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会  場

ICTEXPO2017 in 松山 は愛媛における唯一の公共性を持つ、総合的な情報通信分野のフェア“えひめ ITフェア”
と併設開催いたします。えひめ ITフェアでは産官学連携による展示・セミナーが行われ、ICTEXPOでは国内
のハードウェア・ソフトウェアメーカーによる最新のプロダクトをご紹介いたします。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。

“愛顔のえひめ”を ICTで支える団体・企業が大集合。また、愛媛
県 IT推進協会企画のパネルディスカッションや特別講演、体験型
セミナーを開催いたします。ぜひ愛媛県における ICTの取組みの
情報収集のご活用ください。

えひめ I T フェア
併設開催 ! !

“働き方改革”を実現するために必要なソリューションを、主要メー
カーのプロダクトをベースにご紹介いたします。また、えひめ IT
フェアでは特別講演として、総務省や ITメーカーによるセミナー
も開催いたします。

働き方改革
モバイル・クラウド・生産性向上・プラットフォーム

従来の授業を活かしながら ICTを使ってより深い学びを実現する商
材や次期学習指導要領で必修化が検討されている「プログラミング
学習」向け商材など、21世紀を生きる子どもたちや教育現場で指導
する先生方が ICTを通じて活動できるプロダクトをご紹介します。

未来の学び
教育・アクティブラーニング・プログラミング

生体認証によるセキュリティ対策やドローン、IoTデバイスをご紹
介。VRのデモ体験も行えます。最新テクノロジー製品をご体感く
ださい。

身近な次世代テクノロジー
IoT・セキュリティ

ICT EXPO 見どころ !

出展メーカー数72社（50音順） 全80ブース
株式会社アイ・オー・データ機器／アクシスコミュニケーションズ株式会社／株式会社R.O.D／アドビシステムズ株式会社／株式会社アリス／株式会社アスク／インテル株式会社／株式会社インターコム／
ヴイエムウェア株式会社／エレコム株式会社／ SCSK株式会社／エムオーテックス株式会社／ EIZO株式会社／エプソン販売株式会社／ APRESIA Systems株式会社／株式会社エーディテクノ／株式会社沖デー
タ／オムロン株式会社／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／株式会社クリエイティブマシン／株式会社コンテック／サイボウズ株式会社／株式会社サードウェーブデジノス／
シュナイダーエレクトリック株式会社／シスコシステムズ合同会社／ジュニパーネットワークス株式会社／シャープビジネスソリューション株式会社／ジャパンメディアシステム株式会社／株式会社スカイ・
ジョイント／ソニーマーケティング株式会社／ソフォス株式会社／デジタルアーツ株式会社／ THK株式会社／デル株式会社・EMCジャパン株式会社／株式会社 ディー・ディー・エス／トレンドマイクロ株式
会社／東芝クライアントソリューション株式会社／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／株式会社 日本HP／日本マイクロソフト株式会社／日本エイサー株式会社／ネットギアジャ
パン合同会社／株式会社ネットジャパン／ネットアップ株式会社／株式会社ネットワールド（ニュータニックス・ジャパン合同会社）／株式会社バッファロー／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／パラレルス株式会社／パナソニックESネットワークス株式会社／バルコ株式会社／ PHILIPS(MMD singapore Pte Ltd)／ピー・シー・エー株式会社／株式会社プロット／株式会社富士通パーソ
ナルズ／富士電機 ITソリューション株式会社／株式会社フォースメディア／ブラザー販売株式会社／株式会社プリンストン／ FLENS株式会社／株式会社マウスコンピューター／マカフィー株式会社／
MEDIAEDGE株式会社／ヤマハ株式会社／ラインズ株式会社／リコージャパン 株式会社 愛媛支社／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／レッドハット株式会
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。

in 松山in 松山
20172017



7月7日（金）

第 1・第2会議室

10:15～11:45

総務省・富士通株式会社・
サイボウズ株式会社

テレワークの推進の状況と総務省の取組みと IT企業の取組み事例をご紹介
ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークは、「一億総活躍社会の実現」に寄与し、「働き方改革」にも有効な手段として
期待されています。テレワーク全般の動向、総務省の支援策、総務省自身のテレワークの導入状況などについて説明します。ゲストスピーカーとして、IT企
業の富士通株式会社とサイボウズ株式会社の方にご登壇頂き、具体的な取組みについて説明します。

