利用者に負担をかけず、さらに管理者の手間も最小限に社内の利用ルールに則ったモ
バイル PCの運用と管理をするとともに、大切なデータの漏えいを防ぎます。

丸紅情報システムズ株式会社

PCにデータを保存しないソリューション
「Flex Work Place Passage」

ワークスタイル変革のためのソリューションを実現するデータレス PCについて詳しくご紹介し
ます。 PCの読み書きは全てファイルサーバーで行い、PCにデータを保存しないため、情報漏
えいやデータ消失による被害を抑止します。オフライン時には RAM ディスクにデータを保持す
ることができ利便性に優れています。

横河レンタ・リース株式会社

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

シェア No.1 ワークフローソフト「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。

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

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）

サブスクリプション管理ポータル
「iKAZUCHI（雷）」

「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））

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させていた
だきます。

ダイワボウ情報システム株式会社
（通信･クラウド）

セキュリティ

サーバーシステムの
統合バックアップソリューションご紹介

日本で高いシェアを持つ統合バックアップソリューションである Arcserveシリーズのご紹介をい
たします。 Arcserve Backup,UDP,UDP Appliance, Archiving,Replication,HA など展示いたします。 arcserve Japan 合同会社

ランサム対策にはバックアップを !
ファイル仮想化で PCに安全と機動力を !!

話題であるランサムウェア対策にも活用できるバックアップソフト 「Secure Back」の製品展示・
デモを実施しております。 また「働き方改革」に伴い、テレワーク促進や、外出先 PCのセキュ
リティ対策として、データ紛失・漏洩を減らせる「Shadow Desktop」。 生産性を向上しつつ紛
失リスクを減らす次世代型ソリューションも展示いたします。本製品はデータのみ仮想化する
ので、 安価でサイジング不要な製品です。

株式会社アール・アイ

進化する VioStor 録画の再生検索に手間かかっていませんか ? 業界初 AIを利用してもっと簡単にしませんか 株式会社 R.O.D

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

セキュリティ脅威から企業の端末を守る
クラウドサービス「ISMCloudOne」on iKAZUCHI

「ISMCloudOne」は、クライアント PCの脆弱性対策や情報漏えい対策、未知の脅威への対策 
等を一元的に管理できるクラウド型サービスです。 本ブースでは、お客様のニーズにあった導入、
活用方法をご案内いたします。ぜひお気軽に ご相談ください。

AXLBIT 株式会社

災害・DR 対策バックアップ アクロニス（Acronis, Inc）は、Windows・Macintosh・Linux・仮想マシン用のデータバックアッ
プ・障害復旧・システム開発・ディスク管理ソフトウェアを開発・販売する企業です。 アクロニス・ジャパン株式会社

顧客分析とセキュリティに活用可能な
『顔認証ソリューション』

顔画像データを照合し入退出管理や特定人物検知が行えます。認識データは特徴量として保存
し、全て暗号化処理を施しているため、セキュリティのニーズに応えます。またシステム全体と
しては、VPN 通信、IP 制限、ファイヤーウォール、WAF 等、様々な対策を施し、セキュリティ
を考慮した設計思想となっています。

株式会社アリス

「情報漏洩対策」と「リモートサポート」
●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」
●遠隔地の PC 画面を手元の PC 画面で共有し、マウス操作やキーボード入力などを実現するリ
モートコントロールの「LAPLINK14」

株式会社インターコム

映像監視システム「ArgosView」

サーバにインストールするタイプの映像監視システム（VMS）です。 21 年間にわたり蓄積した開
発ノウハウが評価され、国内 VMS 市場において、2016 年国内シェア No.1を獲得いたしました。 
IoT 時代に対応した “つなぐ” 機能を強みとしており、センサや施設内設備はもちろん、長期
録画機器や他システムと連携することで、製造、運輸、金融、建築、小売、医療、自治体、文
教など、あらゆる業界にソリューションを展開しております。

ヴイ・インターネットオペレーションズ
株式会社
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不正接続端末の検知及び
ブロック&IT 資産管理

ネットワークに接続する全デバイスの IP/MACの統合管理及び、不正接続の検知 / 監視 / ブロッ
クが可能な製品をご紹介します。 SmartIPはアプライアンスタイプとなり、専用 PC、OS、DB
等追加購入不要です。 エージェント不要となっており、今あるネットワークを変更することなく
簡単に導入可能です。

