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会  場

「働き方改革 × 地方創生 × IoT × DX（デジタルトランスフォーメーション）」をテーマに、商談に役立つ幅広い商材
を77社・団体、85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。

生体認証によるセキュリティ対策や IoT デバイスをご紹介。VRの
デモ体験も行えます。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。

身近な次世代テクノロジー
IoT・セキュリティ

“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。社内情報共有や
コミュニケーション・共同作業など、企業ごとに異なる業務課題を、
負担を掛けずに課題解決できる製品をご提案いたします。

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製
品や、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」向け教材など、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

“教育・医療・交通のDX!～ICTがもたらすイノベーション～”、“農林水
産革命！～ICTがもたらすイノベーション～”と題した2本のパネルディ
スカッションをはじめ、特別講演として”働き方改革に向けて、これか
らのワークスタイルのあり方”と題したセミナーも開催いたします。

観て・聞いて・学べる
パネルディスカッション・セミナーのご紹介

ICT EXPO 見どころ !

出展メーカー数77社・団体（50音順） 全85ブース
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、アクシスコミュニケーションズ株式会社、株式会社アシスト・ワン、アドビシステムズ株式会社、株式会社アリス、アルプ
ス システム インテグレーション株式会社、株式会社インタフェース、インテル株式会社、ヴイエムウェア株式会社、EIZO株式会社、SCSK株式会社、NEC（日本電気株式会社）、NECフィールディング株式会社、エプソン販売
株式会社、エムオーテックス株式会社、株式会社MCセキュリティ、エレコム株式会社、オートデスク株式会社、株式会社沖データ、株式会社オレガ、株式会社ガイア・エデュケーション、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、株式会社コンテック、サイボウズ株式会社、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、国立大学法人島根大学 森林管理学研究室、シャープマーケティングジャパン株式会社、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、スモウルビー・プログラミング甲子園開催実行委員会、株式会社セラク、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、デジタルアーツ株式会社、デル株式会社・EMCジャパン株式会社、株式会社デンソーウェーブ、株式会社電脳交通、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、日本エイサー株式会社、株式会社日本HP、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、ネットアップ株式会社、ネットギアジャパン合同会社、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）、株式会社バイタルリード、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、バルコ株式会社、ピー・シー・エー株式会社、PHILIPS（MMD Singapore 
Pte Ltd）、富士通株式会社・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、株式会社マウスコンピューター、マカフィー株式会社、三菱電機株式会社、メガソフト株式会社、ヤマハ株式会社、リコージャ
パン株式会社、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。╲  パネルディスカッション・セミナー  ╱

╲  ショートセッション  ╱

講　　師 内　　容

パネルディスカッション
展示会場内セミナー会場

10:30～ 12:00
（90分）定員60名

【パネリスト】

大辻  雄介氏 （隠岐國学習センター ICT教育ディレクター） 

近藤  洋祐  氏 （株式会社電脳交通 代表取締役）

森山  昌幸  氏 （株式会社バイタルリード 代表取締役）

室脇  俊二氏（株式会社テクノプロジェクト 専務取締役）

【モデレーター】

角  勝  氏　（株式会社フィラメント 代表取締役CEO）

教育・医療・交通の D X！
～ I C T がもたらすイノベーション～
県土の約85%が中山間地域である島根県において、過疎化、高齢化の進行
は極めて深刻な状況です。その中で教育、医療、交通における ICT利活用の
スペシャリストであるパネラーにくわえ、ファシリテーターとして出雲市出身
の角氏を向かえて、島根県が抱える課題から見える"ICTがもたらす未来"に
ついて討論いたします。島根の課題は日本の課題とも言えます。島根県の方
はもちろん、県外の方も必見のパネルディスカッションです。

セミナー
展示会場内セミナー会場

13:00～ 14:00
（60分）定員60名

大谷  洋一郎氏
株式会社OAGビジコム
取締役

働き方改革に向けて、
これからのワークスタイルのあり方
長時間労働の是正、同一労働同一賃金など「働き方改革」に向けて、国は様々
な施策を打ち出しています。「働き方改革」に取り残されないために、これか
らのワークスタイルのあり方について、「働き方改革」の重要キーワードを取
り上げながら説明いたします。