12:45～13:45

愛媛県警察本部

県内のサイバー犯罪の現状と対策
県内で実際に発生したサイバー犯罪や相談の事例を挙げながら、サイバー犯罪に関するデモンストレーションを行うほか、最低限実施していただきたいセキュ
リティ対策のポイントについて解説します。サイバー空間の脅威が身近に潜んでいることを知っていただき、今後のセキュリティ対策に活かしていただけれ
ばと思います。

14:15～15:15

キヤノン ITソリューションズ株式会社・
トレンドマイクロ株式会社

IoT社会での身近なセキュリティ対策
Webサイトをご確認ください。

15:45～17:00

えひめ ITフェア実行委員会

［パネルディスカッション］　「水産×ICT」～ ICTが愛媛の漁業を支える～
水産業は、私達の地元、愛媛の主要産業の一つであり、地元の活気を支える重要な産業ですが、赤潮の発生など、いわば自然災害ともいえる課題が存在
しており、その被害額は年間数億円に及びます。一方、近年、愛媛県内では、水産関係の研究者と情報通信技術（ICT）の研究者が協働し、地域の主要産業
である水産業を支援する事を目的とした、研究、開発が進められています。本セッションでは、全国に先駆け、愛媛県内で行われているこれらの取り組み
も紹介しながら、漁業者の課題、また、それらの課題の解決に、ICTがどの様に貢献できるのかといった事をとりあげます。

第3・第4会議室

11:45～12:45

株式会社スカイ・ジョイント

ドローンビジネスの「理想と現実」
近年話題になってきたドローン。ちょっとした副業？も可能にするアイテムと思われていますが、改正航空法での飛行区域制限、その為の事前申請手続きの
重要性、更には、まだまだ危険イメージが先行している現状もあります。そのような中で、ドローンが「空と人と産業」を繋ぐ事ができる可能性を信じて進ん
できた道のりで感じた「理想と現実」を少しだけお話いたします。

13:30～14:45

一般社団法人愛媛県法人会連合会

えひめ結婚支援センターにおけるビッグデータの活用
結婚支援システムに蓄積されたビッグデータを分析し、独身者の行動デ―タからおすすめ「リコメンド」を導き出す「ビッグデータからのおすすめ」機能を構
築、アンケートや条件ではなく、申込データとお受けデータという行動から、男女双方において好みの似たクラスタを割り出し、その対象クラスタの交わ
りを「おすすめ」する機能。更に、感性に訴える機能を追加するなどの実践例をご紹介します。

15:15～16:15

サイボウズ株式会社

サイボウズの社内事例！離職率の改善と業績向上を実現した挑戦！
松山での創業以来、一貫してグループウェアを開発・販売・運用してきたサイボウズ。様々な取り組みを行うことで、かつて28%あった離職率が4%にまで
改善しました。その間に様々な変化が起こり、より多様性が求められる時代となりました。社内で何が起こっていたのか？社員が定着する理由は何なのか？
「ナレッジ共有」「風土づくり」「ツール活用」などによる「業務効率化」、サイボウズの社内事例をご紹介します。

