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最新のセキュリティ、モバイル・クラウド、生産性向上などをテーマに、商談に役立つ幅広い商材を 111 社、132 ブースに渡っ

て展示いたします。スマートデバイスなどハードウェアメーカーの展示から、IoT や AI、顔認証といった次世代テクノロジー

製品、さらにはセキュリティや柔軟なワークスタイルを実現するソリューションなど、幅広くご紹介差し上げます。商談に

役 立つ情 報や最 新テクノロ ジー を体 感 いた だ ける場 に なります。皆 様 のご来 場 を心よりお 待ちしております。

最新のセキュリティ
ソリューションをご紹介

様々な視点から
「働き方改革」にアプローチ

経済産業省によるサイバー セキュリティ経営ガイドラインが改定され、

組織全体として業績を上 げながら生産性向上や労働時間削減を目

付けられて、その重要度が増しています。外部脅威だけでなく標的型

不 可 欠です。現 場ごとに異 なる課 題を解 決しつつ、企 業 競 争 力の

ンについて分かりやすく解説し、商談の勘所をお伝えします。

ンをご紹介します。

セキュリティ対策の実施が経営上の「コスト」ではなく
「投資」と位置

攻撃対策に不可欠な内部対策強化など、複雑化する対策ソリューショ

指す” 働き方改革” を継続的に推進するためには、 ICT の利活用が

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

次世代テクノロジー
（ IoT 、 AI 、 RPA ）

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

RPA や AI など、IT テクノロジーを活 用して業 務を自 動 化・効 率 化す
る動きが急速に広がっています。それらの技術で " なに " が " どのよう
に " 変化するのか、また自社業務やビジネスへの取り込み方など、IT

しい技術を体験していただけます。

講演のかたちでお伝えします。

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

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
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コラボレーション
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師

（60 分）定員 100 名

容

「BizRobo! によるRPA のスケール・高度化・大衆化
の実現へ !」

ダイワボウ情報システム株式会社
システム推進部 eビジネスシステム2 課
課長

「デジタルレイバー（仮想知的労働者）
」として進化が期待されている「BizRobo!」。
AIやOCRとの連携により、定型作業に留まらない進化を続けています。
本セッションでは国内の導入実績とノウハウを多く持つRPAテクノロジーズによる講演
と、DISの自社導入事例をご紹介。「BizRobo!」の最新事例をぜひお楽しみください。

氏

松前 和宏

11:00 ～ 12:00

内

RPAテクノロジーズ株式会社
セールス&デリバリー部 関西グループ

小野 寛徳

①

講

※受付開始は 15 分前からとなります。

～DISが取り組むデジタルレイバーの事例をご紹介いたします～

深層学習の実例と今後の活用方法

②

清水 亮

特別講演

13:00 ～ 14:30

氏

ギリア株式会社
代表取締役社長

（90 分）定員 100 名

③
特別講演

横井 太輔

15:00 ～ 16:00

株式会社 L is B
代表取締役

（60 分）定員 100 名

④
特別講演

中島 晋

16:30 ～ 17:15

【講師プロフィール】
1976 年新潟県長岡市生まれ。ギリア株式会社 代表取締役社長。株式会社ドワンゴ会長室第
三課長を兼務。内閣府・新たな情報財検討委員。深層学習を中心とした人工知能の研究開
発を専門とし、自らプログラミングも行う。2005 年、情報処理推進機構（IPA）より天才プロ
グラマー /スーパークリエイターとして認定される。近著に、
『教養としてのプログラミング講座』
（中公新書ラクレ）、『よくわかる人工知能』
（KADOKAWA）など。

氏

氏

シスコシステムズ合同会社
Meraki プロダクトセールススペシャリスト

（45 分）定員 100 名

事例で語る
『新発想のチャットボット』
で
業務の自動化を加速

最近注目の RPA は、主にホワイトカラーの業務効率化・自動化の取り組みで効果
を発揮しています。本セッションでは、
ホワイトカラーだけではなくフィールドワーカー
（現場）の業務効率化・自動化について、現場仕事をチャットボットに置き換えたこ
とにより大きな効果が得られた事例をご紹介します。

Meraki・クラウド管理ネットワークがもたらす未来

クラウド管理ネットワーク機器であるMeraki は、様々なメリットをパートナー様・エ
ンドユーザー様に提供いたします。多拠点や遠隔地への迅速なビジネス展開、お
よびIT 管理者負担、運用コストの削減に最適なソリューションである事だけでなく、
今後、変動していくIT 市場でMeraki がもたらす未来を最新事例を交えてご紹介いた
します。

2 枚お持ちください。
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桜橋口

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

お申し込みサイト ▶

大丸梅田店

西梅田スクエア

ハービス HALL

ハービスENT

地下鉄四ツ
橋線西梅田
駅

▶

JR 大阪駅

駅

田
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阪
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東梅
町線
鉄谷
地下

交通

田駅
線梅
堂筋
鉄御
地下

ご来場の際は名刺を

会場

AIの導入事例が増えていく昨今、どの業務にAIを活用すれば良いのか、具体的にど
のようなことに役立つのかを説明します。
さらに今後の深層学習はどのように進化し、どのような展開が考えられるか、事例を
交えて紹介したいと思います。

JR 東西線北新地駅

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev11/ict_expo2018_kansai.html

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

本展示会のお問い合わせ先

お近くの営業拠点までお問い合わせください。

EXPO 2018 in 関西」からお申し込みください。

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。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

展示タイトル

「BizRobo! DX Cloud」/「BizRobo! Staiton」

LPWA 採用の環境監視「ももことあやか」
インテルの最新テクノロジーデモ
5 万円から始められる IoT:
「CONPROSYS」& 最新産業用 PC のご紹介