ヴィアスコープ株式会社

透過型 UTMとヤマハルータ見える化 ● UTM「Fortigate」を透過型・ヤマハルータ / スイッチのネットワーク構成で、運用管理を簡
単に●ロードバランサー「A10 Thunder ADC」で、Office 365 利用環境を快適に SCSK 株式会社

NEC の顔認証エンジン「NeoFace」で
安心なセキュリティを

●「顔認証システム導入セット」で実現するセキュリティ対策ソリューションのご紹介
●「NeoFaceMonitor」で PC 利用のセキュリティアップ NEC（日本電気株式会社）

NEC の顔認証印刷ソリューション
NEC の顔認証エンジン NeoFace® の技術を応用し、プリンタや複合機の認証印刷システム
SmartSESAME® SecurePrint!と連携。ハンズフリー（手ぶら）認証印刷で、 セキュリティと利便
性を両立した顔認証印刷ソリューションをご提供いたします。

NEC
（富士ゼロックスプリンティングシステムズ
株式会社）

クラウドを取り巻く環境下での一気通貫の
セキュリティソリューション

様々なプラットフォームに対応しており、管理サーバ不要のクラウド型セキュリティのプロテク
ションサービスビジネス（PSB）を始め、AWS 環境や Salesforce 環境などにおけるセキュリティ
もご用意しております。 クラウドを取り巻く、様々な環境下で一気通貫のセキュリティソリュー
ションをご提案させて頂きます。

エフセキュア株式会社

内部不正対策から外部脅威対策まで
統合型エンドポイント管理（UEM）へ

「LanScope Cat」は、12 年連続トップシェアの情報漏えい対策ツールです。IT 資産管理・操作
ログ管理やデバイス制御などの内部情報漏洩対策は勿論、セキュリティを” 分かりやすく” す
るレポートが多くのお客様より評価頂いております。また、昨年夏リリースの「プロテクトキャッ
ト Powered by Cylance」はインターネット非接続端末にも対応。マルウェアの検知・駆除、感
染原因の特定まで行え、インシデント対応の課題を解決します。

エムオーテックス株式会社

鉄壁多層のセキュリティ機能を兼ね備えた
クラウドメールサービス

Enterprise Mailは、増加傾向の標的型攻撃メール対策を始めとする鉄壁多層のセキュリティ機
能を兼ね備えたクラウドメールサービスです。サイボウズGaroon、Officeの推奨メールにもなっ
ており、シングルサインオン機能を利用した kintoneとの連携も可能です。

NTT コミュニケーションズ株式会社

脆弱性対策強化で弱点も克服
真のランサムウェア対策強化を実現

セキュリティ強化を図る多くの企業様で、脆弱性の修正が後回しにされています。約 90% の攻
撃は脆弱性を突いてきます。MS 社製品は勿論、Adobe 社、Oracle 社等 3rd パーティ製品の脆
弱性を把握し修正する、本当に出来ていますか ?　弊社製品では脆弱性の可視化、優先順位付、
パッチ配布、3rd パーティ製品も含め対応可能です。またランサムウェア感染時、サーバのデー
タ被害を最小限に抑える独自機能もご紹介します。

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対策を !

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

IoT・WEB セキュリティ Secure IoT Platformは IoT機器の真正性を担保しサイバー攻撃の脅威から IoT環境を守ります。 
WEB セキュリティに関してロードマップを作成し提案します。 サイバートラスト株式会社

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
●多層防御でもセキュリティ対策は限界、解決策はインターネット分離 ジェイズ・コミュニケーション株式会社

クライアント運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」はリスクの発見と IT 運用管理を支
援します。 クライアント PCをはじめ、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。

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

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

Bye Bye Password! 
指紋や顔、静脈、OTP などが選べる
多要素認証システム 「EVE MA」

各種監督官庁も注目している二要素認証・多要素認証に対応した「EVE MA」をご紹介。パソコ
ンの Window ログオンや、アプリケーションの認証を、生体認証（指紋・顔・静脈）や IC カー
ドで行います。現在 242の自治体で採用されており、愛知県内でも多数の実績あり。Active 
Directoryとの完全連携、仮想化環境でも多要素認証によるログインを実現など、お客様の環
境に合った製品を柔軟にご提案します。