パネルディスカッション
展示会場内セミナー会場

15:15～ 16:45
（90分）定員60名

【パネリスト】

井田  晶也氏 

（インテル株式会社 執行役員 セールス・チャネル事業本部 本部長）

入野  和朗氏 （国立大学法人愛媛大学 社会連携推進機構 准教授）

花田  泰氏 （播磨屋林業株式会社 業務部長）

持田  宏平氏 （株式会社セラク みどりクラウド事業部 事業部長）

【モデレーター】

谷野  章氏
（国立大学法人島根大学 生物資源科学部 地域環境科学科 教授）

農林水産革命！ I C T がもたらすイノベーション
我が国の農林水産における共通の課題として、 ”高齢化による就業人口減少” 
が上げられます。
本セッションでは、ICT利活用による作業効率化や技術伝承など “スマート農
林・水産” の県内外の事例をご紹介いただき、パネリストの皆様による ICTが
もたらずイノベーションについて、パネルディスカッションを行います。
各方面の有識者の方のご意見が一度に聞くことができる、またとない機会で
す。ぜひご受講下さい。

講　　師 内　　容

展示会場内セッション会場

10:00～ 10:25
（25分）定員15名

宮崎  亜鶴美氏
ソフォス株式会社
パートナー営業本部
ディストリビューター営業部
担当課長

SOPHOSが実現するAIによる次世代情報セキュリティ
～Synchronized Securityが生み出すイノベーションとSOPHOSのチャネルファースト戦略～
SOPHOSは 1985年に設立され今日では世界 150カ国 10万社、１億ユーザ超のお客様の ITセキュリティ導入を促進し
ており、国内においても、ネットワーク、エンドポイントや暗号化、電子メール、モバイルなど多岐に渡るセキュリティ
ソリューション群を、すでに3,000社以上のお客様にご利用頂いております。今回はその中で特に注目されておりま
す、AIが変革する次世代情報セキュリティについて、皆様にご紹介致します。昨今、主に大企業が標的と考えられて
いたサイバー攻撃による ITリスクは、身代金要求型ウイルスといわれるランサムウェアを筆頭に、企業規模を問わず
被害が拡大しています。自動化も含めたより高度なセキュリティの構築を実施するための取り組みとして、本セッショ
ンではAIによる機械学習やディープラーニングなどの技術が、今後どう ITセキュリティの向上に活用されていくのか、
弊社の製品戦略と合わせてご紹介いたします。  

展示会場内セッション会場

12:00～ 12:25
（25分）定員15名

比屋根  真希氏
株式会社アシスト・ワン
クラウドソリューション事業部
マネージャー

情報の共有と一元管理にご活用いただける
「Taskware」のご紹介
タスクウェアは基本システムとなるグループウェア機能にお客様の業種に合わせた機能を実装し、クラウド+WEBブ
ラウザにて利用できるシステムです。日々の業務に関わるさまざまな情報を一元管理し、共有することができます。 本
セッションではTaskwareの基本的な機能と社会福祉法人様向けパッケージを例に、社会福祉法人様、企業様の活用
事例をご紹介いたします。

展示会場内セッション会場

14:00～ 14:25
（25分）定員15名

藤野  克尚氏
富士通株式会社
IoTビジネス開発統括部 ビジネス推進部
シニアマネージャー

富士通 IoT活用事例
～鳥取県様 「戦略産業雇用創造プロジェクト」など
鳥取県様では、県内企業の事業拡大を支援するとともに、そのために必要な人材の育成を目的とした「戦略産業雇用
創造プロジェクト」を2013年より開始されており、2016年度は IoTを活用した業務効率化や生産性向上検討がテーマ
の 1つでありました。今回、その検討には当社の IoTソリューションをご活用いただきました。本セミナーではその検
討例と見えてきた現場課題、今後の活用例など当社の取り組みも交えてご紹介ご説明いたします。

展示会場内セッション会場

14:45～ 15:10
（25分）定員15名

田中  ゆかり氏
オートデスク株式会社
チャネルセールス
デベロップメント マネージャー

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。

展示会場内セッション会場

16:45～ 17:10
（25分）定員15名

阪上  吉宏氏
株式会社エデュテクノロジー
代表取締役

教育現場に於ける2030年を目指した ICT活用と環境整備
～Google G Suite for Education を例にして～
平成22年に始まったフューチャースクール推進事業からもう間もなく7年が経過しようとしている中、学習指導要領
の改訂やプログラミング学習など様々な情報が飛び交い、混沌とした状況が続いているように見受けられます。目
まぐるしい技術革新も予見されるが、2030年に向けた、今後の環境整備はどのようにあるべきだろうか。目的と手
段を整理しながらご紹介していきます。