モバイルエッジコンピューティングデバイス &
スマートグラス活用の遠隔支援システム

RPA ソリューション「RoboSol（ロボソル）」

顔認証印刷ソリューション /
IC カード・ラベル発行システム

富士通のヒューマンセントリックIoT/
スキャナーとOCR ソフトウェアによる
「働き方改革」のご提案

出展概要

出展社名

次世代テクノロジー

デジタルレイバーのスケールと高度化を実現し、日本全国での大衆化を目指すプラット
フォーム「BizRobo! DX Cloud」をはじめとした、
「BizRobo! Station」の展示・デモを行い
ます。 ホワイトカラーをルーティンワークから解放し、社会全体の生産性向上を図り、未
来の働き方の変革ツールとして注目を集めるRPA。その可能性をぜひブースにてご体感く
ださい。
LoRa 無線方式を採用した遠隔監視・制御装置による農業、工場、施設、倉庫、野外のデー
タ収集と監視制御を可能にします。長距離安定通信、約 10 年の長期間可能な電池の採用
でメンテナンスフリーを実現します。
インテルの次世代テクノロジーを最新のデモを交えて、ご紹介いたします。

PC ベースの計測・制御の市場をリードしてきたコンテックが提供する「M2M/IoTソリュー
ション：CONPROSYS」。 センサーや PLC からの信号を取り込みデータの見える化を
「CONPROSYS」は簡単に実現します。『簡単』
『便利』
『使いやすい』を展示会場で是非
ともご確認下さい。コンテックは M2M/IoT システムの構築の課題を解決します。また、
他社にない尖がった仕様の最新産業用 PC も展示いたします。
エッジコンピューティングとは ? 蓄積したデータを遠く離れたクラウドではなく、現場に近
隣する場所で処理するテクノロジーです。「dynaEdge DE100」は高い汎用性と高度な処
理能力を持つ小型 Windows 10 デバイスです。IoT 時代において、通信インフラへの負荷
が課題となっています。様々な現場におけるデータの負荷分散としてエッジコンピューティ
ングが求められており、その様々な活用事例をご紹介いたします。

RPA テクノロジーズ株式会社

株式会社アイエスエイ
インテル株式会社

株式会社コンテック

東芝クライアントソリューション株式会社

NECブースでは実際に「RoboSol（ロボソル）」のデモンストレーションを行い専門のス
タッフにて体験いただけるよう、ご紹介いたします。

IT 機器やネットワークからの情報漏えい対策が進む中、紙媒体からの漏えい対策は遅
れており、速やかな対策が求められています。従来、紙媒体からの情報漏えい対策と
して IC カードによる認証印刷が主流でしたが、IC カード不要で非接触なハンズフリー
（手ぶら）認証ができる顔認証技術を認証印刷に活用することで、印刷業務の利便性
をより高めます。

●「リモートモニタリングサービス」: 介護スタッフの業務負担軽減、常時の監視が必要
となる場合の入居者が抱く不快感、安否確認等の改善を促進するための IoT デバイス ●
「LiveTalk」: 音声認識とリアルタイム転送技術によって発話内容を共有するコミュニケー
ションツール●ハード/ソフトを一新し、更に便利になった「ScanSnap」シリーズの最新
フラッグシップモデル●「fi シリーズスキャナー +DynaEye」:コストパフォーマンスを追求し
た業務向け ADF スキャナーと高精度 OCR（自動文字認識）ソフトウェア

NEC（日本電気株式会社）

株式会社富士通パーソナルズ /
株式会社 PFU

モバイル・クラウド

働き方改革をスムーズに実現

高画質・高性能のネットワークカメラと
最新のインテリジェントソフトウェア
～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。
Adobe Creative Cloud

インターコムが提案する 2 つの働き方改革

チャットボットで業務の自動化と
現場の RPA を加速
「AutoCAD」で働き方改革を実現 !
ビジネスを加速するコンピューティング
プラットフォームコンサルタント
業務改善クラウドサービス
サイボウズ「kintone」
コミュニケーションをもっと便利に、
もっと身近に。

" テレワーク " で安心・安全・快適にご利用いただけるリモートソリューションを紹介いた
します。 ブース内ではデモ試演や相談コーナーを設け、お客様の課題に則したソリュー
ションを提案いたします。

RSUPPORT 株式会社

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

アクシスコミュニケーションズ株式会社

RFID での IoT 推進にあたり、スマートデバイスを利用して業務の改善を行います。

株式会社アスタリスク

共同作業のための最高のクリエイティブ環境を提供する、「Adobe Creative Cloud」をご
紹介いたします。

アドビシステムズ株式会社

● iKAZUCHI（ 雷）登 録 製 品の給 与 明 細の電 子 化 が簡 単 に始 められる「Web 給 金 帳
Cloud」● iKAZUCHI（雷）登録製品の Win&Mac の混在環境に強い情報漏洩対策 + 資産
管理ツールの「MaLionCloud」

最近注目の RPA は、主にホワイトカラーの業務効率化・自動化の取り組みで効果を発
揮しています。L is Bブースでは、ホワイトカラーだけではなくフィールドワーカー（現場）
の業務効率化・自動化について、現場仕事をチャットボットに置き換えたことにより大き
な効果が得られた事例を中心に分かりやすくご説明いたします。
3 次元の汎用 CAD ソフトウェア。2019 版よりツールセットと呼ばれる各業種専用の機能
が標準装備されました。

お客様のニーズに寄り添い、多彩でユニークなコンピューティングプラットフォームから
最適な製品をご提案いたします。

「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。

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。場所を
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。

株式会社インターコム

株式会社 L is B

オートデスク株式会社
株式会社サードウェーブ
サイボウズ株式会社

ジャパンメディアシステム株式会社

展示タイトル

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

出展概要

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。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展社名

