
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。
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広島電鉄南区役所前駅 徒歩約1分
広島バス皆実町1丁目バス停 徒歩約1分

約470台収容可能な駐車場を完備
（3時間まで150円/30分、3時間超は100円/30分）

9:30～17:30

広島県立広島産業会館
西展示場
〒732-0816  広島市南区比治山本町12-18
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109ブースに出展社89社が展示し、併設のセミナーも
あわせてテーマの デジタルトランスフォーメーション
をご体感いただける展示会をご提供いたします。

参加料無料 入退場自由

広島県立広島産業会館
西展示場

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev12/ict_expo2017_setouchi.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 2017 in 瀬戸内」からお申しこみください。

in 瀬戸内in 瀬戸内
20172017

セ ミ ナ ー
会場・時間 タイトル・概要 講　師

2階 スタジオ

10:30～12:00

基調講演：AI・IoTが創り出すデジタルトランスフォーメーション
デジタル化によって企業経営を変える「デジタルトランスフォーメーション」が活発化しています。その中
でも特に IoTと AI人口知能がもたらす影響が大きいといわれています。Microsoft が提供するデジタル
トランスフォーメーション実現のためのこれらのクラウドサービスを詳しく解説しデモンストレーション
でお届けいたします。

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員
エバンジェリスト
西脇 資哲 氏

2階 スタジオ

13:15～14:45

パネルディスカッション：
ハイパーコンバージドから見るサーバインフラの未来像
ハイパーコンバージドという言葉が仮想インフラの世界で話題になっています。今回は、ハイパーコンバージ
ドを提供する、シスコシステムズ合同会社／デル株式会社／日本ヒューレット・パッカード株式会社／レノボ・
エンタープライズ・ソリューションズ株式会社 （50音順）にご協力いただきまして、サーバ・ストレージ イン
フラの将来がどのようになっていくのかをパネルディスカッション形式で各社にご説明いただきます。

【パネリスト】
葛貫 信次 氏（シスコシステムズ合同会社）
増月 孝信 氏（デル株式会社）
尾﨑　 亨 氏（日本ヒューレット・パッカード株式会社）
星　 雅貴 氏（レノボ・ジャパン株式会社）
【モデレータ】
谷畑 良胤 氏（株式会社 BCN）

3階 ギャラリー

14:45～15:45

特別講演：中小中堅企業・小規模ネット向け商材 Cisco Start のご紹介
“低価格・高機能”をコンセプトに製品ラインナップを揃えたCisco Startシリーズに、また新しい製品が加
わりました。本セミナーでは、“安定・安心・実績”の当社の「無線 LAN」「ルータ」「LANスイッチ」製品を中心に、
デモンストレーションを交えてご紹介します。

シスコシステムズ合同会社                                                                 
APJアーキテクチャセールス                                                                     
ビジネス開発担当 

渡邊 靖博 氏

2階 スタジオ

15:45～16:45

特別講演：富士通が考える ICT農業の未来
改革待ったなしの農業の現場でますまつ注目が高くなってきている農業 ICT。旭酒造様の「獺祭」プロジェ
クトや、静岡県磐田市でのスマートアグリカルチャー事業など、地方創生や企業ビジネスとの共創におけ
る富士通の ICTソリューションについて活用事例を交えてご紹介します。

富士通株式会社                                                             
イノベーティブIoT事業本部 Akisai事業部                                                                            
シニアマネージャー  

砂子 幸二 氏



※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出 展 内 容
タイトル 出展概要 会社名 / 取引先

ソーシャル

顔画像分析及びシステム監視 ・ 画像分析から顧客の属性などを測定するマーケティングソリューション
・ ネットワーク上の通信を可視化出来る情報漏洩対策及び簡単奇麗システム監視ツール 株式会社アリス

ロボットスーツ HAL作業支援用 ( 腰タイプ )
CYBERDYNE 株式会社とオムロンが協働で推進するロボットスーツ HAL作業支援用（腰タイプ）の展示・
実演をいたします。 オムロン株式会社

