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米子コンベンションセンター
多目的ホール

〒683-0043 鳥取県米子市末広町 294

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 77 社、92 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 ）

"インフラの利活用”、就労人口の減少”

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

様 々な産 業や分 野 が直 面している人 材 不 足や後 継 者 不 足、技 術 伝

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

有識者を交え登壇いただきます。

活用できる小型端末、メガネ型ウェアラブルデバイスなどを展示し

ションを体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

など地域の課題解決が見えてくる

承の難しさといった問題をIT テクノロジーがいかに解決できるのか、

であろう新しい技術を体験していただけます。
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セミナー情報は次ページをご覧ください。
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※受付開始は 15 分前からとなります。
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角
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氏

株式会社フィラメント 代表取締役 CEO
【パネリスト】

佐 々木 俊 二

①

鳥取県

パネルディスカッション

商工労働部

野坂 貢弘

10:30 ～ 12:00

氏

産業振興課

氏

株式会社中海テレビ放送

（90 分）定員 100 名

田窪 大樹

氏

営業部

中海・宍道湖・大山圏における産業発展
～街（まち）づくり～

課長

就労人口の減少、各種インフラの利活用など、全国の中山間地域での課題をテーマ
にして、鳥取県と島根県にまたがる中海・宍道湖・大山経済圏域における産業発展
について考えます。
地場企業様や鳥取県の取り組みを中心に、スマートシティを各地で提案しているシス
コシステムズ様を交えて、ICTによる地域活性化に造詣の深い角氏を迎えディスカッ
ションいたします。

部長

株式会社パソナテック 島根 Lab 長

三村 雄介

氏

シスコシステムズ合同会社 戦略ソリューション・事業開発
セールスビジネスデベロップメント マネージャー

テクノロジーが作る未来世界

澤 円

②
特別講演

【講師略歴】
立教大学経済学部卒。
生命保険のIT 子会社勤務を経て、1997 年、マイクロソフト
（現日本マイクロソフト）に
転職。
情報共有系コンサルタントを経てプリセールスSEへ。競合対策専門営業チームマネー
ジャ、ポータル＆コラボレーショングループマネージャ、クラウドプラットフォーム営業
本部本部長などを歴任。
2011年 7 月、
マイクロソフトテクノロジーセンター センター長に就任。 2015 年 2 月より、
サイバークライムセンター日本サテライトの責任者も兼任。
2018 年 6 月より、業務執行役員。

氏

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

13:00 ～ 14:30
（90 分）定員 100 名

神戸 貴子

氏

鼎談 働き方改革
P
一億総活躍社会実現へ、山陰の働き方を考える
P

N.K.C ナーシングコアコーポレーション
合同会社 代表

ご来場の際は名刺を

会場

2 枚お持ちください。

米子コンベンションセンター

受付・展示会場 ：1階 多目的ホール
③
特別対談 セミナー会場
多目的ホール
矢 田：1階 誠
氏

15:30 ～ 16:50

（80 分）定員 100 名
▶ JR

交通

米子ワシントン

ホテルプラザ
今や重要なキーワードとしてすっかり定着している
「働き方改革」。
P
みなさまが抱えておられる課題は、さまざまではないでしょうか。
本セッションでは、山陰両県で新しい働き方を実践、受賞歴※もある企業のお二方
にご登壇いただき、「100 人いれば100 通りの働き方」を実現しているサイボウズ株
式会社様とのセッションに臨んでいただきます。働き方改革を加速させるため IT を
JR 米子駅
どう利活用すべきか考える機会となればと思います。
P
イオン

株式会社中筋組

管理部

米子駅から徒歩 5 分

次長

セミナー会場

米子駅前店

※ 登壇地元企業の受賞歴
ホテル
・N.K.C ナーシング コア コーポレーション合同会社
代表 神戸貴子氏
ハーベストイン
ビッグシップ
出入口
米子
米子市
前駐車場
平成 30 年度 内閣府主催「女性のチャレンジ賞
（男女共同参画担当大臣賞）」
文化ホール
P
受賞
第 1 回「中国地域女性ビジネスプランコンテスト 中国経済産業局長賞（大賞）」
出入口
受賞

▶ 米子空港から車で約 25 分
▶ 山陰自動車道

米子中 IC から車で約 5 分

BIG SHIP

▶ 駐車場完備（700 台収容可能）

野水

克也

サイボウズ株式会社

新加茂川
・株式会社中筋組

氏

米子コンベンションセンター

山陰道

第４回「しまねいきいき雇用賞」受賞

社長室 フェロー

P

至米子中IC

講

お申し込みサイト ▶

師

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
①
ショートセミナー
和田 麻央人 氏

9:50 ～ 10:20

本展示会のお問い合わせ先
（30 分）定員 20 名

日本電気株式会社

鳥取支店 TEL 0857-37-1230 松江支店 TEL 0852-27-1621

志村 大輔

②
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
氏
日本マイクロソフト株式会社 パートナー事業本部
パートナービジネス統括本部
シニアビジネスディベロップメントマネージャー
（30 分）定員 20 名
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

14:45 ～ 15:15

●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
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。

容

EXPO生産性向上を後押しするNEC
2018 in 山陰」からお申し込みください。
の RPAソリューション!