第5会議室

12:00～13:00

株式会社アイ・エヌ・エス
【中小企業向け】　多層防御はなぜ必要？ セキュリティ対策のいろは

Webサイトをご確認ください。

13:30～14:30

株式会社電通西日本
インターネット広告活用で変わるマーケティング
Webサイトをご確認ください。

15:00～16:30

株式会社 IJC
VMwareが提唱するハイパーコンバージドインフラとは? & マルウェア防御の最新技術
Webサイトをご確認ください。

7月8日（土）

第 1・第2会議室

10:00～11:30

LINE株式会社

LINEのご紹介と、子どもがインターネットを利用する際の注意事項 
～みんなで考える情報モラルとコミュニケーション～
お子さまの利用実態をご理解いただく為に、コミュニケーションアプリ「LINE」に関する機能や子どもの利用例、さらにリスク対策についてお伝えいたしま
す。くわえて、青少年を取り巻くインターネットの現状をお伝えし、子ども向けに実施しているワークショップの内容も取り入れながら、子どもをインターネッ
トトラブルから守るために有益となる情報や注意すべきポイントをご紹介します。参加されている方々とのやり取りを重視したインタラクティブな講演です。

12:00～13:00

愛媛県警察本部

サイバー犯罪から身を守るために
サイバー犯罪やサイバー攻撃の手法は日々進化し続けています。どうすればサイバー空間の様々な脅威から身を守れるかを考えるべく、実際に体験しながら、
セキュリティの重要性や対策方法について学びます。日本だけでなく、世界中を震撼させた大規模サイバー攻撃である「ランサムウェア」感染等を
体験していただきます。

13:30～14:45

日本マイクロソフト株式会社

新製品 Surface Pro で創造性を向上！マイクロソフトが提案する新しい働き方・学び方
効率性だけじゃない、創造性を向上する新しい働き方、学び方とは？21世紀型の働き方・学び方を実現するためのソリューション（Microsoft Surface、
Windows 10、Office 365）を、モビリティを飛躍的に向上させた新しい Surface Pro、想像力・創造性を引き出す Surface Studio と共にご紹介します。

第3・第4会議室

13:00～14:15

ダイワボウ情報システム株式会社

［ハンズオン］
「2020年度からを目標に小学校におけるプログラミング教育を必修化」にむけて教員向けワークショップの実施

AI・ロボット技術が革新的に進化しつづける中、今後の社会では目的に応じた創造的な問題解決が出来る人材が求められています。本ワークショップでは
2020年小学校プログラミング必修化も見据え、「プログラミング教育」「プログラミング的思考の育成」両方の観点から、プログラミングの重要性を考えて
いきます。ワークショップではロボット教材を利用し、グループでプログラミング課題に取り組んでいただきます。

第5会議室

11:00～12:00

株式会社電通西日本
ECサイトの”売れる度”チェック方法伝授！
Webサイトをご確認ください。

13:30～14:30

株式会社電通西日本
デジタルを活用した受け身営業とは
Webサイトをご確認ください。

※受付開始は 15分前からとなります。えひめ I T フェア 2 0 1 7　セミナー



次世代テクノロジー

最新ビジネス PC と IoTテクノロジー 働き方改革に役立つソリューションを備えたビジネス PCや IoT 関連の製品を中心とした最新テク
ノロジーをご紹介します。 インテル株式会社

ロボットスーツ HAL（腰タイプ） オムロン株式会社と CYBERDYNE 株式会社が協業で進める ロボットスーツ「HAL」の展示・実演
を行います。 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 !「簡単」「便利」「使いやすい」を追求したソリューションサービスを提供し、
M2M/IoTシステムを構築する上での課題を解決します。

株式会社コンテック

ドローンの産業利用と有用性 ドローンの展示及び実績紹介、今後の利活用や、導入に当たっての注意事項などをご紹介いたし
ます。 株式会社スカイ・ジョイント

モバイルエッジコンピューティングデバイスと
スマートグラスによる遠隔支援ソリューション

モバイルエッジコンピューティングデバイスとスマートグラスを身に着けた現場作業者と支援者
が、スマートグラスの電話機能、カメラ機能による現場映像・状況を共有し、リアルタイムで遠隔
から作業者を支援するソリューションです。支援者が作業現場に行かなくても、問題解決に導くこ
とができ、業務効率を上げることができ、働き方改革にも繋がります。