カシオならではの事例と商品をご紹介
導入事例、用途案を通じて、カシオならではの商品のご紹介を致します。また、軽減税率対策補助金に
ついても併せてご案内致します。 <出展予定品 > ・水銀レスプロジェクター ・高所、狭所向けデジタル
カメラ ・PC 連動レジスター、ネットレジ

カシオ計算機株式会社

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。 日本マイクロソフト株式会社

グループでのコラボレーションツールや
コミュニケーションツールのご紹介

「Tidebreak」は、複数人で一つのホスト PCを操作することにより協働作業が可能になるソフトウェアで
す。「kubi」は、動くタブレットスタンドです !　遠隔地からリモートコントロールも可能です。「Drobo」は、
違う容量の HDD や SSD を搭載出来る新しい RAID 技術を採用したストレージケースです。

株式会社プリンストン

ビッグデータ /IoT

IoT をエッジ装置で実現 !!
センサー監視、環境監視、状態監視がビッグデータに !!

IoT を使い現場環境の温度やセンサ情報をネットワーク経由でビッグデータに一括収集できる環境監視
ソリューションを紹介します。また、今後遠隔認証技術や不審者追跡などの観点から、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+もご紹介。PoE インジェクタ、監視とリブータを一
台に集約しています。

株式会社アイエスエイ

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。 インテル株式会社

IoT 時代にマッチした産業用 FA コントローラ

「IoTといっても古い設備はネットワークには繋がらない」 「パソコンを設備に繋げば良いのはわかるけど、
パソコンは壊れる」 そんなお悩みをお持ちの方に最適な、高性能・高品質な Windows が動作する超小
型パソコンを展示します。 また、Windows パソコンについて回る OS のシャットダウン処理。いきなり
電源を切っても壊れない「ブチ切り対応」についてもご紹介致いたします。

株式会社インタフェース

IOT データの見える化ソリューション

近年、「IoT」や「インダストリー 4.0」など、生産現場の ICT化が進んでいます。ただ、一方でデータは
蓄積されているが、「活用方法が分からない / 難しい」、「コストがかかる」などのお悩みのお声もよくお
聞きします。このお悩みを解決するソリューションとして、ノンプログラミングで、簡単に、生産現場の
見える化ボードを構築出来る「MotionBoard」をご紹介いたします。

ウイングアーク 1st 株式会社

産業用 PC、サイネージ関連製品を中心に
エンベデッド向けの製品・採用事例をご用意

エレコムブースでは、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させていただきます。 特に、過酷な環境下
でも使用可能な堅牢型タブレットやサイネージ等にご利用可能な STB・バッテリー搭載アンドロイド端
末等、新製品を中心に展示し、皆様のご来場をお待ち申し上げます。

エレコム株式会社

ヘッドマウントディスプレイによる
遠隔作業支援及びドローン活用のご紹介

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。 また、新製品「BT-300」では、
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。

エプソン販売株式会社

仮想環境にも対応 !UPS用新シャットダウンソフトのご紹介
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。 また、アイ・オー・データ機器社製 NAS の NarSuS を使用して
の UPSと NAS の一元管理もご提案いたします。

オムロン株式会社

CONPROSYSから始めるM2M/IoT
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 !

株式会社コンテック

世界で最も選ばれている UPS ブランド APC!!
革命的な消音ラック” Server room in teh box” をご紹介 ! これさえあれば、オフィスのサーバールーム
はもう不要。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 !!

シュナイダーエレクトリック株式会社

スマートロボットでビジネスを効率化・省力化 スマートロボット（Palmiビジネスサポートモデル）を活用した ビジネスシーンでの効率化・省力化事例
のご説明や今後展開予定のソリューションをご紹介させていただきます。 株式会社 DMM.com

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できます。 東芝クライアントソリューション株式会社

大容量ファイルサーバ「CloudyⅢシリーズ」

総出荷容量は昨年度40ペタバイトの実績。ニューテックは国内で数少ないストレージメーカーです。ニュー
テックの看板製品は一筐体で 8TB~350TBまで対応のファイルサーバ「CloudyⅢシリーズ」。大容量のコス
トパフォーマンスも良く、拡張すると 24Uで 2ペタバイトの製品を提供可能。特に大容量レプリケーショ
ン構成は数多くのお客様に導入しております。ご利用環境によって最適な製品をご提供いたします。