日本エイサー株式会社

働き方を変える、日本 HP の最新ラインアップ

詳細は Web サイトでご確認ください。
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev11/ict_expo2018_kansai.html

株式会社日本 HP

働き方改革アプリ「do!book eX」で、
PC&O365&Azure 一括提案。

トヨタ自動車様、清水建設様、鉄道会社様などトップ企業の製造・ショールームなど現
場の働き方改革を実現するソリューションとして多くの実績を持つ「do!book」の最新製
品『do!book eX』を展示。 Surface GO などで QRコードを読込み、図面・動画マニュ
アルなど現場で簡単に閲覧・スカイプなどと併用して会議も可。 PC、O365、Azure と
まとめてのご提案で、御社のクラウドビジネスを拡張します。

日本デジタルオフィス株式会社

マイクロソフト 次世代の働き方改革
「Surface」製品のご紹介をいたします。

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

Office 365 アドオンとビジネス版 LINE で
業務改善実現
働き方改革支援ソリューション

『働き方改革』を検討されている企業様に、
タブレット端末でお力になれればと思います。
WEB 会議システムおよびモバイルラベル
プリンタ&コンパクトレーザープリンタのご紹介

モリサワの "フォント" がビジネスを変える。
見やすいフォントで書類の評価をアップ !

データレス PC を実現する
「Flex Work Place Passage」

これ一台で会議室をスマートに &
中小規模向けハイパーコンバージドで
働き方改革

IT 機器導入に対するサービス & サポート

シェア No.1 ワークフロー「X-point」
Apple プログラム（VPP/DEP/ASM）&
ソリューション紹介
サブスクリプション管理ポータル
「iKAZUCHI（雷）」

DIS mobile（通信サービス）

長年働き方改革に取り組んできたマイクロソフトならではの真の働き方改革をご提案。
「Office 365」
「Azure」
「Surface」の活用事例をご紹介いたします。

「Surface シリーズ」は、Microsoft 純正の PC タブレットです。 Microsoftソリューションを
最大限活用できる純正デバイスは、据え置き型の Studio からLaptop、Pro、Book 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。

ウェブ会議搭載、顧客満足度 3 年連続 No.1 グループウェア「desknet's NEO」! リアルタ
イムなコミュニケーションでお客様の劇的な働き方改革を支援します。また、
「AppSuite」
を使う事で、紙や Excel で行われている非効率な業務を効率化します。報告後に活用さ
れない書類も内容を集計・分析することにより、次の戦略に役立てる事ができます。さ
らに、営業と業務の様な部署を超えた実業務を支える「ChatLuck」。現代の働き方改革
に欠かすことができない IT ツールです !
マイクロソフト Office 365 を日本のグループウェアのような操作性で、より便利により安
全に活用できるアドオンツールをご紹介。他にも、LINE の使いやすさはそのままに、情
報漏えい対策などセキュリティを強化したビジネス版 LINE など、人気のクラウドツールを
ご紹介 !

日本マイクロソフト株式会社
日本マイクロソフト株式会社
（Surface）

株式会社ネオジャパン

株式会社ネクストセット

働き方改革支援で人気のレッツノートを使った可視化サービスをご紹介します。また、
TV 会議 + 監視カメラ+ 顔認証ソリューションで新しい働き方をご提案します。

パナソニック システムソリューションズ
ジャパン株式会社

WEB 会議システムを活用した業務効率向上と、モバイルラベルプリンタおよびコンパクト
レーザープリンタにて現場での対応力強化をご提案いたします。

ブラザー販売株式会社

「HUAWEI MediaPad T5」は、9 月 21 日に日本国内で販売を開始したエントリーモデル
のタブレットです。約 10.1 インチのフルハイビジョン（1,920 × 1,200）画面を搭載してお
ファーウェイ・ジャパン
りますので、従来製品（MediaPad T3 10）より表示できる情報量が増えました。また、
（華為技術日本株式会社）
Microsoft Office for Android をプリインストールしておりますので、Office 365 の ID をお
持ちの方であれば「HUAWEI MediaPad T5」でご使用いただけます。

毎日目にするビジネス文書にこそ「見やすい」
「読みやすい」フォントを! どなたでも簡
単で気軽に利用いただけるフォントサービス「MORISAWA BIZ+」が新登場 ! Word や
PowerPoint で作成した既存の書類を「BIZ UDフォント」に置き換えるだけで見やすく読
みやすい書類に大変身 ! 読み手に響く企画書でプレゼンを成功させたい、周りと違う提
案書で他社と差をつけたい、そんなご要望をもとに開発された「見やすい」
「読みやすい」
フォントをご紹介いたします。

PC 内にデータを保存しない「データレスPC」。 FAT PC を最大限に活かし、データのみ
をファイルサーバーへ自動格納します。VDI とほぼ同等のセキュリティを保持したまま、
FAT PC のよさ（オフライン利用、固有アプリケーションの利用）を兼ね備えた新しい PC
の形です。

『これ一台で会議室をスマートに』プロジェクターに繋ぐ感覚で手軽にワンステップで遠隔
地とオンラインMTG を実施することができる最新の専用端末「ThinkSmart Hub 500」に
加え、レノボの持つ多様なスマートデバイス& 話題の中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、働き方改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、ぜひレノボブースへお立ち寄りください !
DIS グループが提供可能なサービスをご提案します。Windows 10 PC やタブレットの導入
支援、延長保証サービスやデータ消去、データ復旧など導入後のサポートをご提案いた
します。

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。
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
はもちろん、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。

「iKAZUCHI（雷）」はダイワボウ情報システム（DIS）が提供する、お取引先向けライセン
ス契約管理システムです。「iKAZUCHI（雷）」をご利用いただくことで、貴社経由でユー
ザーにご提供する継続型サービス契約の新規登録や管理を素早く、楽に行うことが可能
になります。