次世代テクノロジー

ICT・ドローン×森林 ＝ 地域づくり

フリーの地理情報システム (GIS) を用いた森林 GIS 構築や、時系列航空写真やドローンを用い
た森林資源計測研究を通じた地域林業支援活動の紹介をします。さらには、これら情報システ
ムを用い、地域固有の森林資源を活かした持続可能な地域づくり事業として、椿産業振興の提
案を行います。

国立大学法人島根大学 森林管理学研究室

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

革新的な NEC の「顔認証ソリーション」のご紹介 世界 No.1 の認識性能である NECの『顔認証』技術を簡単導入頂ける様、システムセットにして
ご提供。安心で便利な最新技術を是非ご体感ください。 NEC（日本電気株式会社）

ドローン活用サポート ● ドローン活用サポート　● ドローン講習会（操縦者養成スクール）
● ドローンサポートパック NECフィールディング株式会社

リアルな産業用 IoTのすべてがここに 「CONPROSYS」はデバイス・ソフトウェア・クラウドサービスを提供し、M2M/IoTシステムを構
築する上での課題を解決していきます。 株式会社コンテック

みどりクラウド
［圃場環境モニタリングサービス］

みどりクラウドとは、センサーボックスを圃場に設置するだけで、自動的に圃場の環境を計測・
記録し、そのデータを離れた所からいつでも確認することができる圃場モニタリングシステム
です。全国の生産者様の声をもとに、必要な機能に絞り込むことで、高いコストパフォーマンス
を実現しています。

株式会社セラク

富士通のヒューマンセントリック IoT “人・物” を中心とした独自の解析技術＜ヒューマンセントリックエンジン＞のノウハウをパッケー
ジ化した「ユビキタスウェア」のご紹介と富士通 IoT 活用事例を紹介します。

富士通株式会社／
株式会社富士通パーソナルズ

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 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

業界標準である 3次元 CAD 「AutoCAD」、
2 次元 CAD 「AutoCAD LT」をご紹介いたします。

土木建築業、製造業などで、業界標準となっている 3 次元 CAD AutoCAD、2 次元 CAD 
AutoCADをご紹介いたします。特に AutoCADは、近年話題になっている i-Construction、ドロー
ンなどの 3次元への橋渡しとして、ご利用いただけます。

オートデスク株式会社

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」や、世界初
のミニワークステーション「HP Z2 Mini G3 Workstation」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
インナ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

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 Windows PCの新製品のご案内と Chrome デバイスの活用事例等をご案内させて頂きます。 日本エイサー株式会社

レッツ・タフシリーズを活用して、
働き方革新（ワークスタイルイノベーション）を
実現！

レッツノートの新シリーズ「XZ6」は、ビジネスシーンにあわせてスマートにノート PCとタブレッ
トの使い分けが出来ます。また、主力シリーズ「SZ6」は 12.1 型オールインワンモバイル PCと
してモバイルワーカーからの信頼を得ております。 一方、「タフ /タフパッド」シリーズにつきま
しては、様々な現場で活躍する頑丈設計 PCとして多くの過酷な現場で運用実績がございます。

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

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

"働き方改革をテーマとした "導入実績 9000法人
「PCAクラウド」、就業管理「クロノス」

「働き方改革」をテーマとした、導入実績 9000 法人を誇る基幹業務クラウド、就業管理システ
ムを実際の運用事例を元にご説明させていただきます。 ピー・シー・エー株式会社

その場で印刷。その場で完結。
持ち運び可能な A4 感熱モバイルプリンター。

外出先での印刷ニーズに応える A4 感熱モバイルプリンターや、医療業界で好評の高耐久・低
コストなモノクロレーザープリンターをご用意しております。その他高画質・高音質な Web 会
議システムや、ラミネート加工ラベルプリンターも展示しております。

ブラザー販売株式会社

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

デジタル改善分析システム・ワークフロー

デジタル改善分析システム「アイ・ワークス」 作業内容を動画、静止画で分析の上、業務改善に
役立つソフトウェアです。 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る。

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）
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・通信）

サブスクリプション管理ポータル
「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））

セキュリティ

増加するデータのウィルス対策・災害対策に効く、
バックアップとデータの長期保存の提案

企業のデータは年々増加しています。ファイルサーバーのデータが増加するとバックアップの長
時間化や情報漏えいリスクが高まります。 また、直近でも世界的に猛威を振るったランサムウェ
アの感染やハードウェア障害によるデータ消失への対策も必要です。 これらの課題を解決する、
NAS（ファイルサーバー）のバックアップや データ長期保存の方法をご紹介します。