東芝クライアントソリューション株式会社

AI 活用味覚予測サービス
AIってどんなもの？そんな疑問について身近に体験して理解してもらえるような展示です。AIを活
用して、お客様のライフスタイルから好みの商品を予測できるサービスの体験を通して、わかりや
すくご紹介します。

日本電気株式会社

10G ネットワークソリューション

ネットギアの 10G スイッチ及び 10GNASソリューションと無線ソリューションをご紹介いたします。
ライフタイムによる無期限保証が無償でついており、快適に永くご使用いただけます。またコン
シューマー市場で大変人気のあるホームネットワークカメラの Arlo も展示いたします。お客様の
ネットワークに関するご相談を承っておりますので、ぜひ一度お立ち寄りください。

ネットギアジャパン合同会社

モバイル・クラウド

高機能 NASとシンクライアント紹介 「Synology NAS」は低価格ながら HA 構成に対応し、データロストのリスク低減および業務の継
続性を実現します。Atrust シンクライアントは豊富なラインナップで低価格・高品質な製品です。 株式会社アスク

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 Creaitve 
Cloud」をご紹介いたします。

アドビシステムズ株式会社

もっとモバイルデバイスを
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

便利に即使用可能な小型汎用端末の紹介 ビジネスを成功に導く ハードウェアコンサルタント 株式会社サードウェーブデジノス

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

コミュニケーションをもっと便利にもっと身近に

ビジネスの現場だけでなく、教育・医療・公共分野など、あらゆるシーンに対応できるコミュニケー
ションシステムです。場所限らずパソコン・スマートフォン・タブレットですぐに利用可能。現在の
導入実績は 5,200 社以上、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。

ジャパンメディアシステム株式会社

Chrome デバイスを利用したモバイル・クラウドの
活用方法と事例

文教マーケットを中心に多く活用頂いている Chrome デバイスの展示や事例紹介をさせて頂き
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
Windows 10 Mobile 搭載のビジネス向け 3 in 1デバイス「HP Elite x3」をはじめ、世界初のミニワー
クステーション「HP Z2 Mini G3 Workstation」、美しくパワフルなプレミアムモデルのモジュール
型 PC「HP Elite Slice」など、豊富なラインアップでお待ちしております。

株式会社 日本 HP

Azure IoT Suiteと Office365 の提案
マイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム、デバイスのでの生産性、セキュリティ向上の
シナリオをご紹介いたします。また、仮想的にセンサーからの情報を Azureに吸い上げて可視化
するソリューションをデモを交えてご紹介いたします。

日本マイクロソフト株式会社

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」による企業プラットフォーム ソリューションを、「インターネッ
ト分離」の観点からご紹介しています。本製品は、煩わしい操作無くアプリケーション、デスクトップ、
データをデスクトップ機やモバイル機器に安全に配信可能です。デモンストレーションや事例紹介、
導入時の技術的要件ご相談など幅広く対応させて頂きますので、是非、お立ち寄りください。

パラレルス株式会社

クラウド対応の基幹業務パッケージのご紹介
「PCAクラウド」は自社にサーバーを準備する必要がなくインターネット経由で簡単・低コストで基
幹業務ソフトが利用できるサービスです。最新版ソフトに無償でバージョンアップできるのでマイ
ナンバー制度も消費税改正にも安心です。

ピー・シー・エー株式会社

モバイル・ラベルなどのプリンティングソリューショ
ン、業務改善の映像ソリューション

他社にはない A4 感熱モバイルプリンタや、日医標準レセプトソフト ORCAの推奨プリンターをご
用意しております。その他や、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、高画質・高音質な Web 会議システム、作業支援に対応したヘッ
ドマウントディスプレイも展示しております。

ブラザー販売株式会社

VRを体験 & ハイパーコンバージドと
多様なスマートデバイスでワークスタイル変革

エンジニアリング、医療、建築など、ビジネスシーンでの活用が広がっている VR（バーチャルリア
リティ）に最適化したレノボのワークステーションを VR の体験デモを交えて展示します。　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