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
サービスご提案させていただきます。

株式会社モリサワ

横河レンタ・リース株式会社

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
（サービス& サポート）
X-point
（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
（Appleソリューション）
ダイワボウ情報システム株式会社
（iKAZUCHI（雷））
ダイワボウ情報システム株式会社
（モバイル・通信）

展示タイトル

災害対策・データ保護に最適 !
Arcserve ソリューション
映像監視は、EYE（人の目）から
AI（人口知能）へ
AI/ ディープラーニングを用いた
情報セキュリティー対策
セキュアなバックアップは
簡単・高速・安全のアクロニスで。
複雑なログを分かりやすく自動で分析
「ログ管理ツール ALog シリーズ」

サイバー攻撃を見据えた
情報漏洩対策ソリューション
IP/MAC 統合管理・不正接続遮断・ユーザ
認証対応なアプライアンスソリューション

映像監視・映像活用のクラウドサービス
「Ciero」

ヤマハ ルータ+ FortiNet で
安心のネットワーク
" 働きかた改革のカギはこれだ !"
ペーパレス会議システム「ECO Meeting」
クラウド周りのセキュリティ対策ソフト
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。

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

【ESET】クライアント管理のススメ

出展概要

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展社名

セキュリティ

高 いシェアを誇る「Arcserve シリーズ」にて災 害 対 策・データ保 護 を実 現します。
「Arcserve シリーズ」ではバックアップからアーカイビングまでさまざまなソリューション
をご用意しております。

「VS-AI」は、AI（人工知能）の認識技術を用いることによって記録の瞬間検索を実現した
検索装置です。直観的な操作で、ストレスなく画像や動画を見つける事が出来ます。

AI/ ディープラーニングによる脅威検知は次世代セキュリティー対策として注目されていま
す。当展示では、次世代セキュリティーテクノロジーを活用し、標的型攻撃や情報漏え
いなどの脅威から組織を守る方法をご説明いたします。

ランサムウェア対策やバックアップデータの公証機能が搭載されたセキュアなバックアッ
プソリューションをご紹介します。

「ALog」シリーズはエージェントレスで「いつ、誰が、何をした」を把握することができる
ログツールです。検索・自動レポート設定・アラート出力設定もシンプルな GUI から直
感的に操作可能。ログに関する専門知識がなくとも手間なく運用をすることができます。
内部不正にとどまらずサイバー攻撃から働き方改革まで、
「ALog」シリーズで実現可能な
ログの最新活用方法をご紹介いたします。
● EU 一般データ保護規制（GDPR）、文科省の教育情報セキュリティポリシーのガイドラ
インへの対応に「InterSafe ILP」● 多様化するサイバー攻撃対策へ向けて進化した Web
フィルタリングソフトの決定版「InterSafe WebFilter」● 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 Gateway Connection」
小企業から大企業まで対応及び拡張が可能なアプライアンスタイプの製品です。 安心安
全なネットワーク環境をご提供するためのネットワークセキュリティ製品をご紹介します。

映像クラウドサービス「Ciero」は簡単導入・低コスト・ハイセキュリティを特徴とする映
像監視・映像活用のクラウドサービスです。「Ciero」は難しく面倒な設定は不要。専用
カメラを設置するだけですぐに利用できます。また、価格体系は月額利用料を採用して
おり、月々1,700 円からご利用いただけます。さらに、2 段階認証やオンライン金融シス
テムと同様の暗号化通信を採用しているので非常に高セキュリティです。手軽に始める
国内最高レベルの映像監視・映像活用を是非ご体験ください。

ヤマハのルータ+スイッチ、 無線 AP をクラウドサービス（YNO）で統合管理しながら、
UTM 装置「Fortigate」でセキュリティーを担保するネットワーク構成の実機デモ。ヤマハ
からL3スイッチが新発売されました。

● �紙、人件費コスト削減効果� の「ECO Meeting」: ペーパーレス会議システム ●テレ
ワークで使用可能な「SwiftPOST」: セキュアな大容量データー転送システム ● �無線が
繋がらない、不安定� の可視化を実施する「NetWork Docter」:Wi-Fi 無線空間調査

管理コンソールがクラウド上にあるセキュリティ対策ソフト「プロテクションサービスビジネ
ス」を始め、AWS 環境に対するセキュリティ対策ソフトや Salesforce 専用のセキュリティ対
策ソフトのご用意がございます。 各環境に合わせたセキュリティ対策をご提案いたします。

ランサムウェアによるシステムの停止、働き方改革へのシステムの対応、Windows 10 の
導入による課題など…経営者やシステム管理者の悩みは尽きません。これらの課題を
「LanScope シリーズ」で解決してみませんか ?

今、多くの企業様で脆弱性の修正対応は後回しにされています。約 92% の攻撃者は脆
弱性を狙って攻撃しています。MS 社製品は勿論、Adobe 社、Oracle 社などサードパー
ティ製品の脆弱性をも把握し修正する、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、パッチ配布のサイクルを一元的に対応可能です。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。

昨今大企業のみならず、中小企業をターゲットとしたマルウェア感染が急増しております。
マルウェアからの脅威に対応するためにはウイルス対策に加えクライアント管理が重要に
なります。当ブースでは【ESET】による最新のクライアント管理をご紹介しますので是非
お立ちよりください。

arcserve Japan 合同会社
株式会社 R.O.D
imatrix（アイマトリックス株式会社）
アクロニス・ジャパン株式会社

株式会社網屋

アルプス システム インテグレーション
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

SCSK 株式会社

株式会社エステック

エフセキュア株式会社

エムオーテックス株式会社

株式会社カスペルスキー

キヤノンITソリューションズ株式会社

サンセイテクノス ソリューション

詳細は Web サイトでご確認ください。
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev11/ict_expo2018_kansai.html

株式会社サンセイテクノス

セキュア仮想ブラウザ

インターネット分離により企業の重要なデータをサイバー攻撃から守ります。

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」

簡単・安心・安全 :SonicWall で中小企業でも
Non-stop UTM を実現 !!