AIプラットフォーム事業部

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。
ショートセミナー

内

日本の生産性向上が急務のなか役立つのが、
RPA（Robotic ProcessAutomation）です。
RPA は従来人がやっていた単純作業を自動化するテクノロジーです。これにより人は
単純作業から解放され、より付加価値の高い作業に時間を割くことができます。当セ
当社よりご案内いたします
ミナーでは RPAの基本から、NECのRPA「NEC SoftwareRobot Solution」の事例やデ
モを交えて詳しく紹介します。

Windows 7 サポート終了に伴う脅威と防御戦略

Windows 7 のサポート終了期限は、2020 年 1 月 14 日（米国時間）です。まだまだ先の
ように思えますが、機器入替からシステム移行を考えると、準備期間としては決して
長くありません。今回は、サポート終了後のリスクのご説明と Windows 10 の防御戦
略について説明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。

展示タイトル

出展概要

次世代テクノロジー

出展社名

RPA からデジタルトランスフォーメーションへ

働き方改革の潮流に乗ってRPA が急速に普及する中で、今年は RPA の「大衆化」と
「高度化」が
大きなテーマとなっています。RPA 国内 No.1ブランドである「BizRobo!」をベースに、RPA の導入
検討に向けたご紹介はもちろん、RPA を活用したビジネスの可能性のご相談もさせていただき
ます。

RPA テクノロジーズ株式会社

LPWA（LoRa）無線方式 遠隔監視 ･ 制御装置
「ももことあやか」

LPWA（LoRa）無線方式 遠隔監視 ･ 制御装置「ももことあやか」は、農場、工場、倉庫などの
環境情報の収集や機器の制御を遠隔から行え、屋内 ･ 野外を問わず設置可能です。

株式会社アイエスエイ

最新ビジネス PCとIoT テクノロジー

生産性を向上し業務効率を改善させる次世代のテクノロジーデモをご紹介します。

農業 IoT ～インテル砂栽培～

砂栽培のデモ展示を行います。農地にセンサーを設置して水分量や pH 値、温度や湿度など
をリアルタイムでモニタリングするデモをぜひご覧ください。

VR による最新ビジネス事例のご紹介

近年個人向けには一般的になってきているVR ですが、ビジネス向けこそ解決できる課題があ
ります。VIVEブースでは VR を実際に体験頂くことで、様々な可能性をお客様自ら発見いただ
くブースです。是非お越し下さい。

HTC NIPPON 株式会社

IBM Cloud における Watson の利用事例

IBM Cloud のサービスであるIaaS は導入事例もあり、弊社の得意分野の一つでもあります。
今回は、もうひとつのサービスであるPaaS に準備されている開発ツール Node-Red を利用
した簡単なアプリケーションの作成事例です。 今回はほんの一例ではありますが、顔認証、
Chatbot といった Watson API を呼び出しての簡単なアプリケーションを作成し、その利用事例
を見ていただきます。 完成したアプリケーションではありませんが、一つのきっかけとして紹
介させていただきます。

株式会社ケーオウエイ

5 万円から始められる IoT「CONPROSYS」&
最新産業用 PC のご紹介

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ください。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。

株式会社コンテック

AI を用いた鋳造の物性値予測

オーエム金属工業と島根大学・白井助教の共同研究成果（ディープラーニングによる片状黒
鉛鋳鉄の物性値の予測）についてパネルやチラシを用いて説明します。

島根大学＆オーエム金属工業

「DE100」&「Vision DE Suite」

「DE100」、「AR100」を装着した現場作業者は、常にハンズフリーで作業し、必要に応じて簡
単に支援者と音声通話をすることができます。一方、離れた場所にいる支援者は作業者の視
界をPC で共有。作業者と会話しながら、正確な情報をもとに的確な指示を与えることができ
ます。また、電子化したマニュアルを表示したり、AR（拡張現実）技術により作業者の作業を
サポートすることも可能になります。