ワンストップトータルサポート 様々な OS（Win、iOS、Android）に対応したキッティングサービスや、延長保証サービスをご紹
介します。 ディーアイエスサービス &サポート株式会社

シェア No.1 ワークフロー「X-point」 シェア No.1 ワークフロー エイトレッド社製の「X-point」と、大手企業向け上位製品「AgileWorks」
の機能紹介と運用イメージをデモを通じてご紹介いたします。 ディーアイエスソリューション株式会社

※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 出展概要 出展社名

出展概要



※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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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

ダイワボウ情報システム株式会社
（アップルソリューション）

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。

ダイワボウ情報システム株式会社
（モバイル・クラウド）

ソフトウェアライセンス発注・管理サイト 
「iKAZUCHI（雷）」

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。

ダイワボウ情報システム株式会社
（iKAZUCHI（雷））

セキュリティ

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・バックアップ

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「バッ
クアップ」やログの長期保存による「証拠保全」、知財保護に有効なデジタルファイルへの「タイ
ムスタンプ」ソリューションを御紹介。また、事務所はもちろん御家庭でも御利用いただけるネッ
トワークカメラ「Qwatchシリーズ」を展示。5つのセンサーを搭載した IoT モデルや、180°パノ
ラマビューモデルを展示。

株式会社アイ・オー・データ機器

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

サイバー攻撃対策ソリューション
「AN-TheatBlock」

「AN-ThreatBlock」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

顧客分析とセキュリティに活用可能なハイブリッド
型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る。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、ファイヤーフォール、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「ワークスタイル変革」
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」と中小企業向け社外の
社員（建設現場作業員、訪問介護者、外出が多い営業）と社内のコミュニケーションツール「デリ
バリーセンター」をご紹介します。

株式会社インターコム

人工知能サーバー「VS-AI」登場 「VS-AI」は、ニューラル・ネットワークによるディープラーニングが可能で、録画している動画から、
セキュリティ・シーンで必要とされるオブジェクトを識別します。 株式会社 R.O.D

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

「LanScope Cat」による
外部・内部のセキュリティ対策

情報漏えい対策に加え、新たに AIを活用した次世代型ウイルス対策機能も搭載。昨今問題になっ
ているサイバー攻撃にも対策が必要になっている現在、外部からの既知・未知の脅威に対しても対
策できその流入経路の特定から対策まで行える内部・外部対策も統合的に管理できる LanScope 
Catをご紹介。そして、スマートフォンやタブレットの管理も行えるMDM 製品 LanScope An をご
紹介致します。

エムオーテックス株式会社

脆弱性対策強化で企業内に残る弱点を克服
ランサムウェア対策としても効果抜群

更なる進化を遂げたランサムウェア対策としても高い防御力を誇るカスペルスキー、違いは振舞検
知を仮想空間だけで無く、実環境でも行う機能として提供しております。加えてランサムウェア被
害を最小限に抑える「アンチクリプター」機能もサーバー製品に標準搭載しております。また、企
業内に残る脆弱性を可視化し、どの脆弱性から修正すべきか優先順位が分かり、修正パッチの配
布まで完備した製品もご紹介いたします。

株式会社カスペルスキー

顧客満足度 No.1 
ウイルス対策ソフト「ESET」に乗り換えませんか

昨今、情報搾取型ウイルス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と誤検出の少なさ」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、ESETの契約期間に延長保
証が可能な「残期間保証サービス」を活用して、更新時期を気にせず計画的な乗換検討をしてみ
ませんか。

キヤノン IT ソリューションズ株式会社

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

地震災害から企業の「財産」を守る機器免震装置 地震災害より重要機器を守って企業継続を可能にする THKの免震装置 THK 株式会社

Bye Bye Password!
指紋や顔、静脈、OTP などができる
多要素認証システム「EVE MA」

総務省、厚生労働省、金融庁、文部科学省等の各種監督官庁も注目している二要素認証製品 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、四国内でも多数の実績あり。
Active Directoryと完全連携やシンクライアントにも対応しており、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