XG ファイアウォール + Intercept X で
セキュリティの自動対応を実現

「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、Windows10 のアップデートに関する設定を、PCごとに
資産情報として収集。設定を確認し、意図しないアップデートによるトラブルの回避など
にご活用いただけます。

Sky 株式会社

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

ソフォス株式会社

『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
SONICWALL
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』
（ソニックウォール・ジャパン株式会社）
の SonicWall のソリューションをご紹介します。

展示タイトル

働き方改革ソリューション

働き方改革の課題も解決 !
二要素認証・多要素認証対応。
万能認証基盤「Themis」

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

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

ビジネスメール詐欺撲滅 !
最先端のセキュリティ製品のご紹介

メールを消毒する、常識を覆す、
新たなメールセキュリティ
「Mail Sanitizer クラウド」

マカフィーが提案する
Windows 10 対応ウィルスソフトのご紹介

サイバー攻撃対策ソリューション
「AN-Tracker」

無線 LAN 環境構築の最適解 !
ハイブリット・ワイヤレスシステム
ネットワークエンジニアの為の働き方改革 !

ネットワーク・サーバ・クラウド監視ソフト
「X-MON」

世界最小サイズの Ethernet OAM 対応
メディアコンバーターのご紹介

vSAN・3Tier 構成ならオムロン !
仮想に適した新ネットワークカードをご紹介 !
Mellanox 最新高速ネットワーク製品のご紹介

出展概要

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

各種ガイドライン準拠はもちろん、機能の応用で、働き方改革・テレワークなどのお悩
みもまとめて解決する「万能認証基盤 Themis」をご紹介。パソコンの Windows 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。
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し、
認証要素の追加も簡単。お客様の環境に合った製品を柔軟にご提案します。
2018 年 7 月の Google Chrome 68 以降、Web サーバに SSL サーバ証明書が無いと訪問
者に警告が表示されるようになりました。余計な不安を与えてしまわないように、Web
サイトは HTTPS 暗号化通信で運用することが求められます。他社に比べて採用実績が
圧倒的に高い、どなたでも安心してご利用いただけるデジサート・ジャパン（旧日本ベリ
サイン）の SSL サーバ証明書を使ったソリューションをご紹介いたします。

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。

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 !

●自治体、建設、金融、医療で実績のある無害化製品を、今回クラウドサービス化いた
しました。●自治体、文教、金融、医療でのネットワーク分離においてニーズが増えて
おります。●ネットワーク分離上のファイルの受け渡しではなく、入口対策としてご導入
いただいております。●その他については、「Smooth File」ネットワーク分離モデル（160
以上の官公庁採用の無害化エンジン搭載可能なファイル交換システム）
「Fast Sanitizer」
（API を利用し他社製品との連携が可能な無害化アプライアンス）などをご紹介します。
8 月に発表させていただきました新しいエンドポイント。 Windows 10 に乗り換えるお客
様は、Windows Defender で十分だと思っていませんか ? Defender + ランサム対応の新
しいアンチウィルスソフトを紹介させていただきます。

「AN-Tracker」はセキュリティ製品との連携により、セキュリティインシデント検知後の初
動対応（感染端末の遮断 / 隔離）を自動化し被害の拡大を防止します。
無線ネットワークの新たな可能性 ! 医療や産業の現場で求められるローミングレス・広
帯域無線 LAN をハイブリッド・ワイヤレスシステムがご提供します。

「InterMapper&BOM Server」サーバ / ネットワークの運用管理を見える化。ネットワーク
上の多種多様な機器の一括管理をしたい ! → 解決します ! スイッチからサーバまで一つの
マップで一括管理。

10 年以上リリースを続けている監視ソフト「X-MON」をご紹介いたします。ネットワーク・
サーバだけでなく、クラウド環境にも対応しています。ソフトの他にアプライアンスサー
バ版での提供もあり、公共文教・医療分野でも多く利用されています。 当日は画面のデ
モも行っていますので是非ブースへお越しください。

「LEX3851-1F」は Ethernet OAM（IEEE802.3ah, IEEE802.1ag, ITU-T Y.1731）機能でイン
バンド設定監視・導通確認に対応したメディアコンバータです。通信網の多様化、大容
量化、高速化する中、メディアコンバータの需要はますます拡大することが見込まれてお
ります。

HA 構成の仮想環境でもオムロンのネットワークカードがあれば安心です ! vSAN 構成・
3Tier 構成（サーバ +ストレージ構成）ともにシャットダウン・起動まで自動化が可能です。
さらに、オムロンは別立ての電源管理サーバが必要ありません ! また、その他のシーン
で活躍するリチウムイオンバッテリ搭載 UPS なども展示しております。

「Mellanox」の 100Gb/s InfiniBand と 25/100 ギガビット のイーサネット製品をご紹介。
一般企業に加え Data Center、大学、研究所、映像分野などで様々に活用されています。
詳細は Web サイトでご確認ください。
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev11/ict_expo2018_kansai.html

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。

非常時における外国人誘導機器のご紹介と
Jabra ヘッドセットで実現する
働き方改革・生産性向上

出展社名

株式会社ソリトンシステムズ

株式会社ディー・ディー・エス

デジサート・ジャパン合同会社
（旧日本ベリサイン）

デジタルアーツ株式会社

トレンドマイクロ株式会社

株式会社プロット

マカフィー株式会社

プラットフォーム

次世代の会議室を体験

HCI に最適な無停電電源装置（UPS）

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

VMware vSAN、Nutanix、HPE Simplivity のシャットダウンは、
「Eaton IPM」にお任せ !