株式会社ニューテック

AirGRID WDによる生産性向上
『WD シリーズ』は、パトライト製信号灯に取り付けるだけで、機器情報が無線で転送されるシステムです。
取得データをもとに、生産工程のボトルネック改善など、お客様の目的にあった様々な情報活用が可能
になります。

株式会社　パトライト

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。 ぷらっとホーム株式会社

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 株式会社富士通パーソナルズ

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。

富士電機株式会社

呼出しシステムと IoT ソリューション
スマートホームを手軽に実現。IoT で離れた場所から家電を操作。 品温管理や工場での見える化で、生
産性・安全性を高めます。 医療機関様向けデジタルサイネージの「待合くん」にも対応した、 呼出しシス
テムもご提案いたします。

ラトックシステム株式会社

セキュリティ

ネットワークカメラで新時代のセキュリティを 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、映像による敷地周辺の保護と建物への
入退室管理を統合した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

アクロニス次世代データ保護 &セキュアアクセスソリューション

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。

アクロニス・ジャパン株式会社

ネットワークカメラ用 NAS
「ネットワークカメラ用 NAS」　Viostor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。

株式会社 R.O.D



※出展社、出展内容は変更される場合があります。

感染してからでは手遅れ !
NASを利用したランサムウェア対策

手軽に導入可能なネットワーク接続ハードディスク LAN DISK（NAS）を利用した、ランサムウェア対策に
有効な「クライアントバックアップ」や、アクセスログ・システムログの長期保存による「証拠保全」対
策ソリューションを御紹介。 他にも、設定不要・設置接続するだけで VLAN 環境が構築可能な「VLAN
専用ボックス」等のビジネスネットワーク機器、電子看板に最適なディスプレイソリューション等も御紹
介いたします。

アイ･オー･データ機器

標的型攻撃など多様化する脅威への対策は、情報漏洩後も想定した
「InterSafe」で !

・情報漏洩後の対策 &ランサムウェア対策を搭載「InterSafe ILP」 
・多層セキュリティゲートウェイサービス（新）「InterSafe・atewayConnection」 
・Webフィルタリングソリューション InterSafe WebFilter/CATS

アルプスシステムインテグレーション株式会社

ネットワークの統合
セキュリティ対策と運用効率化

セキュリティなら 1台でお任せの FortiGate 紹介 ! ネットワーク内の構成を一覧表示・管理出来るヤマハ
LANマップ機能紹介 ! ヤマハ LTE 対応オールインワン VoIP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

SCSK 株式会社

外部脅威・内部脅威への対策を一元管理
情報セキュリティ対策シェア No.1

これまでの操作ログ、デバイス制御などの内部情報漏洩対策に加えて、ランサムウェア等のマルウェア
対策まで網羅した新しい LanScope をご紹介いたします。 エムオーテックス株式会社

KEMP LoadMasterで
高セキュリティを実現させる

KEMP LoadMaster は WAFルールセットによりModSecurityと互換性があり、信頼性の高い脆弱性対策
ができます。また、侵入検知と防御（IDS、ISP）でも業界標準の SNORTルールセットのご利用も可能です。 FXC 株式会社

世界最高峰のセキュリティ
脆弱性対策強化で弱点も克服

依然猛威を振るうランサムウェア、なりすましや標的型攻撃といった次々に変わる新種の攻撃手法に対
抗するため、Endpointを最後の砦と位置付け製品提供を行うカスペルスキーの対抗手段をご説明致しま
す。また、多くの攻撃者が狙う脆弱性、この脆弱性対策強化が出来るのもカスペルスキーだけの強みです。
ブースご来場を頂いた際に、併せてご案内させていただきますので、お気軽にお越しください。