サイバー攻撃への侵入･防御 ･
漏洩対策ソリューション

サイバー攻撃の手口となる標的型メールや C&C サーバーへの通信などに対して、ウェブ「i-FILTER」、
メール「m-FILTER」、ファイル「FinalCode」の各対策によってサイバー攻撃対策が実現できます。また、
各対策を連携させることによって、企業・団体が情報資産を守る仕組みについて事例を踏まえた
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

IoT 市場向けスイッチング HUB のご紹介

IoT環境では、大量のデバイスを接続することから超高速・高信頼ネットワークが必要となります。
さらに大量のデバイスを通信させるためには、スイッチングハブや無線アクセスポイント等周辺機
器を増設しなければならず機器コストの圧縮・消費電力の抑制が必要です。高速・高信頼でありな
がら低価格・低消費電力を実現したスイッチングハブでお客様の IoT導入・IoT構築をサポートします。

パナソニック ES ネットワークス株式会社

頑丈タブレット / モバイル PC/
映像セキュリティシステム 1. 頑丈タブレット / モバイル PC　2. 映像セキュリティシステム 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



※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 出展概要 出展社名

ICT を活用した富士通の「働き方改革」
現在富士通では、全社を挙げて「働き方改革」に取り組んでおります。今回は、その中でも ICT を
活用した社内実践ソリューション事例として「IDリンク・マネージャー」をご紹介させていただき
ます。

株式会社富士通パーソナルズ

ファイル転送・無害化システム
「Smooth File ネットワーク分離版」

メールで送れない大容量ファイルをセキュアに転送・共有を行うユーザー数無制限のファイル転送
サービス「SmoothFile 6」と、ネットワーク分離環境でファイル交換・無害化ができる「SmoothFile
ネットワーク分離モデル」を展示いたします。

株式会社プロット

正しいランサムウェア対策できていますか？ 
Wannacryが猛威を振るった今こそエンドポイントセキュリティの見直しを！ McAfeeのソリューショ
ンなら機械学習やクラウド解析の機能でランサムウェア対策はもちろん未知の脅威を防ぎます。 マカフィー株式会社

プラットフォーム

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

デジタルサイネージ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。また、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紹介いたします。

オムロン株式会社

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

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

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

IoTのビジネスの可能性の活用 IoT 時代に向けたネットワークエッジ製、「Edgeline IoT Systems」をご紹介します。 日本ヒューレット・パッカード株式会社

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します。 ネットアップ株式会社

システム、データ保護ソリューション あらゆるウィルス、障害からの最後の復旧の切り札。総合バックアップソリューションを安価に提
供中。 株式会社ネットジャパン

Nutanix

最近 Webでハイパーコンバージド・インフラストラクチャ（HCI）という単語を目にしませんか ? HCI
は次世代の仮想化インフラとして注目を集めている分野になります。また、Nutanixは、これまでグ
ローバルで 4,600 社、国内では 350 社の導入実績がある HCI 業界のパイオニアです。競合製品が
数多くある中で、なぜこれだけ国内外で Nutanix が選ばれているのかご紹介させていただきます。

株式会社ネットワールド
（ニュータニックス・ジャパン合同会社）

業種別　Wi-Fi 構築のご提案
高速データバックアップのご提案

無線のお悩み、データバックアップのお悩み解決します ! 製造、医療、学校、オフィスへの導入事
例をもとに、利用用途に合わせた製品をご提案致します !