近年日本で自然災害が多発している状況で、実際に災害が発生した時、外国人への避
難誘導が課題になっております。そこで、外国人を多言語誘導可能な「MegaSpeak」を
デモ機を用いて説明いたします。また、昨今の働き方改革や生産性向上の対策として、
『集
中』をキーワードに挙げて、GN オーディオジャパンのヘッドセットデモ機とチラシを用い
て説明いたします。

APRESIA Systems 株式会社
アライドテレシス株式会社
株式会社アリス

株式会社エクストランス

FXC 株式会社

オムロン ソーシアルソリューションズ
株式会社
サーヴァンツインターナショナル株式会社
シスコシステムズ合同会社 /
ヴイエムウェア株式会社 /
ネットアップ株式会社
シュナイダーエレクトリック株式会社
ダイトロン株式会社

株式会社 高文

展示タイトル

益々広がるクラウド管理型 Wi-Fi 市場 /
新たに加わる厳環境対応スイッチをご紹介

脆弱性対策きちんとできていますか ?
クライアント管理に必要な機能を提供する
「ZOHO Desktop Central」のご紹介

働き方改革を支える DellEMC の
最新テクノロジー / ソリューション

長距離給電

出展概要

ディーリンクジャパンでは、総合ネットワークベンダーの強みを活かし、オフィス・ホテル・
マンション・文教・民間企業など様々なシーンに適したネットワーク SW、Wi-Fi アクセス
ポイントをご紹介します。 その中でも新しいクラウド管理型 Wi-Fi の特徴や厳環境下での
利用が出来る ネットワーク SW 等の新製品をご紹介。是非ディーリンクブースにお立ち寄
りください。
昨今、脆弱性を悪用した攻撃による被害への対策としてセキュリティパッチやサービスパッ
ク適 用 へ の取り組 みが必 須です。「Desktop Central」は Windows だ けでなくLinux や
Mac にも対応し、パッチ管理もできる資産管理ソフトウェアです。Adobe, Java, Chrome,
Dropbox, Skype などの 200 種類以上のアプリに対応した脆弱性パッチの一元管理を実
現し、自動で必要なパッチ情報の収集・自動配布する事によりパッチ適用の漏れ・遅れ
を防ぎます。インストールは 10 分ででき、価格も ¥198,000 から用意がございます。

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

LAN ケーブル、同軸ケーブル、電話線などを利用し、規格上 100M が限界の PoE を延伸。
電源工事不要の長距離 PoE 用 LAN 新設を可能にします。 また既設の電話線・同軸線の
インフラを活用し大幅な工事コスト削減を実現しながら、アナログデバイスの IP 化を可
能にしたスイッチを展示いたします。

PoE スイッチ

最新のインフラソリューションをご紹介します。

最新インフラソリューション
ニュータニックス ソリューション

詳細は Web サイトでご確認ください。
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev11/ict_expo2018_kansai.html

世界一簡単なキッティングとシステム保護

来年に迫った PC 入替に伴う膨大な展開作業の作業時間を効率よく簡単に実現するPC
キッティング製品と統合管理が実装された世界標準を目指す「ActiveImage シリーズ」の
バックアップソリューション。

市場ニーズが満載のネットワークスイッチ
BCP をサポートする電源ソリューション

同時アクセスが増加しても
安定したファイル共有を実現
NAS に 5 つの LAN ポートとミニ UPS を搭載

Red Hat Ansible Automation で実現する
自動化ソリューション

パナソニック製スイッチングハブは、学校、病院、オフィス、工場などでご活用いただける、
動作環境 60 度対応、静電気、雷サージ、冗長化、SD カードブート、認証対応スイッチ
などをご提案します。
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。

ビジネス対応 NAS「N-RAID5800M シリーズ」は、主に Adobe 社のソフトウェア等をご利
用のユーザー様に効果的な NAS 製品です。 NAS に 5 つの LAN ポートを備え、『リンクア
グリゲーション（802.3ad）』に対応しています。この機能を利用すると、5 つの LAN ポー
トを束ねて負荷分散することで、転送速度の低下を防いで安定した利用環境が実現でき
ます。 非常用バッテリー（ミニ UPS）を搭載することで、電源ケーブルが抜けてもデータ
は安心です。

「Red Hat Ansible」は、企業の IT 自動化を支援するオープンソースベースの製品となり
ます。ネットワーク設定 / サーバーの払い出し/ ストレージボリュームの接続 /OS 設定 /ミ
ドルウェア設定等の様々なインフラ要素にまたがった作業を1 つのツールで自動化が可能
です。Ansible はサーバー構築を自動化し、主に構成管理や AP のデプロイ、継続的デリ
バリーを可能とします。主に仮想マシンの払い出しや夜間休日のパッチ適用やリリース作
業、膨大なノード数のネットワーク機器の設定作業などに効果を発揮します。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展社名

ディーリンクジャパン株式会社

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

日商エレクトロニクス株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社

ニュータニックス・ジャパン合同会社
（株式会社ネットワールド）
株式会社ネットジャパン

パナソニック ES ネットワークス株式会社
富士電機株式会社

ヤノ販売株式会社

レッドハット株式会社

映像・コンテンツ

お手軽・低コスト 映像ソリューション

今すぐはじめられる、買いきり型の簡易デジタルサイネージソリューションを出展します。
合わせて、回線のない場所でもネットワークを利用するための M2M ルーター。 データを
長期保存するためのアーカイブソリューション。大型モニタをタッチパネル化するてれたっ
ちを展示いたします。