インテル株式会社

東芝クライアントソリューション株式会社

RPA ソリューション「RoboSol」と
AI サイネージでおもてなし提案

働き方 改 革 を推 進するツールとして、ソフトウエアロ ボットが 業 務 を行うRPA（Robotic
Process Automation）に注目が集まっています。NECブースでは「RoboSol」のデモンストレー
ションなどを通し、人とロボットが協働する、新しい業務オペレーションをご提案します。 出
展ブースでは他に、NEC の顔認識技術を活用した AI サイネージシステムも出展して新しい「お
もてなし」のご提案をいたします。 皆さまのご来場をお待ちしております。

日本電気株式会社

富士通のヒューマンセントリックIoTと
スキャナーを活用した働き方改革のご提案

● バイタルセンシングバンド 作業員のバイタルを管理することでの危険回避（熱中症）、位置
情報・立ち入り禁止区域への侵入を未然に防ぐための IoT デバイス ● リモートモニタリング
サービス 介護スタッフの業務負荷軽減、常時の監視が必要に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 ● I-7160B+DynaEye 紙⇒デジタル化する
ことで、データ利活用の幅を拡大、IoT を実現する基盤構築の一助とする。 ● FI-65F+ 本人
確認 個人情報の適切な管理によるセキュリティレベルの担保（紙依存のリスク撤廃、デジタル
データへの集約）

株式会社富士通パーソナルズ

アクロニスのセキュアなクラウドバックアップソリューションを展示。 オンプレミスの「Acronis
Backup」に対するクラウドオプションとして、
「Acronis Cloud Storage」を追加するだけで、簡
単、高速にバックアップデータをセキュアなクラウドに保管可能。

アクロニスジャパン株式会社

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

モバイル・クラウド

定評のある Acronis Backup の
クラウドソリューションをご紹介いたします。
「Adobe Creative Cloud」
インターコムが提案する２つの働き方改革

iKAZUCHI 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
「MaLion Cloud」と給与明細の電子化が簡単に始められる「Web 給金帳 Cloud」をご紹介
します。

株式会社インターコム

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、ユーザーが安心・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

新しくなった「AutoCAD」を、
全てのユーザー様に。

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。

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」

モバイルワークに最適！
使い方いろいろ、コンパクトデバイス！

「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。
モバイルワークはもちろん、様々な用途に使えるコンパクトデバイスをご紹介します。 超小型
PC や「キーボードPC2 Pro Edition」は、オフィスでの省スペースPC 環境の実現だけではなく、
POS やサイネージとして幅広く採用されています。モバイルモニターは業務効率を向上化する
ノートPC のサブモニター用途、産業機械への組込、デジタルサイネージなどにも採用されて
います。 数多くの海外メーカー製品の国内代理店として、お客様に最新製品をご提案してき
た弊社が、そのノウハウを結集して取り揃えたユニークでコストパフォーマンスに優れた商材
をご提案します。

サイボウズ株式会社

テックウインド株式会社

展示タイトル

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

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。

株式会社日本 HP

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頂き
ます。 また、Window 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
示もさせて頂きます。 MR の体験コーナーも設けておりますので是非体験して下さい。

日本エイサー株式会社

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

「Azure IoT Suite」と「Office 365」の提案

「Surface」製品のご紹介をいたします

「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。

日本マイクロソフト株式会社（Surface）

Office 365 アドオンと
ビジネス版 LINE で業務改善実現

Office 365 を日本のグループウェア的利用を可能にするアドオンツールです。 部署別階層化
表示のカレンダー・アドレス帳、既読確認可の掲示板、電子申請のワークフローなど 10 種以
上のメニューで業務の効率化を実現します。 他、ビジネス版 LINE の LINEWORKS など、最新
クラウドツールをご紹介！

株式会社ネクストセット

フィールド／モバイルワーカーの働き方改革に！

● ビジネスモバイル シェア No.1 のレッツノートシリーズを展示。軽量、頑丈、高性能を体感
ください。 ● 現場で威力を発揮する頑丈タブレットパソコンTOUGH シリーズを展示。空間採
寸／温度センシングのデモも体感出来ます。

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

高い信頼と柔軟なサービスで、今選 ばれている
基幹業務クラウド「PCA クラウド」

PCAクラウドで生産性向上と業務コストの削減！クラウドサービスを開始して 10 周年を迎え、
導入実績 10,000 法人を突破した今、選ばれている基幹業務クラウドになります。PCAクラウ
ドの Web-API を利用して、
「RPA」
「物流」
「タブレットデバイス」
「税・社会保険手続」
「ネットショッ
プ」
「ワークフロー」など他のクラウドサービス等をシームレスに連携させることが可能です。