株式会社ディー・ディー・エス

ウェブ/メール /ファイル
セキュリティで実現するサイバー攻撃対策

サイバー攻撃の手口にはメールでの悪性添付ファイルの開封や URLリンクへ誘導させたり、悪
性 URLを経由した情報抜き出しが挙げられます。本ブースではバージョンアップによってサイ
バー攻撃対策機能が十分に備わった「i-FILTER」「m-FILTER」や、情報資産そのものを保護する
「FinalCode」をご紹介します。

デジタルアーツ株式会社

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

あらゆる脅威からのシステム復旧 近年の災害、ランサムウェアに加えて従来からのハード障害、人的障害の多様化したシステム
障害から、システム、データをエンジニアの負担を軽減して復旧するソリューションです。 株式会社ネットジャパン

スイッチングハブを中心とした
Panasonic オリジナルソリューションのご提案

今回はスイッチングハブを中心として、単なる製品紹介ではなく、Panasonic 独自のソリューショ
ン『雷サージ耐性強化』『静電気耐性強化』『低コストで SDカード復旧』『PoE パススルースイッ
チ』を中心にご提案させていただきます。

パナソニック ES ネットワークス株式会社

二要素認証システム（静脈認証装置） 高度セキュリティの需要が高まる中、日立の静脈認証は本人認証を正確且つ迅速な認証が行え
ます。 株式会社日立製作所

ランサムウェア対策にセキュアなバックアップを ランサムウェア対策にもバックアップは活用できます。バックアップでの安全なデータ保護をお
届けします。 ベリタステクノロジーズ合同会社



展示タイトル 出展概要 出展社名

マカフィーの提案するランサムウェア対策
未知の脅威やランサムウェア対策を強化。今、猛威を奮っているランサムウェアが今までのマ
ルウェアと異なるのは実行すると重要なデータを暗号化して即時に業務を停止させてしまう点
です。マカフィーのソリューションは暗号化を未然に防ぐことで守ります。

マカフィー株式会社

ネットワーク対応型遠隔電源制御装置
【リブーター】

ルーターや監視カメラ、無線 AP、デジタルサイネージ等、IT 機器のフリーズによって、システ
ムに障害が発生した事はありませんか ?!リブーターが導入されていれば、現地まで駆けつける
ことなく、死活監視 & 自動電源再起動により、フリーズによるトラブルを迅速に普及させる事
が出来ます !フリーズ対策に【リブーター】をご活用下さい !

明京電機株式会社

プラットフォーム

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、脅威検知後の初動対応（感染端末の遮断 /
隔離）を自動化することで感染拡大を防止します。 APRESIA Systems 株式会社

働き方を変えるモバイルデバイス活用のカギ
『AirWatch/Workspace ONE』

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（iOS
や Windows10）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。
またインフラ基盤構築には HCIである「vSAN」がおススメです。

ヴイエムウェア株式会社

運用自動化にも対応した監視ソフト X-MON
大阪でMSP事業を展開して 15 年以上。ブースでは運用自動化に対応した監視ソフト「X-MON」
を紹介いたします。 マルチクラウドからサーバ・ネットワーク機器まで環境に問わず利用可能
な監視ソフトです。

株式会社エクストランス

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、ネットワーク機器や監視カメラシ
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

サーバー、ワークステーション デジノス製サーバー・ワークステーション および DeepLeaning 用マシンの参考展示。 株式会社サードウェーブデジノス

Meraki、Spark、Start、Smallシリーズ製品のご紹介 Meraki、Spark、Start、Smallシリーズ製品のご紹介 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

高い電源品質が要求されるシステムに最適な UPS
「Eaton 9PX」は、常に安定した電力を接続機器へ供給する常時インバータ給電方式 UPS。電
源管理ソフトウェア IPM は、仮想環境に最適なシャットダウンソフトです。VMWare Readyと
Nutanix Readyを取得しています。

ダイトロン株式会社

屋外無線アクセスポイント
および法人向けネットワーク製品の提案 屋外無線アクセスポイント ティーピーリンクジャパン株式会社

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、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

長距離 PoEソリューションと
レガシーネットワーク

100Mを超える PoE 伝送スイッチや既設のメタル、同軸ケーブルを利用した伝送スイッチのご
紹介 日商エレクトロニクス株式会社

新時代のコンピュートエクスペリエンス
最新世代の HPE「ProLiantGen10 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

増大するデータを管理し活かす
最新 NetApp ストレージソリューション !