株式会社カスペルスキー

ウイルス対策ソフト 顧客満足度 No.1
 『ESET』に乗り換えませんか

昨今、ランサムウェアなどサイバー攻撃が日々巧妙化し被害が拡大している中、セキュリティの見直しは
企業の重要な課題となっています。『ESET』は「新種のウイルスに対する高い検出率」と「業務に支障を
与えない動作の軽さ」を特長に持ち、顧客満足度 4 年連続 No.1を獲得。現在ご利用の他社ウイルス対
策ソフトの残り期間を無駄にせず移行が可能な「残期間保証サービス」を活用して、ぜひ乗換検討をし
てみませんか。 キヤノン IT ソリューションズ株式会社

次世代ファイアウォール /UTM
Clavister（クラビスター）

インターネットの存在は必須のツールと化している一方で、標的型攻撃等、サイバー攻撃は日進月歩で進
化しています。こうした脅威に対処するためのソリューションとして、弊社では次世代ファイアウォール /
UTM　Clavister（クラビスター）のご導入を提案させていただきます。Clavister は No Linux & No OSS
で UTM のダウンサイジングを実現した画期的な製品です。

小規模から大規模まで対応
シンプルネットワーク

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。

ジュニパーネットワークス株式会社

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「情報漏えい対策」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。

Sky 株式会社

PCログオンのセキュリティ強化と
不正端末接続防止のシステムをご紹介いたします !

PCログオンのセキュリティ強化を実現する二要素認証システムの「SmartOnID」、企業でも無線 LAN の
導入が増えている中で許可された端末以外の接続を防止する「NetAttestEPS」「NetAttest LAP One」を
展示いたします。その他、昨今のサイバーセキュリティに対応可能な製品もご案内しておりますので、是
非この機会にお立ち寄りください。

株式会社ソリトンシステムズ

標的型攻撃、ランサムウェア対策
ネットワークからエンドポイントまで 1社でサポート

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。

ソフォス株式会社

世界トップクラスのセキュリティカメラメーカー 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ー
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。 Dahua Technology Co., Ltd.

ランサムウェア対策必見 !
ウェブ･メール ･ファイルのさらなるサイバー攻撃対策

ランサムウェアなど、昨今のサイバー攻撃は高度化・巧妙化し、多重防御をすり抜け、メールでの攻撃、
C&Cサーバーとの通信、重要ファイルの持出しをすることでインシデントが発生しています。 デジタルアー
ツではウイルス対策や資産管理など今あるセキュリティ対策にプラスできる、さらなるサイバー攻撃対策
をご紹介いたします。

デジタルアーツ株式会社

なりすまし情報漏えい対策
多要素認証 EVE MA/EVE FA

Windows ログオン、アプリの認証、仮想環境に対応。認証は指紋・顔・静脈・IC カード・OTP 等を選択
でき、現在必要とされる二要素認証も柔軟に実現。
指紋は国内トップシェアの DDS 独自技術。AD 完全連携。入退室管理も新登場。

株式会社ディー・ディー・エス

最新セキュリティソリューションのご紹介

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管理サーバ不要のクラウ
ド型セキュリティでお客様を守ります。 その他、6つの機能を内包した All in oneサーバ対策製品 Deep 
Security や、内部の脅威を可視化し標的型攻撃から守る Deep Discovery Family 等、最新ソリューション
を多数展示致します。

トレンドマイクロ株式会社

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。 日本ヒューレット・パッカード株式会社

世界一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』。昨年の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（2009
年、2010 年、2013 年）。

日本電気株式会社

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。 APRESIA Systems 株式会社

ネットワークストレージの決め手は、　
高性能・高信頼の QNAP で決まり !

安全で快適なネットワークストレージの賢い選択は高速で大容量にも容易に対応できるQNAPで決まり ! 
QNAP のアプリを使ったネットワークカメラとの連携も合わせてご紹介しています。お気軽にお立ち寄り
ください。

株式会社フォースメディア

大容量データ転送・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。また自治体様、医療機関様、金融機関様におけるネットワーク分離環境でのファイル受け渡
しに対応したモデルもラインナップにございます。