PCA 株式会社

モバイル /ラベルプリンタや
WEB 会議システムなどの最新ソリューション

■働き方改革を加速するWeb 会議システム 会議だけの利用に留まらず、打合せ・在宅勤務・
技術者のオンライン同行として、グローバルに 2000 社以上の実績がございます。 ■他を圧倒
するモバイル性 感熱モバイルプリンター モバイル端末から即印刷。保守メンテナンス現場の
作業報告書印刷。営業の見積書・契約書印刷に。 ■耐久性抜群のラミネートラベルプリンター
ラミネート加工を施すことで熱・擦れ・薬品に強いラベル発行が可能。資産管理・銘板ラベ
ルとしての用途として。

ブラザー販売株式会社

クラウド SIM テクノロジー搭載「日本初。
国境フリーの『世界スマホ』jetfon 」＆
「海外 Wi-Fi ルーター jetfi」
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
DIS グループが提供するサービス

シェア No.1 ワークフロー「X-point」／
議事録作成支援システム「Amivoice」

SIM カード不要で 100 カ国以上の国で現在の位置情報をもとに、最適な現地通信会社を選択
し、自動接続する新しい通信技術「クラウドSIM テクノロジー」を搭載したスマートフォン「jetfon
（ジェットフォン）」と海外 Wi-Fi ルーター「jetfi（ジェットファイ）」をご紹介いたします。

株式会社 MAYA SYSTEM

『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！

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

DIS グループがご提供できるサービスをご紹介いたします。
●「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 ・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。 ・各グループウェア連携も可能 SharePoint、Google
Apps、Cybozu Garoon、desknets NEO。● 大手・中堅企業向けエンタープライズワークフロー
「AgileWorks」・組織改編に強い。 ・システム連携に強い。 ・多言語対応「Amivoice」AI 音
声認識技術により正確・スピーディに議事録作成 ・用途にあわせた柔軟なシステム構成 ・高
い認識精度を実現する専用辞書 ・発話内容を耳で聞きながら認識結果を編集できる。

ディーアイエスサービス＆サポート株式会社

X-Point
（ディーアイエスソリューション株式会社）

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をご提
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）

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。

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）」は、6月現在、16 ベンダー34サービスと益々
充実のラインアップ。サブスクリプションを楽に管理、ユーザーの満足度・売り上げも UP！

ダイワボウ情報システム株式会社
（iKAZUCHI（雷））

サブスクリプション管理ポータル
「iKAZUCHI（雷）」

IoT 時代の映像・音声セキュリティソリューション

セキュリティ

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

人工知能画像検索サーバー「VS-AI」

「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時検索を実現した、画
像検索装置です。 直観的な操作で、ストレスなく画像や動画を見つけることができます。

株式会社 R.O.D

ファイルバックアップで
Windows 10 へのデータ移行作業を簡略化！

2020 年 1 月に迫る Windows 7 のサポート終了。それに伴う Windows 10 への データ移行作
業簡略化にも活用できるバックアップソフト「Secure Back」を 製品展示・デモ実施します。ま
た「働き方改革」に伴い、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」。 本製品はデータのみ仮想化するという次世代型ソリューションです。

株式会社アール・アイ

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、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。

APRESIA Systems 株式会社

DEFENDER-X ／ メンタルチェッカー

●【DEFENDER-X】人の振動成分を抽出して精神状態を解析します。解析結果から不審者を
事前に検知し、赤枠で表示することにより不審者を特定します。トラブルや事故の未然防止、
犯罪の未然防止、早期解決に力を発揮します。●【メンタルチェッカー】完全非接触、１分間
の測定で精神状態の自動判定が行えます。用途はパイロット・運転手はもとより、企業・学
校その他のトラブル防止に有効。

ELSYS HIROSHIMA 株式会社

展示タイトル

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

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！ 大規模から小規模まで、ネットワーク構築に最適なヤマハ L3
スイッチ新登場！

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

最新版「LanScope Cat」
「Protect Cat Powered by Cylance」
「LanScope An」を展示しており
ます。国内販売からわずか 1 年で、国内数百社にご採用頂いている次世代型のエンドポイント
セキュリティを中心に、Win 10 増加による資産管理運用の見直し、改正個人情報保護法への
対応、働き方改革に関連した事例などご紹介させていただきます。

エムオーテックス株式会社

国産ネットワークセキュリティアプライアンス

安心・簡単・高速、日本のネットワーク環境に最適な国産セキュリティアプライアンスをご紹
介します。

株式会社 MC セキュリティ

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！

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。マイクロソフト社製品はもちろん、アドビ社、オラクル社など、サード
パーティ製品の脆弱性をも把握し、修正する脆弱性の対応、貴社では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。