創立 25周年のネットアップが磨き上げた世界シェア No.1 ストレージ OS 「ONTAP」搭載の最新
オールフラッシュ「A200」や次世代の HCI「NetApp HCI」などご紹介。 ネットアップ株式会社

産業用ネットワーク機器関連
産業用ネットワーク機器関連（マネージドスイッチ、セキュリティルータ、ワイヤレス機器、イー
サーネット用避雷器等）を中心に、IIoT を見据えたフエニックスコンタクトのネットワークソ
リューションを展示します。

フエニックス・コンタクト株式会社

不必要な残業を抑止して業務効率アップ！ 
いきいきと働ける職場環境を実現しませんか。

●長時間残業抑止ソリューション「IDリンク・マネージャーⅡ」導入により、出退勤の打刻
操作と連動させて、サービス残業の抑止が可能！ PC 利用時間と業務内容を” 見える化” し、
不必要な長時間残業も抑止できます。●働く場所を選ばない、圧倒的な軽さで多彩なセキュ
リティ機能を搭載した超軽量モバイル PC 「LIFEBOOK U937/R」● 360 度画面回転により、
さまざまなフォルムでの活用が可能なフォルダー型コンバーチブル PC 「LIFEBOOK P727/R」
●オフィスワーカーに必要な高いモビリティとパフォーマンスを持つスタイリッシュタブレッ
ト 「ARROWS Tab R727/R」

株式会社富士通パーソナルズ

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。 富士電機株式会社

MacとWindows の混在環境に強い
ビジネス対応 NAS「N-RAID」

ビジネス対応 NAS「N-RAID」は、MacとWindows が混在した環境でのファイル共有が可能で
す。 5つの LAN ポートを有しリンクアグリゲーションに対応します。NAS への同時接続が多い
環境に強く、耐障害性を高めつつ負荷分散が可能なネットワーク環境のご提案ができます。 非
常用バッテリー（ミニ UPS）搭載することで、電源ケーブルが抜けても安心です。

ヤノ販売株式会社

導入実績拡大中 !
ハイパーコンバージド対応 UPS・
シャットダウンシステム

オンプレミス環境下における、ハイパーコンバージドインフラストラクチャを含む仮想化基盤や
ストレージに対し「最適な電源管理ソリューション」として、電源環境の異常時等に仮想化サー
バやストレージへの UPS・自動シャットダウン /起動システムの構築を実現します。停電時のハー
ドウェア・データ保護はもちろん、仮想マシン単位でのシーケンシャルな停止起動や、管理者
操作の自動化・RTO の削減まで実現します。展示ブースではシャットダウンボックスをはじめ
導入事例や仮想化サーバとの連携シャットダウンをご紹介します。

UPSソリューションズ株式会社

レッドハットの最新情報をお伝えします

●「Extended Update Support for Servers」RHELを利用しているユーザー全てが対象となり、
マイナーバージョンの延長サポート製品（アドオン製品）となります。特定のマイナーバージョ
ンでしかご利用になられないお客様向けの製品です。 
●「Red Hat Insights」 RHELを利用しているユーザー全てが対象となり、セキュリティ強化にあ
わせてお問合わせを受けるケースが多いです。

レッドハット株式会社

映像・コンテンツ

文教・医療・セキュリティシステムに対応する
モニター・映像伝送機器

エーディテクノは文教・医療・セキュリティシステムでご利用いただける、モニターや映像伝送
機器をご紹介いたします。7型 ~32 型液晶モニター（SDI入出力端子搭載アナログコンポジット
入力搭載など）/ アナログ⇔デジタルスキャンコンバーター /HDMI 分配器 / プラスチック光ファ
イバータイプ長尺 HDMI/DVI ケーブル

株式会社エーディテクノ

※出展社、出展内容は変更される場合があります。



AV 周辺機材の一括制御 および 
映像・USB・シリアル信号などの
延長・分配・切替

ATEN（エイテン）ジャパンは、映像とパソコンの切替器で高い世界シェアを有する台湾メーカー
です。 急速に進む【AVと ITの融合化】のトレンドの波にのり、当社の製品は複数のディスプ
レイやプロジェクタ、パソコン等が使われる様々な場所で活用されています。企業・商業施設・
学校・医療・交通などの分野で使用されている製品と導入事例をご紹介します。 2017年 9月に
デモルーム併設の新オフィスを淀屋橋・本町エリアにオープンしました。