株式会社プロット

Windows Server 2016対応 !
最新 System Recovery 16 / Backup Exec 16

Windows Server 2016 にいち早く対応 ! 最新バージョン System Recovery 16 / Backup Exec 16 をご紹介し
ます。物理 /仮想からクラウドまで、今すぐできるバックアップ /リカバリ ソリューションをご覧ください。 ベリタステクノロジーズ合同会社

データ暗号化対策を一元管理 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。 マカフィー株式会社

繋ぐ音、守る音 会話の漏洩を防ぐスピーチプライバシーシステムと遠隔で Web 会議、TV 会議を行う際に会話を繋ぐマ
イクスピーカーを展示します ヤマハ株式会社

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。

株式会社ラネクシー
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※出展社、出展内容は変更される場合があります。

映像
板書と映写が一体化した
「プロジェクタースライドレール」のご提案

プロジェクタースライドレールの設置により、板書と映写の一体化を実現します。教室環境やお客様のニー
ズに合わせて、“簡単で・使いやすい” 最適な電子黒板をご提案いたします。 株式会社青井黒板製作所

製造業・設計業務向けモニター提案
タッチパネルソリューション紹介

EIZO は「映像」のスペシャリストとして、使用ニーズに応じた最適な映像環境ソリューションを提案する
「Visual Technology Company」です。 今回は設計業務などのビジネス用途向けだけでなく、インダスト
リー市場向けにタッチパネルモニターや組込用モニターなどを展示しております。 多種多様な分野から
のご要望に、高品質・高機能にこだわった、幅広い製品提案をいたします。

EIZO 株式会社

小型モニターおよび TVチューナー BOX

小型ながら多入力端子を搭載したフル HD 液晶モニターや、モバイルバッテリー動作可能は 4K モニター
を展示します。セキュリティ・工場・医療・教育などのビジネス用に最適です。 また映像回転出力に対応
した TVチューナーボックスや、アナログ（赤白黄）出力に対応した簡易 TVチューナーなども展示いたし
ます。

エスケイネット株式会社

サイネージシステムで活躍する
ATENビデオソリューション

PC/ サーバの周辺装置として長らく業界をリードしてきた ATEN が、その蓄積した技術・知識の強みを生
かし、映像ソリューションを展開いたします。映像信号の延長・分配・切替のみならず、KVM 技術との
融合を実現した最新ソリューションは、昨今特に製造業のお客様にご好評を頂いております。実機展示
を行いますので、直接製品に触れ、細部を見ることができるこの機会に、ぜひブースご来場ください。

ATENジャパン株式会社

さまざまなお客様に
最適なプリンティングのご提案

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。 製造業の GHSラベル作成に弊社ラベルプリンタが使われて
います。ぜひブースにお越しいただき、ご覧ください。

エプソン販売株式会社

ビジネスの現場を支える
OKI の LEDプリンター / 複合機

2016 年 11 月発表の A4カラー複合機『MC573dnw』をはじめとした、プリンター、複合機の業種別ソリュー
ションをご紹介致します。新商品が加わり、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。また、デザイン・パッケージ業界へ続々と導入されている、ホワイトトナー
対応プリンター『C941dn』も同時出展致します。是非、OKI データブースにて、新たなご提案方法をご
体感ください。

株式会社沖データ

授業効率・学習効果を高める
教育 ICT ソリューション

先生方がより使いやすく、よりシンプルなインターフェースの電子黒板と、更に効果的な学習を実現する
授業支援ソフトをご紹介いたします。 株式会社ガイア・エデュケーション

簡単操作で高機能なコストパフォーマンス NO.1 の
機械系 3次元 CAD「IRONCAD」 簡単操作で高機能なコストパフォーマンス No.1 の機械系 3次元 CAD「IRONCAD」を是非体感ください !! 株式会社クリエイティブマシン

新しい映像スタイルをご提供します。 映像・音声を用いた新しいソリューションをご提案します。 いろいろな使用シーンにおいて活用すること
でお客様の仕事・業務の効率化をすすめることができます。 ソニーマーケティング株式会社