株式会社アイ・オー・データ機器

※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
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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

人工知能を用いた画像検索機「VS-AI」

防犯カメラシステムの検索概念を覆した、人工知能サーバー「VS-AI」を展示いたします。現在
もそうですが、事件があり検索を行う場合、日時・時間を指定して特定のカメラを検索いたし
ます。求めているデータが無い場合は、早送りや巻き戻しを行い、特定のデータを探す作業に
なります。「VS-AI」は、キーワード（例えば、人や車など）を入力することで、画像を検索する
システムとなります。詳細は展示会場にてご説明差し上げます。社員一同、心よりお待ち致し
ております。

株式会社 R.O.D

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」を製品展
示・デモ実施しております。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

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

防ぎきれない脅威への対策は、
情報漏洩後も想定した「InterSafe」で！

●個人情報保護法の改正、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」 　●タブレットなど増加する端末にも対応したWebフィルタリングソリュー
ション 「InterSafe WebFilter/CATS」　● iKAZUCHI（雷）登録ソリューションのご紹介

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」をご紹介！　ネットワーク内の構成を一覧表示・
管理出来る「ヤマハ」の 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

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

高性能のデスクトップ不正侵入防御システム
「IPS」

「MC-70S」は、IPS（Intrusion Prevention System）製品として区分される、小中規模企業を対
象としたゲートウェイ型 ネットワークセキュリティ製品です。「NetStable」をネットワーク上の
インターネットの出入り口部分（ルータの配下）に設置することによって、通過する双方向の通
信を解析し、不正な通信を検出した場合はその通信を防御、 適切な通信は通過させます。 また、
あわせて「どのような通信が」「いつ」「どこの PC から」「どこに対して」行われた通信なのか
を日本語でわかりやすく表示させます（通信の見える化）。

株式会社 MCセキュリティ

ランサムウェア対策強化
さらに脆弱性管理強化も実現

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、どの脆弱性から修正すべきか優先順位を明確にし、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

「ESET」で始めるクラウド管理のススメ

昨今、マルウェア感染のニュースが急増しています。マルウェア対策の手段としてセキュリティ
対策ソフトの導入はもちろんですが、ただ入れるだけではなく、適切なクライアント端末の管
理の重要性についても着目されています。本ブースでは、「ESET」によるセキュリティ対策のポ
イントと、サーバーを立てずに簡単にクライアント管理の環境が用意できる「ESETクライアン
ト管理 クラウド対応オプション」をご紹介いたします。

キヤノン IT ソリューションズ株式会社

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」

「SKYSEA Client View」は、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。 また、ログ管理機能で記録された PCの操作履歴を活用するこ
とで、従業員の労働時間の見える化を支援します。

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ほか、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

働き方改革を支える
リモートワークソリューション

セキュリティのソリトンから「利便性」と「安全性」を両立するリモートワークソリューションを
ご紹介いたします。 株式会社ソリトンシステムズ

サイバー攻撃対策ソリューション
サイバー攻撃の手口にはメールでの侵入や、ウェブ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

マカフィーの提唱する
ダイナミックエンドポイント

ランサムウェア、標的型攻撃、トロイの木馬と企業を狙った攻撃は日に日に増えてきています。 
マカフィーなら未知の脅威に対しても機械学習などを用いて有効な対策をすることが可能です。 マカフィー株式会社

プラットフォーム

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

様々なストレージ・サーバーを一元管理・
リアルタイムバックアップから
次世代ランサムウェア対策ソフト

課題 :こんなお困りごとを解決します ! ■データが増え続ける中、NAS の管理が疎かになって
いる ■ウイルス対策ソフトを入れているがランサムウェアに感染した ■上書きしたファイルや
消してしまったファイルなど復元が大変 ■野良 NAS を含め統合して管理を楽にしたい ■ BCP/
DR 対策も考えたい 改善効果 ■ファイルサーバーも NASも統合（一元管理）し管理が楽に ! ■
継続的データ保護（リアルタイムバックアップ）によるランサムウェア対策 ! ■ファイル毎、フォ
ルダ毎のリカバリが簡単に ! 