株式会社バッファロー

ネットワークストレージの賢い選択は
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 QNAP で決まり ! 高速で大容量にも対応で
きます。◆大切なデータを長期に渡り安心・安全に保管。Panasonic が提案するブルーレイメディ
アを使ったソリューション。是非お立ち寄りください。

株式会社フォースメディア

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）
電源バックアップ等、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 IT ソリューション株式会社 

レッドハットの最新情報をお届けします

2017年 3月 31日に Red Hat Enterprise Linux Ver4 の延長サポート終了、Red Hat Enterprise Linux 
Ver5の通常サポートが終了致しました。レッドハットではVer5の通常サポート終了に合わせまして、
Extended Lifecycle Support（ELS）をご用意しております。Ver5 を引続きご利用のお客様はこの際
に ELS のご検討をお願い致します。

レッドハット株式会社

映像・コンテンツ

「デジタルサイネージ」と「LAN 環境」のご提案

デジタルサイネージは、ソフト・ハード・保守まで一括ご提案プランと、お客様の用途に合ったプ
ランを自由に組み合わせの2プランをご提案させていただきます。LAN環境のご提案は、イーサネッ
ト環境から、同軸線、光ファイバーを活用した環境のご提案をさせていただきます。無線 LAN（平
等通信機能）、同軸コンバータ、同軸モデムなど。

エレコム株式会社

各市場で選ばれる EIZO モニター CAD、組込・TP、セキュリティ・監視市場向けモニターを展示。EIZO の幅広い事業展開と、各市
場で選ばれる EIZO モニターの機能と信頼性をご紹介します。 EIZO 株式会社

監視・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

エーディテクノは監視・セキュリティシステムでご利用頂ける、モニターや映像伝送機器をご紹介
いたします。7型～ 21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 ケーブル

株式会社エーディテクノ

ビジネスの現場を支える
OKI の LEDプリンター / 複合機

ビジネスの現場で生きる、OKI の LEDプリンター。実は、一般オフィス以外にも様々な業種の現
場で活躍中です。導入事例を中心に、業種ごとの新たなご提案ポイントをご紹介いたします。また、
5 年間無償保証、メンテナンス品 5 年間無償提供のサービスについて、「そもそもなぜ実現できて
いるのか ?信用して大丈夫なのか ?」といった疑問や不安に感じられている点がございましたら、
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

タッチディスプレイ「BIGPAD」と
簡単サイネージ

タッチディスプレイ「BIGPAD」で業務効率向上を実現します。簡単に使える電子看板（サイネージ）
で売上向上につなげます。 シャープビジネスソリューション株式会社

臨場感のある高画質・高音質をご体感ください。 ● ビデオ会議 : 親機、子機を接続して使い勝手・音質・画質等を実際にご体感いただけます。
● BRAVIA:簡単サイネージや業務用ディスプレイとしての提案をさせていただきます。 ソニーマーケティング株式会社

会議が変わる
ワイヤレスプレゼンテーションシステム

PCの画面を投影するのにケーブルの接続や繋ぎ替えなど手間と時間がかかり、会議や商談が中断し
てしまう･･･そんな事ありませんか？「ClickShare」ならばボタンを USB ポートに挿してボタンを押す
だけで、設定も不要で瞬時に表示できます。「ClickShare」は Windows やMacだけではなくAndroid
と iOSにも対応していますので、スマートフォンやタブレットも接続できて画面を表示できます。

バルコ株式会社
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アイテムえひめ 
（愛媛国際貿易センター）

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev12/ict_expo2017_matsuyama.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 松山」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。松山支店　TEL 089-947-6379

■ 松山市駅（4番のりば）から 伊予鉄バス56番
　 三津港行きに乗車　アイテムえひめ前停留所下車 すぐ
■ 松山空港から車で 約5分
■ 松山観光港から車で 約10分
■ 駐車場完備（750台収容可能）

アイテムえひめ
（愛媛国際貿易センター）

［展示会場］ 1階 小展示場
［セミナー］ 4階 第1～ 5会議室
 （受付は 1階となります）
〒791-8057　松山市大可賀2-1-28

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

展示タイトル 出展概要 出展社名

最新液晶ディスプレイ 「もっと省スペース・もっと省電力・もっと体のためを」をあなたのオフィスに !フィリップスの最
新液晶ディスプレイ PHILIPS（MMD singapore Pte Ltd）