ATENジャパン株式会社

EIZO が提案する作業効率 UP の
最新の映像表示ソリューション

モニター専業メーカーの EIZO が提案する映像表示ソリューション。新製品である USBType-C
を搭載したフレームレス 27型の高精細 4K モニター「EV2785」と、10点マルチタッチ / 細かな
ペン入力に対応した 23型タッチモニター「FDF2382WT」のご紹介。オフィス、CAD、教育、デ
ザイン、産業と幅広い市場で活躍する高品質・高信頼性のモニターです。作業効率 UP、快適性
をキーワードにお客様の作業環境のお悩みを解決します !

EIZO 株式会社

アナログ入力対応小型液晶モニター および
業務用 TVチューナー

アナログ・デジタル入力に対応したフル HD モニターや 4K 対応小型モニターを展示します。 工
業・産業や医療・文教の分野にて、カメラや電子顕微鏡・内視鏡などの機器の映像を表示させ
るのに最適です。 また同時展示の業務用 TVチューナーは電子看板などに TV 映像を追加表示
させるなどの用途に最適です。

エスケイネット株式会社

世界初の水銀フリーを実現した半導体光源プロ
ジェクターと最新デジタルカメラ

CASIO は 2010 年、世界に先駆けてレーザー &LEDハイブリッド光源プロジェクターを開発。
高圧水銀ランプを使わず、光源寿命約 20,000 時間というロングライフ化に成功することで、抜
群のコストパフォーマンスを実現しました。環境性、経済性、操作性に優れたプロジェクター
と最新モデルのデジカメを様々な活用シーンと共にご紹介します。

カシオ計算機株式会社

シャープが提案する
最新ディスプレイソリューション　
・・・各種利用用途ご紹介・・・

デジタルサイネージやタッチディスプレイ「BIGPAD」、高精細テレビ会議による情報共有など、
様々な業種、様々な活用シーンで幅広く活用されるシャープのディスプレイソリューションをご
紹介します。

シャープマーケティングジャパン株式会社

BRAVIA、ビデオ会議システムなど活用した
働き方改革のご提案

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。
また、デジタルペーパーの実機を展示、VAIO 新製品、高画質ビデオ会議システムもご紹介致
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」/
バルコの医用画像表示用ディスプレイ

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。 また、高画質と医師の画像観察をサポートする先進的な機能により、世界で
広く利用されているバルコの医用画像表示用ディスプレイも展示いたします。

バルコ株式会社

PHILIPS 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

高性能 PCをはじめ生活を快適にする IoT 製品

安心の国内生産、購入後も安心の 24 時間 365日電話サポート ! 多彩なラインナップを安心の
品質で ! パソコン買うならマウスでチュウ。CAD 向け、VR 向け高性能 PCをはじめ、生活を快
適にする IoT 製品や、省電力、4K再生が可能なサイネージに最適な超小型デスクトップ、外回
り持ち歩き端末として最適な 2in1タブレットなどの新製品をを出展予定。

株式会社マウスコンピューター

「カンタンサイネージ」 / 「Wi-Fi プリント」

【カンタンサイネージ】1.カンタンすっきり配置 2.カンタン運用 3.簡単操作のお手軽電子看板「カ
ンタンサイネージ」を出展します。曜日や時間帯に合わせてコンテンツを自動切替え、自動で
電源 ON/OFFも可能です。【Wi-Fiプリント】写真を選んですぐに簡単にプリントができる「Wi-Fi
プリント」を出展します。専用アプリが不要な簡単操作 ! スマートフォンで画像を選んで Wi-Fi
接続したプリンターへ転送するだけで直ぐに写真がプリントされます。

三菱電機株式会社

モリサワの「文字」と
「デジタルコンテンツ配信ツール」で
快適な情報伝達をサポート !