株式会社オレガ
（株式会社ソリトンシステムズグループ）



※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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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

ジュニパーの SD-WAN によるネットワーク最適
化で快適なクラウド利用

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基幹ネット
ワークで培った技術を元に、Software-Defined Wide Area Networkを提供しています。クラウ
ドサービスの導入で発生するネットワーク課題の解説と、SD-WANによる課題の解決手法をご
説明させていただきます。

ジュニパーネットワークス株式会社

「Cisco Spark」で実現する
最新のワークスタイル変革のご紹介

「Cisco Spark」がもたらす旧来のコミュニケーションから新しいコラボレーションへの進化。ビ
ジネスメッセージ、ビデオ会議によるビジネスをつなぐコラボレーションを展示いたします。 シスコシステムズ合同会社

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 対応のスマートビルディング
およびワークプレイス

信頼性に優れた高速の Wi-Fiを提供してネットワークを効率化し、ネットワークにおけるモバイ
ルと IoTの密度の向上に関するニーズの増大に対応します。 日本ヒューレット・パッカード株式会社

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

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

ハイパーコンバージドインフラストラクチャー
「Nutanix」

現在注目のハイパーコンバージドインフラのリーディングカンパニーである Nutanix 製品紹介や
デモ、事例をご案内させて頂きます。

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）

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

映像・コンテンツ

「JAPAN 品質のエンベデッドソリューション」
カスタム・ボード・フラッシュストレージ・PC 周辺のトータル設計で数多くの実績を残している
エレコムグループ。国内メーカーが集結したグループとして連携することで、製品・単体からソ
フトウェア、システム全体におけるトータル提案が実現できます。 

エレコム株式会社

EIZO の最先端の「見る」を体験！ ■省デスクスペース提案：フレームレス+小型 PC 背面ドッキング　■お手つき防止タッチパネ
ル提案：23型タッチパネルモニター（新機種）　■セキュリティモニター提案：IP モニター EIZO 株式会社

5年間無償保証、メンテナンス品 5年間無償

ビジネスの現場で活躍中のOKIの LEDプリンター。オフィスのイメージが強いCOREFIDOも様々
な業種の現場でもご活用いただいています。 それら導入事例を中心にしたご提案ポイントをご
紹介させていただきます。 特色印刷の VINCIだけでなく、グループの大判 MFP もご紹介させ
ていただけることで更に幅広いご提案を実現いたします！　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

シャープディスプレイソリューション

シャープの業務用モニターの最新トレンドをご覧いただけます。モニターをタッチすることでパ
ソコンの操作ができ、さらにモニターに対して直接書き込みができるタッチディスプレイ２モ
デル（最大サイズ 80 型・最小サイズ 40 型）を展示します。また、無償のコンテンツ作成ツー
ルにより誰でも簡単に紙媒体に代わる各種情報表示ができるインフォメーションディスプレイ
を展示いたします。

シャープマーケティングジャパン株式会社

ビデオ会議、ネットワークカメラ、
デジタルペーパー、テレビなど最新機種をご紹介

●ビデオ会議は簡単高画質費用削減だけではなく、社内のコミュニケーションアップが可能　
●ブラビアの業務用ディスプレイとしての幅の広いご提案　●暗視・逆光に強いネットワークカ
メラではご販売しやすい低価格モデルから付加価値のある高品質モデルをご用意　●ビジネス
に最適な「VAIO」をご紹介 特にモバイルユースに適しております

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

PHILIP 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をご紹介します。 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。 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

「カンタンサイネージ」＆「Wi-Fi プリント」

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。 カンタンサイネージなら、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。

三菱電機株式会社

VRソリューションと FAXシステム

● 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。

メガソフト株式会社

業種別ソリューション

情報の共有や一元管理に。
ソーシャルウェア 「Taskware」

「Taskware（タスクウェア）」は、基本システムとなるグループウェア機能にお客様の業種に合
わせた機能を実装し、クラウド +Webブラウザにて利用出来るシステムです。 今回の出展では
一般企業様向けパッケージのほか、社会福祉法人様向けパッケージもご紹介いたします。 もち
ろんグループウェアのみでお使いいただいても OK。情報共有や情報の一元管理、業務効率の
アップにぜひお役立てください。

株式会社アシスト・ワン

M2M/IOTに最適な耐環境性に優れた
FA コンピュータ

現場で使える M2M/IoT に最適な製品の展示し、多くの事例を交えながらご提案いたします。 
超小型 FA コントローラ（SuperCD）、デスクトップ型 FA コントローラ（スリムタワー CD）、
EtherCATスレーブ、USB 接続 IO モジュールなどをご紹介します。