ラインナップ豊富 !
業務用タッチパネル専門メーカー

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。

タッチパネル・システムズ株式会社

タブレット PC 向け充電管理ソリューション
充電保管庫 Tablet*Cart シリーズの新製品 :IC カードで解錠施錠が出来る Tablet*Cart FOUR-r IC 
CardLOCKと最大 17インチのノート PC を 20 台収納タイプ Tablet*CartNOTE、iPad を充電 / 同期でき
る USB ハブUSB-haco10 を展示します。

エム・ティ・プランニング株式会社

世界シェア NO.1 の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）/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。ぜひ実機に触れてその質感や重さも体感し
てください。

DJI JAPAN
（キヤノンマーケティングジャパン株式会社）

Philips 液晶ディスプレイ
話題の製品を展示

USB3.1typeC対応ディスプレイ及び 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。 Philips（MMD Singapore Pte Ltd.）

ディスプレイ& モバイル・ラベルソリューションが活躍中 !
ドローンの空撮やカメラなどのビューファインダー、作業支援に対応したヘッドマウントディスプレイ、
製造・物流・医療・小売等様々な現場のソリューションを変えるラベルプリンタやモバイルプリンタを展
示しております。

ブラザー販売株式会社

マトリクス KVM切り替え、wifi での画像表示機器紹介
無線でタブレットやスマートフォンのデータを大型スクリーンに複数表示 ! マトリクス型 KVM スイッチを
展示いたします。複数の PCやサーバーを多数のユーザーにて管理コントロール。サーバー室にて一元管
理しメンテナンス性アップ。

ブラックボックス・ネットワークサービス株式
会社

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。 株式会社マウスコンピューター

お手軽電子看板　カンタンサイネージ

これ 1台で、ここまでできる。 使い方広がる「カンタンサイネージ」
1. カンタンすっきり配置 　電源コードをつなぐだけ、SDカード運用で高画質の映像をスッキリ店頭に ! 
2. カンタン運用 　電源 ONだけで自動リピート再生 ! スケジュール再生なら、曜日や時間帯に合わせ自
動で電源 ON
3.簡単操作　 パソコンや専用アプリを使わずに、付属リモコンでコンテンツの表示 / 非表示、順番の変
更が手軽にその場で可能

三菱電機株式会社

VR ソリューション 「メガソフト VRソリューション」は、ヘッドマウントディスプレイ（HMD）を利用した VR（ヴァーチャル
リアリティ）型の建築物体験システムで、自身で描いた空間内をその場で体験できるシステムです。 メガソフト株式会社

だれでもカンタン、すぐに使える
電子黒板 IWB& ハンディプロジェクター

リコーの電子黒板は「だれでもカンタン」をコンセプトに設計。書き心地なめらか、リアルタイムに拠点
と情報共有でき、お客様の満足度は上々です。ますます便利で使いやすく進化したリコーの IWB、ぜひ
体験ください。また 9月末発売のハンディプロジェクターWXC1110 は 0.45kgと超軽量ボディで持ち運
びに便利。ビジネスシーンで活用できる商流限定プロジェクターです。

リコージャパン株式会社

教育現場向け映像ソリューション 3.6m 規格黒板にほぼ全面投影できる超ワイドプロジェクター、無線画面転送装置のご紹介。 ダイワボウ情報システム株式会社
（文教ソリューション）

モバイル

AMF でネットワークの運用・管理をシンプルに !

アライドテレシスは「エンタープライズ・ネットワークに最適な SDNに着目し、ネットワーク管理・運用
に掛かるコストやネットワーク管理に必要となる技術スキルを大幅に下げることを実現する AMF（Allied 
Telesis Management Framework）をご提案します。 AMFは、あらゆる種類のネットワーク機器を一元化、
自動化、簡素化します。

アライドテレシス株式会社

タブレット・ネットワーク関連品・昇降デスク
タブレット PC 導入の加速に伴いサプライ品の拡張を行っております。 ネットワーク関連はケーブルがメ
インでしたが、LAN ハブも品ぞろえが増えました。 電動昇降デスクは健康のためぜひ導入をご検討され
てはいかがでしょうか ?