生活の中で当たり前に存在する「文字」。ビジネスで「文字」を扱うプロユーザから選ばれ
ているモリサワから、ついにどなたでも簡単で気軽にご使用いただけるフォントサービス
「MORISAWABIZ+」が新登場します !また、お手持ちの PDF データや画像データを簡単に iOS/

Androidアプリ、Web 本棚にデジタル配信ができるソリューション「MCCatalog+」は、ペー
パレス化によるコスト削減や多言語自動翻訳機能でのインバウンド事業やグローバル展開をサ
ポートします。

株式会社モリサワ

RICOH のビジュアルコミュニケーション これ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

全国で繋がる IP 無線機・無線 LAN スポット AP 全国で利用可能な IP 無線機・無線 LAN-APとつながるトランシーバーなどの無線機や高速通
信が可能な新型無線 LAN-APをご紹介します。 アイコム情報機器株式会社

ハンディターミナルを活用した
物流ソリューション

最新のバーコードハンディターミナルを使用したWMS パッケージです。入荷から出荷までの在
庫情報の見える化を強力にサポートします。先入れ先出し、ロケーション管理、トータルピッ
キング等の現場ニーズに的確にお応えします。

株式会社ウェルキャット

建築・店舗設計・インテリアデザイン設計で
幅広く利用されている CADソフトのご紹介

建築・店舗設計・インテリアデザイン設計で幅広く利用されている CADソフト、Vectorworks
を展示します。年末限定のキャンペーンや次期バージョンの製品情報など、販売店様が CAD 利
用ユーザーへご紹介できる商材をご案内させていただきます。また、CAD 設計環境でお悩みが
あれば最適なソリューションをご提案させていただきます。

エーアンドエー株式会社

レーザープリンターの不満を
エコタンクプリンターで解決 !

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（コスト、トナー切れ、管理）
をエコタンクが解決します。

エプソン販売株式会社

産業用 PC、サイネージ関連製品を中心に
トータルソリューションをご提案 !

エレコムブースでは、IoT ソリューションカンパニーとしてグループ各社の製品を中心に、 産業用
PC からネットワークまで、トータルソリューションをご提案させて頂きます。 国内生産にこだ
わった産業用 PCやクラウド配信サービスを利用したサイネージソリューション、 過酷な環境下
でも使用可能な堅牢型タブレット・バッテリーレスのタッチパネル PC など、 普段展示出来ない
製品を実機を操作しながらご提案させていただきます。

エレコム株式会社

キヤノンにお任せ !監視カメラ &SOHOビジネス
●ネットワークカメラ人気の小型 Sシリーズに、屋外の軒下設置可能な耐衝撃モデル登場●
「PIXUS」（インクジェット）に FAX付きモデルが登場 !「MAXIFY」も合わせてレーザーにはない
魅力を提案● PCとの接続不要。モバイル革命を起こす頭脳を持ったミニプロジェクター「Mi-1」

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

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

●「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●「Newline」:ビ
デオ会議 / プレゼンテーション / 電子黒板が 1 台で対応「タッチスクリーンディスプレイ」●
「Blancco」: パソコン、サーバだけでなく、フラッシュや仮想マシンにも対応「データ完全消去
ソフトウェア」

QNAP/Newline/Blancco
（株式会社フォースメディア）

BUFFALO BUSINESS SELECTION
●「TeraStation」一般オフィスへのファイルサーバーとしての導入、PC サーバーのバックアップ
用途。製造業など、各業種への導入提案。●「法人無線 LAN」文教市場や防災Wi-Fi 整備とし
ての導入事例をご紹介します。

株式会社バッファロー

AirGRID WD シリーズによる生産性向上 生産設備のロスが見える ! 低コストではじめる簡単 IoT カメラ等製品連携を提案。NHシリーズ
の様々な用途提案。 株式会社パトライト

※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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ハービスHALL

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 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

▶　阪神梅田駅（西改札） 徒歩6分
▶　地下鉄四つ橋線西梅田駅（北改札） 徒歩6分
▶　JR 大阪駅（桜橋口） 徒歩7分
▶　地下鉄御堂筋線梅田駅（南改札） 徒歩10分
▶　JR 東西線北新地駅（西改札） 徒歩10分
▶　阪急梅田駅 徒歩15分

［展示会場・ショートセッション会場］

ハービスHALL
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA B2F

[セミナー会場 ]

ザ・リッツ・カールトン大阪 4階 ザ・テラスルーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 隣接

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

基幹業務の見直しで『働き方、変えてみませんか ?』
「PCAクラウド」

基幹業務を効率的に運用する事により働き方改革と生産性の向上に繋げる事が出来ます !PCA
では基幹業務をクラウド上で運用が可能です。また色々な業務に繋げる事によりお客様の業務
効率を上げるご提案が可能です。 今現在日常業務で手間がかかっている事を改善する事で、お
客様の働き方を改善するご提案が可能になります。お客様への働き方改革をご提案の為の商
材としてご参考にして下さい。