株式会社アイ・オー・データ機器

もっと「見える」、捗る作業 ! を、
EIZO モニターで実現。

●ノートPC との相性抜群 ! モニターを使った作業効率 UP 方法をご紹介。 USB Type-C
を搭載した 31.5 型の 4KフレームレスモニターとノートPC を使えば、従来のオフィス環境
のイメージを大きく変化させます。 ● IP モニターを使えば監視システムの構築がもっと
簡単に ! 夜間でもカラー撮影可能な超高感度カメラ× PCレスで映像表示可能な IP モニ
ターを組み合わせた「見える化」を体感ください。

EIZO 株式会社

中央監視の運用改善に
－ KVM 切替器とビデオ切替器の活用

KVMスイッチと映像周辺機器の両方を扱う専門メーカーとして、今回は導入実績が増え
ている中央監視システムの運用改善のシステムをご提案いたします。 交通・電力・ガス・
水道といった社会インフラやエネルギー系をメインターゲットに、製造業、自治体、商業
施設、病院など様々な業種の改善提案に役立つ新商品と事例をご紹介します。

ATEN ジャパン株式会社

5年間無償保証のサービスをはじめて今年で10周年。プリンター、複合機の業種別（医療、

文教、デザイン等）活用事例を中心にご紹介します。また、新たに商品ラインアップに加
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev11/ict_expo2018_kansai.html
株式会社沖データ

5 年間無償保証の OKI の LED プリンター

法人向け「BRAVIA」と「VAIO」。
DigitalPaper、Network Camera、
Video 会議 system を紹介。
ラインナップ豊富 !
業務用タッチパネル専門メーカー

わった CAD 図面の印刷に適した広幅 LED 複合機・プリンター「Teriostar（テリオスター）」
シリーズもご紹介しますので、是非ブースに立ち寄り下さい。

業務用ディスプレイとテレビの 2 つの「法人向けブラビア」を使ったビジネス用途の提案
と会議以外での利用も広がる「ビデオ会議システム」、オフィスや店舗向け、バスや列車
の車両規格に対応など豊富なラインアップの「ネットワークカメラ」、VGA/RJ45 端子ま
でも搭載しビジネス用途に最適化した「法人向け VAIO」 、紙のように読め、自然な書
き味の「デジタルペーパー」を教育現場や法人向けに提案いたします。

タッチパネル・システムズは業務用タッチモニターの専門メーカーです。 1. サイズ、タッ
チ方式、設置タイプで業界随一の豊富なラインナップ 2. ワールドワイドでの展開のた
め、海外規格も取得済み（CCC、KC 他） 3. ワールドワイドでのサポート が特徴です。

ソニー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）

展示タイトル

信頼と安心にこたえる、
東芝のデジタルサイネージソリューション。
会議が変わる
プレゼンシステム「ClickShare」

出展概要

東芝サイネージソリューションでは、初期プランニング・コンサルティングからシステム設計・
構築、設置工事・設定、コンテンツ作成支援運用・保守まで、グループ内のソリューション・
商品を組み合わせ、お客様のニーズに合わせたワンストップソリューションを提供します。

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いただくくことができ、スマートフォ
ン（iOS/Android）からも資料を共有できます。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展社名

東芝映像ソリューション株式会社

バルコ株式会社

PHILIPS 最新液晶ディスプレイ

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

PHILIPS（MMD singapore Pte Ltd.）

クリエイター向けモデルと新製品モバイル

2D/3D CAD/3D CGなどの制作をされるクリエイター様向けハイスペックPCならびにワー
クステーションを展示。 また、一般事務端末、デジタルサイネージなど特定用途にもご
利用可能な手のひらサイズの超小型デスクトップを展示いたします。 その他工場 / 倉庫で
の管理用端末や教育現場での教材端末、営業の外回り用端末に最適な 11.6 型タブレット
や 2in1 タブレットなどもご紹介します。

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

働く場所と社会の変革。
新たな価値創造を目指して。

クラウド配信型デジタルサイネージ
「Signex（サイネックス）」

（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。 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。

新たな価値を生み出す働き方のご提案として誰でも簡単に使える直感的なインターフェイ
スである機器を活用しながら、コミュニケーション、コラボレーションスタイルをご提案し
ます。また、場所に捉われないかんたんサイネージなどリコーのビジュアルコミュニケー
ション活用事例をご紹介いたします。

「Signex」では、日々自動更新されるニュースや天気予報、また、医療機関向けに特化
したコンテンツ「待合くん」等の利用も可能です。 病院の待合室や通勤時間帯のエレベー
ターホールでの待ち時間のストレス軽減、情報発信などにご利用いただいています。 デ
ジタルサイネージ以外にも、ホームページ作成や印刷物作成も承ります。

三菱電機株式会社

リコージャパン株式会社

ディーアイエスサービス&サポート株式会社
（コンテンツサービス）

業種別ソリューション

短距離通信から
全国で利用できる IP 無線機まで展示 !

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 !

キヤノン製品 & ソリューションで、
あなたの胸を打ちたい。

装置・治具設計に最適な「IRONCAD」と
画像比較システムを紹介

最新自動認識ソリューション
防犯カメラシステム「EZPro」と
サイネージ &「BIGPAD」のご紹介

工場の設備稼働や監視・報知システムの
様々な情報を表示灯で可視化します!