サンワサプライ株式会社

法人向けタブレットを小ロットからカスタマイズ製造
深圳に自社工場を構え、小ロットから、ご要望スペックに過不足なく最適にカスタマイズ製造いたします。 
アフターサービスも自社カスタマーセンター（宮崎県）にて対応ゆえ、ご安心あれ ! 多岐に亘り実績多数
あり !

株式会社ジェネシスホールディングス

ユニファイドコミュニケーション用音声デバイスや
コールセンター業務用ヘッドセットなど

Cisco Webex や Microsoft Skype for Business など主たるユニファイドコミュニケーションソフトに最適
化・認証されているスピーカーフォン・ヘッドセット・ハンドセットや、 多くのコールセンターで標準化され
ている業務用ヘッドセット（有線・無線）の最新機種、 また、簡易ハンズフリートランシーバーとしての
活用方法もご紹介します。

GNオーディオジャパン株式会社 (Jabra) 
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「欲しい性能を低価格で」
最新デバイスをご提案

テックウインドは、インテル社や ASUS 社等数多くの海外メーカーの国内代理店です。そのノウハウを
結集して企画・販売を行っている「Tekwind オリジナル」製品にはキーボードの筐体がそのまま PCとなっ
ている「キーボード PC」などユニークな製品や コストパフォーマンスに優れた Tablet「CLIDEシリーズ」
などがあり、既に ICT 教育の一環として Tablet 授業を行う学校様や、専用業務 Tablet が必要な店舗様
などでご使用頂いております。

テックウインド株式会社

日本 HP がご紹介する最新テクノロジー

Windows 10 Mobile OS 搭載 次世代スマートフォン「HP Elite x3」は、複数デバイスを 1台に統合した、ワー
クスタイルを変革する製品です。豊富な周辺機器で広がる無限の可能性を体感して下さい ! 他にもビジ
ネスタブレットとして高機能をもつ 3 in1タブレットや教育用タブレット、1kg を切る超薄型ノート PC、
頑丈・超軽量の複合機プリンター等、最先端のラインアップでお待ちしております。

株式会社 日本 HP

モバイルクラウドデバイス モバイルクラウドデバイスの提案と活用事例のご案内 日本エイサー株式会社

目的と業種に合った
ネットワーク& ストレージソリューションのご紹介

・ 学校 / 観光地 / 防災等、利用シーン毎に最適な無線 LAN 環境のご提案
・ ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求した 10GbE 標準搭載 法人様向け NAS
・ 高速処理 & 安定動作を実現できるハードウェア RAID 搭載 Windows Strage Server
・ 高速な通信を実現する、導入しやすい 10Giga スイッチ
・ ケーブル繋げばもう設置完了 ! 小規模店舗・オフィス向け監視カメラ

株式会社バッファロー

小型軽量な書画カメラ、ドライブレコーダーのご紹介 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いたします。 株式会社来夢

多様なスマートデバイス & ハイパーコンバージド &
SDS で実現するワークスタイル変革

IT を活用し、社員にとって働きやすい職場環境を整えるワークスタイル変革が企業戦略として注目され
ており、積極的に推進する企業が増えています。 在宅勤務やモバイルワークにぴったりの、多様でユニー
クなスマートデバイスに加え、変革に相応しい次世代の IT 基盤であるハイパーコンバージドインフラスト
ラクチャーや SDSアプライアンスなど、レノボが提供する最先端のインフラソリューションを余すところ
なくご紹介いたします !

レノボ・ジャパン株式会社

DISグループが提供するサービス Windows Phone、iPad 等のモバイルについて、搬入前の設定作業をお手伝いいたします。 ディーアイエスサービス &サポート株式会社

生産性向上（業務改善ツール） シェア No1ワークフロー「X-point」のご紹介と大組織向け上位ソフトウェア「AgileWorks」のご紹介。 
作業現場をビデオ等で課題を可視化、業務改善ツール「アイ･ワークス」のご紹介いたします。 ディーアイエスソリューション株式会社

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 などを実際にご覧いただきご案内します。

ダイワボウ情報システム株式会社
（Appleソリューション）

DIS mobile（通信サービス）
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。 一部 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
（DIS mobile・通信サービス）