期待を超えるコンピューター

事務用途のオフィス用パソコンから、「4K 動画編集」「CAD」「構造計算」「解析」「VR」などプロ用ワー
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。高性能を「国内生産」
「24 時間 365日サポート」の安心とともにご提供。弊社「iiyama」モニタとともに、全ての仕事の
現場に対応できます。「イマジネーションを現実に変える」導入事例とともに製品展示いたします。

株式会社マウスコンピューター

ネットワーク映像配信システム ネットワークで映像を配信するシステムとして 企業、文教、公共、放送局などさまざまな分野で
活躍するメディアエッジソリューションをご紹介いたします。 MEDIAEDGE 株式会社

業種別ソリューション

エプソンがご提案するオフィスの効率化と
コストダウン

エプソンがおすすめする最新ビジネスインクジェットプリンターをはじめ、各カテゴリーの最新モ
デルを導入事例を交えてご提案いたします。是非この機会にご体感ください。 エプソン販売株式会社

機械装置・治具・FA などの設計に最適な
3次元 CAD「IRONCAD」のご紹介

「IRONCAD」は、製造業の中で、機械装置・治具・FA などの設計に最適です。操作性に優れ、か
つ高機能でコストパフォーマンスの最も高い機械系 3次元 CADです。是非会場でご覧いただきた
く当社ブースへ足をお運びください !!

株式会社クリエイティブマシン

繋ぐ音、守る音、創る音
教育現場向け歌作りデジタル教材としてボーカロイド教育版、遠隔会議や遠隔授業で使えるマイ
クスピーカー「YVC-1000」、会話のプライバシーを守るマスキングシステム「VSP-1」を展示いたし
ます。

ヤマハ株式会社

だれでもカンタン !
すぐに使えるプロジェクター & カメラ !

世界最小・最軽量・最至近 !11.7cmで投影できる超短焦点「WX4152NI」プロジェクターとわずか 0.45kg
と超軽量ボディのハンディプロジェクター「WXC1110」!  いろいろなシーンで活用していただけるお
客様満足上々です。また、360°全天球カメラ「THETA S」をぜひご体験下さい !

リコージャパン株式会社　愛媛支社

教育

コラボレーションソフトウェア。
タブレットスタンド。ビデオ会議システムのご紹介。

アクティブラーニングの支援ツールとして、コラボレーションソフト「Tidebreak」を。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」と タブレットスタン
ド「kubi」を。

株式会社プリンストン

手書きタブレット学習アプリ「つながるドリル」

「つながるドリル」は、小中学校向けのタブレット専用ドリル教材です。手書き文字認識機能搭載、
即時採点・集計が可能です。従来のパソコン教材では難しかった、格段の “サクサク感” 、“ストレ
スのなさ” を活かし、制限時間内に速く・正確に解くトレーニングを重ねることで、基礎学力の底
上げを目指します。ネットワーク接続により同じ時間に学習している児童・生徒をつなげて一斉に
学習することができます。また、ユーザー一人ひとりの課題に合わせ、ドリル単元を選択して学習
する機能があります。インターネット環境に左右されずに

FLENS 株式会社

ICT を通じて、「学ぶチカラを、未来のチカラに」
「ラインズ eライブラリアドバンス」は、豊富なコンテンツをサーバーから配信するオンラインサー
ビスです。「確かな学力の向上」に役立つ、提示教材やドリル教材を様々な教室から様々な端末で
ご利用頂けます。また、高校向けの学び直し教材や SPI 対策教材も取り揃えております。

ラインズ株式会社

DIS がお勧めする教育 ICT ソリューション
学習指導要領改訂に伴う大きな変革として、プログラミング・英語教育の教材をメインにご紹介。
また、教員様の ICTスキル向上に役立つ研修や機材の運用手法のご提案まで、ダイワボウ情報シ
ステムが学校での ICT 教育をトータル的にサポートいたします。

ダイワボウ情報システム株式会社（教育 ICT）

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev12/ict_expo2017_matsuyama.html