基幹ソフトはクラウドで !
iKAZUCHI（雷）ラインナップの PCA クラウド。

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

資格不要の短距離用トランシーバーから、簡単な届け出のみで数 km 通信できる中長距離
用無線機器、携帯電話網を利用し全国で通信が行えるIPトランシーバーまで各種展示予定。
また、無線機とLAN 網、放送設備との連動などあらゆる音声通信を広域に繋げます。

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いただきます。
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。

●膨大な録画映像を短時間で閲覧可能な「BriefCam」など、ネットワークカメラのソ
リューションを展示いたします。 ●店舗からオフィスまであらゆるビジネスに対応出来る
インクジェットプリンター。遂に登場した A3 モデルをご紹介いたします。

「IRONCAD」は操作性に優れ、直感的で、すぐに使いこなせるようになります。思考を
妨げられることがなく設計者は設計業務に専念する事ができます。その威力は特に装置・
治具などのFA 分野において発揮されます。 画像比較システムは、書類や図面・写真など、
異なる二つのデータを比較し差分抽出するシステムです。特徴点認識技術による自動補
正で どんな画像も補正して比較。建設業や自動車製造業を中心とした 400 社以上の企
業に導入されています。
最新自動認識ソリューション IC タグを活用した重機衝突防止システム「ヒヤリハンター」
を始め、最新の自動認識ソリューションを業界別にご提案いたします。

SHARP のご提案する様々なソリューションをぜひご体感ください ! ●防犯カメラシステ
ムは、録画再生にとどまらない豊富な機能をマウス操作で簡単に。使いやすさにこだわっ
た NVRソフトウェア。 ●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簡単サイネージまで。
製造業向け、設備の信号灯を「AirGRID」で IoT 化し、モノの情報を価値に変え生産性
向上を簡単に実現するソリューションを展示します。また、ネットワークカメラとの併用
により、現場で発生した事象も時系列で動画を簡単に呼出し、その状況把握と今後の改
善活動に役立つソリューションを展示します。ネットワーク対応製品を中心とした様々な
連携デバイスを用いた見える化の展示を行います。

世間でクラウドが認知されるようになった昨今、基幹業務もクラウド移行が進んでいます。
外部に会社の大切なデータを預けるなんて過去の時代です。 iKAZUCHI（雷）経由で利
用可能な PCAクラウドで、基幹業務もクラウド化が可能です ! 働き方改革にもつながる
PCAクラウドをぜひご覧ください。

【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 "【VIVOTEK】:IP カメラ/PoE スイッチ/NVR/ アナログ変換ビデオサー
バなど、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"

アイコム情報機器株式会社

エレコム株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

株式会社クリエイティブマシン

光昭株式会社

シャープマーケティングジャパン株式会社

株式会社パトライト

ピー・シー・エー株式会社

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

VR ソリューションとFAX システム

繋ぐ音、創る音、防ぐ音を
ヤマハの技術がお届けします
国産 3 年保証
セルスター製ドライブレコーダー

VRソリューションとは、販売累計 70 万本の空間シミュレーションソフトで作成した空間
が目の前に出現し、実際に歩き回ったり、体験中にリアルタイム編集を行う事も可能 !「想
像する」から「体感する」へと代わる次世代プレゼンツールです。 FAX システムとは、業
務システムに簡単に FAX 連携ができるシステムです。32 回線まで拡張可能で、仮想化で
の運用も可能。

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

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

教

タブレットPC 向け充電管理ソリューション

オリジナル ICTファニチャーをご提案致します
教育 ICT 活用と防災拠点への Wi-Fi 整備
ビデオ会議システム、ストレージケース、
タブレット耐衝撃ケース、書画カメラのご紹介

タブレット向け「会議支援」&「授業支援」

「Chromebook」専用授業支援ソフト/
プログラミング教材
「Google G Suite」や
「Chrome Education」のご紹介

メガソフト株式会社

ヤマハ株式会社

株式会社来夢

育

12.9 インチの iPad を最大 40 台まで充電保管可能な「Tablet*Cart FOUR-r」と、最大 17 イ
エム・ティ・プランニング株式会社
ンチのノートPC を20 台収納可能な「Tablet*Cart NOTE」を展示します。また、ペーパー
レス会議に最適な、iPad を最大 40 台まで一括充電・同期可能な USB ハブ「USB-haco10」 （株式会社立花エレテック）
を展示します。

ICT 機器をより効果的に運用・活用する為のオリジナル ICTファニチャーを取り揃えてお
ります。ICT 機器を収納でき、教卓としても使えるICT カートやアクティブラーニング専用
デスクやチェアも揃えております。
一クラス全員分のタブレット授業の実現。 ICT を活用した快適で安心・安全な通信環境
の整備に推進。 平常時の観光・教育等の活用も兼ねる、Wi-Fi 整備のご提案。

●遠隔授業やへき地とのコミュニケーションを可能にする「Polycom ビデオ会議システ
ム」 ●授業に欠かせない書画カメラ タブレットを不意の落下などから守る耐衝撃ケー
ス「URBAN ARMOR GEAR」 ●異なる容量の HDD・SSD を自在に搭載可能なストレー
ジケース「Drobo」

「MetaMoJi Share for Business」は、画面を共有して会議やプレゼンテーションをしたり、
ドキュメントを複数人でリアルタイムに共同編集したりできるペーパレス会議アプリです。
役員会議・職員会議からアイディア出し・ブレインストーミングといったミーティングまで
幅広くご利用いただけ、働き方改革を強力に支援します。「MetaMoJi ClassRoom」は、
子どもの成長や授業内容に合わせ、シンプルなノート機能から高度な協働学習まで幅広
く柔軟に対応できるリアルタイム授業支援アプリです。

株式会社ガイアエデュケーション
株式会社バッファロー

株式会社プリンストン

株式会社 MetaMoJi

■授業支援ソフト「Netop Vision for Chromebooks」Chromebook 専用に開発された授
業支援ソフトを展示しています。ネットワーク負荷が軽く、サーバーレスの製品のため、
ダイワボウ情報システム株式会社
余計な設備投資が不要となります。 ■プログラミング教材「micro:bit」最小構成 2,000
（教育 ICTソリューション）
円からスタート可能なプログラミング教材を展示しています。小さなボードに多くのセン
サーを搭載しています。
教育機関向けに導入が進んでおります「G Suite」から「Chrome 端末」まで利用方法や
導入事例なども交え、ご紹介・ご案内させていただきます。

ダイワボウ情報システム株式会社
（Google for Education）