株式会社インタフェース

レーザープリンターの不満、
エコタンク方式で解決！

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大ストレスをエコタンクが解決します。 エプソン販売株式会社

RFIDによる業務効率化の提案
RFIDを活用した管理業務をご紹介。物流、流通、製造の現場での活用事例の紹介を交え、業務効
率の改善をお手伝いいたします。 ホテル様・旅館様の宿泊において、旅館業法で義務付けられて
いる海外のお客様のパスポートのコピー作業に変わり、スピーディーな受付業務をサポートします。

株式会社デンソーウェーブ

クラウド型タクシーコールセンター クラウド型コールセンターを活用した、地域交通の課題解決。 株式会社電脳交通



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 山陰」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。

松江支店 TEL 0852-27-1621

▶ JR松江駅より徒歩7分
　出雲空港から松江駅までバスで約30分
　米子空港から松江駅までバスで約45分
▶ 山陰自動車道松江中央 I.Cより車で約5分
▶ 駐車場完備
   （無料・総合受付まで駐車券をお持ちください。）

くにびきメッセ（島根県立産業交流会館）
大展示場
〒690-0826　島根県松江市学園南1丁目2番1号

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。
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当社よりご案内いたします。

展示タイトル 出展概要 出展社名

公共交通利便性向上に向けたサービス

バスの利便性向上を目的としたバス停案内システムと今後のバスの運行計画へ活用を視野に入
れたバス停での乗降数をカウントする機能が連動した「馬須田のるぞう」、除雪車両の位置をリ
アルタイムに把握し除雪作業の効率化、利用者のサービス向上を図るシステム「ゆきぞう」、点
呼だけではなくドライバーに安全運転を意識付ける機能を付加した点呼システム「いつものてん
こ」を出展します。

株式会社バイタルリード

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 / オフィス / 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　●「公平通
信制御機能」「トライバンド」を搭載した文教向けアクセスポイント　●屋外、工場など様々な
環境で運用頂ける高耐久アクセスポイント　●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

Value Presentation 2017 in ICT EXPO 経営基盤強化、ワークスタイルの変革、業務プロセス改革、売上拡大など、お客様の業種や、
経営課題・業務課題にあわせて、最適なソリューションをワンストップでご提供いたします。 リコージャパン株式会社

教育

電子黒板・タブレットを効果的に活用！ ● PC なしで操作できる 65インチの TV 型電子黒板とタブレットを連携が可能な PenPlus のご
紹介　●アクティブラーニングに適した組み合わせデスクとチェアのご紹介 株式会社ガイア・エデュケーション

スモウルビー・プログラミング甲子園のご紹介
プログラミング言語 Ruby（ルビー）をビジュアル環境で学習することができる「スモウルビー」と、
スモウルビーで開発した AI プログラムで勝敗を競うプログラミングコンテスト「スモウルビー・
プログラミング甲子園」をご紹介いたします。

スモウルビー・プログラミング
甲子園開催実行委員会

教育 ICTソリューション「dynaSchool」シリーズ／
スマートグラスのご紹介

● 紙のノートや手帳のように、すらすら書ける。自然な感覚の手書き入力を実現する
Windows10Pro 搭載タブレット PC　● 従来の授業スタイルの良さを継承し、いますぐに ICT
を活用した授業を簡単に始めることができる教育 ICT ソリューション「dynaSchool」シリーズ

東芝クライアントソリューション株式会社

創る音・繋ぐ音・防ぐ音
音の問題はヤマハが解決します

音の技術を駆使した製品のラインナップです。音のことなら、まずヤマハブースへお立ち寄り
ください。■遠隔会議の会話 ■プログラミング教育で歌作り ■会話の内容を不明瞭にしプライ
バシーを保護

ヤマハ株式会社

DISグループが提供するサービス AirWatch キッティング、Apple School Manager キッティング、延長保証、
Windows Embedded OS などをご提案します。 ディーアイエスサービス＆サポート株式会社

教育 ICT ソリューション ハードウェアはもちろん、発達段階・学習レベルに応じたコンテンツのご紹介や活用から教員
向け研修まで、DISが初等・中等教育における教育の情報化をトータル的にご支援いたします。

ダイワボウ情報システム株式会社
（文教ソリューション）

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev12/ict_expo2017_sanin.html

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev12/ict_expo2017_sanin.html
http://www.kunibikimesse.jp/19.html