クラウド
Adobe Creaitive Cloud 日々進化する、Adobe Creaitive Cloudをご紹介いたします。 アドビシステムズ株式会社

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。 ヴイエムウェア株式会社

エクセル業務改善ソリューション

Excel 管理に限界を感じている皆さまに、Excel 業務改善ソリューションをご提案します。
・ DragonFly BI（ドラゴンフライ ビーアイ）「スプレッドシート」を独自に採用し使いやすさにこだわった
BIツール。Excelライクにデータ分析できる。
・ Forguncy（フォーガンシー）Excel 感覚で手軽に Webアプリを作成できるツール。散在する Excel デー
タをデータベース化して一元管理。

グレープシティ株式会社

業務改善クラウドサービス
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。

サイボウズ株式会社

kintone 関連ソリューション 業務システムを簡単に構築できる kintone。kintoneと連携することでシステムをさらに便利にできる製
品を展示します。 株式会社ソウルウェア

ミドルサイズタッチディスプレイと
ロボホン連携サイネージ

40V 型新製品タッチディスプレイとロボホン（ロボット）を連携した、接客サイネージシステムを展示し
ます。 シャープビジネスソリューション株式会社

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。 シスコシステムズ合同会社

世界・国内 No.1
Salesforce CRM

世界・国内共に 50% 近いシェアを誇る SFA/CRM です。従業員数 1 名からでも使え、世界 15 万社以上
が売上を 30%以上向上させている実績とノウハウを活用できます。 エンドユーザー様向けには業種業態・
規模を問わず様々な事例とデモをご用意しています。販売店様向けには Salesforceの導入のコンサルティ
ングから定着化支援まで、地域密着で地元企業の経済を活性化させるために、CRM/SFA がどのように
役立つかをご紹介いたします。

株式会社セールスフォース・ドットコム

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。

デル株式会社

貴重なデータを活かすネットアップストレージ !
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。 ネットアップ株式会社

業務の効率を上げる専用チャットツールメール
より速い情報共有 & 安心のセキュリティ

企業向けグループウェアを提供するネオジャパンが、ビジネス向けチャットシステムの新製品「ChatLuck」
を発売。メールに変わる企業内の新しいビジネスコミュニケーション基盤として注目されています。 株式会社ネオジャパン

ネクストセット・アドオン for Office365
ネクストセット・アドオンは Office365 をもっと便利に安全に利用したいというニーズにお応えする強力
なツールです。IP 制限したい !、カレンダーが見づらい !、ワークフローが難しい !など全て解決します !

株式会社ネクストセット

ランサム、災害のシステム保護 全てのプラットフォームの Windows、Linux 環境のシステム保護をリーズナブルで実用的なバックアップ
HAソリューション。 株式会社ネットジャパン

リモートアプリケーション / デスクトップ配信を
短時間で実装可能なサーバー製品

Parallels Remote Application Server は、仮想アプリケーションと VDI デスクトップ配信を優れた費用対
効果で実現します。複雑な操作無く、Microsoft Azure、Amazon Web Service を介した一括配信にも対
応。システム構築とライセンスに於けるコストメリットが高く、シンクライアント化、インターネット分離、
モビリティー化などに有益なソリューションです。

パラレルス株式会社

PCAクラウド &Web-API&PCADX&電子カルテ 導入実績 8,000 法人突破 !!PCA クラウド、Kintone 連携を実現した Web-API!!、マイナンバー対応
PCADXシリーズのご説明をさせていただきます。 ピー・シー・エー株式会社

レッドハットの最新情報を提供します

Red Hat Enterprise Linux Ver4サポート完全終了、Ver5通常サポート期間終了【対象業種】 　全ての Red 
Hat Enterprise Linux（RHEL）ユーザー ・レッドットが提供する自治体情報システム強靱化ソリューション
【対象業種】 　自治体 ・マイクロソフトとレッドハット協業についてのご紹介 【対象業種】 　Azure を利用
する見込みがあるパートナー

レッドハット株式会社

出 展 内 容
タイトル 出展概要 会社名 / 取引先

※出展社、出展内容は変更される場合があります。