ピー・シー・エー株式会社

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-1000、YVC-300、CS700」 タブレットで直観的に「歌づ
くり」ができるデジタル教材「ボーかロイド教育版」 会話のプライバシーを守る「VSP-1」

ヤマハ株式会社

IT 機器導入に対するサービス &サポート Windows10 やタブレットの事前設定・導入・延長保証サービスを一元化するワンストップトー
タルサポートをご提案。 あわせて既設機器のデーター消去や処分（買取）も可能です。

ディーアイエスサービス &サポート株式会社

コンテンツ付クラウド型デジタルサイネージ

クラウドで管理するデジタルサイネージは、継続的に売上を計上いただけるストックビジネス型
の商材です。 引き合いの多い E/U 様の業種は、医療機関様やビル管理会社様です。 待ち時間
のストレス軽減、イベント情報等発信用に、 医療機関の待合室やビルのエントランス、エレベー
ターホールなどに導入いただくことが多いです。 医療系コンテンツや天気予報、マーケットニュー
スなども提供できますので E/U 様ごとのオリジナルコンテンツと組み合わせることで コンテン
ツのマンネリ感を低減することも可能です。

教育

今あるテレビが電子黒板に変身 !
「てれたっち」

2020 年の教育 ICT化に備え、電子黒板整備の予算でお困りのお客様に朗報。現在、教室でお
使いの大型ディスプレイを、そのまま電子黒板として利用できる「てれたっち」のご紹介です。
製品の操作性・反応の体験に加え、デジタル教科書や Officeソフトを用いた活用提案。Skype 
for Bussinessを利用した遠隔地授業の提案。実証実験校における、教育現場からの感想・フィー
ドバック情報を紹介いたします。

株式会社アイ・オー・データ機器

学校・教育現場での
ICT 機器ソリューションモデル提案

オーエスでは、60 年を超える教員現場の各種設備をご提供してきた実績から、様々な製品の
研究開発に取り組んでいます。 それら製品と、技術・ノウハウを活かし、様々なご要望にワン
ストップソリューションでお応えします。 各自治体・各学校・各教室を現地調査した上で、最適
な製品のご提案から特注生産まできめ細かくご対応いたします。

株式会社オーエス

学校向け ICTファニチャー 学校向け ICTファニチャーメーカーとして、アクティブラーニング什器やタブレット収納庫の全
国の事例をご紹介させていただきます。 株式会社ガイアエデュケーション

必見 !「教育情報セキュリティ」向け暗号化ソフト
「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン案」の学内暗号化対策に活用できる情報
漏えい対策ソフト「NonCopy 2」および自宅 PCにデータを残さない「NonCopy for USB」のご
紹介。 デモをご覧いただけます。

サイエンスパーク株式会社

プリンストン教育向けプロダクツ

●遠隔授業や共同研究など教室間を結ぶポリコム TV 会議システム● HDD の容量・形式を問
わない RAID 構築が可能で安全かつ柔軟な大容量データ保存を実現するストレージケース●ス
マホ /タブレット用アメリカ国防総省制定・MIL 準拠の耐衝撃ケース●ビデオコミュニケーショ
ンに動きを加えたテレプレゼンスロボット「Kubi」

株式会社プリンストン

DIS オススメ教材、オリジナルプロダクトの
ご紹介

NHK エデュケーショナル様の英語教材を出展します。
小学校 : プレキソ英語、中学校 : 基礎英語 LEAD
ワイードについては従来のデジタルスライド機能に加え、2画面同時出力機能・湾曲対応となっ
た新モデルにて出展します。

ダイワボウ情報システム株式会社
（文教ソリューション）

展示タイトル 出展概要 出展社名

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev11/ict_expo2017_kansai.html

https://www.herbis-hall.com/access/
https://www.herbis-hall.com/access/
http://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/osaka/hotel-overview/directions
http://www.pc-daiwabo.co.jp/office/kansai.html#pref_osaka
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev11/ict_expo2017_kansai.html
http://www.pc-daiwabo.co.jp/privacy.html