株式会社カスペルスキー

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。攻撃者
は脆弱な環境を狙って攻撃をしかけてきます。当ブースでは、第三者評価機関やユーザー様
から高い評価を獲得する、軽快で検出力の高いセキュリティソフト『ESET』によるクライアント
管理の活用方法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

【ESET】クライアント管理のススメ！！

クライアント運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」

「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、Windows 10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

働き方改革ソリューション

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。

株式会社ソリトンシステムズ

簡単・安心・安全：
SonicWall で Non-stop UTM を実現 !!

マルウェア・ランサムウェア対策に、高度化するサイバー攻撃対策に、『簡単』・『安心』・『安
全』の SonicWall です。

ソニックウォール ･ ジャパン株式会社

ソフォス株式会社 ソリューション

詳細は Web サイトでご確認ください。

ソフォス株式会社

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

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 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。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。

株式会社ディー・ディー・エス

標的型攻撃に備えるセキュリティ

業務に欠かせないインフラとなっているネットワーク・メール・ファイル保護のセキュリティ
ソリューションをご案内いたします。今年 5 月リリースの「i-FILTER ＠ Cloud」と「m-FILTER
＠ Cloud」はクラウドサービスとして、内部からの情報漏えい、そして外部からの標的型攻撃
にも一貫して対応できるソリューションとなっております。「FinalCode」では企業の財産とも
なる内密情報から、業務上管理が必要な個人情報までも守り、仮に社外に流出しても漏洩を
防ぐことが可能です。

デジタルアーツ株式会社

メール誤送信防止サービス
「m-FILTER@TIC クラウド」

「m-FILTER@TICクラウド」はメール誤送信と発覚した時に対処する機能（メール一時保留機
能）、誤送信メールを防止する機能（上長承認機能）、情報流出を防止する機能（添付ファイ
ル自動暗号化）を備えております。 office365、GoogleApps 等クラウド型のメールサーバも
対応しております。
「JoruriGW@TICクラウド」は地方公共団体での導入実績が豊富なカスタマイズ製品です。企
業や団体様でも使い易い製品をクラウド型で提供します。

株式会社鳥取県情報センター

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

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

ファイル転送・共有サービス「Smooth File」

機密性の高いファイルや、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
ザー数無制限のサービスです。

株式会社プロット

働き方改革の勧め

働き方の変更を考えるとき、いつでもどこでも安心して、現在の環境をどこでも利用できる必
要があると思います。マカフィーは、安心してどこでも利用できる環境をご提案させていただ
きます。

マカフィー株式会社

IT 機器のフリーズ対策に【リブーター】

ルーターや、IP カメラ、AP、PC/ サーバー、サイネージ用 STB 等々、IT 機器のフリーズでお
困りではありませんか？ 離れた場所や、人が簡単には立ち入れない場所でも、リブーターが
あれば遠隔電源制御や自動リブートが実現します！ システムを、より便利に堅牢に。 明京電
機のリブーターです。

明京電機株式会社

ネットワークエンジニアの為の働き方改革！

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。

株式会社アリス

HA 構成ならオムロン！
ネットワークカードでのソリューションのご紹介！

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！ サーバ +ストレージ
構成 /vSAN 構成ともにシャットダウン・起動まで可能です。 さらに、オムロンは電源管理サー
バが必要ありません！ また、その他のシーンで活躍する新商品も展示しております。

オムロン株式会社

クラウド管理型ソリューション

次世代コラボレーションツールである「WebEX Teams」。フルスタックで導入できるクラウド
管理型ネットワーク機器「Meraki」。Cisco が提供するクラウド管理型ソリューションをご紹介
いたします。

シスコシステムズ合同会社

プラットフォーム

展示タイトル

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

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

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

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。

デル株式会社 &EMC ジャパン株式会社

HPE が解決！?

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・ポイントをはじめ、情報シ
ステムの働き方を変える「Nimble」ストレージを展示します。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

NetApp が提供するデータストレージシステム

データベースをはじめとした企業システムの性能を最適化するアプローチは一般的になって
きました。 では、ハイブリッドクラウド時代を見据えた際にデータベース管者・ストレージ
管理者がとるべき次の一手は何でしょうか？ SAN とNAS の共有 / 統合環境で、充実のデー
タ管理と容易なクラウド接続を提供できるように設計された NetApp の FAS/AFF シリーズを
ご紹介します。

ネットアップ株式会社

世界一簡単なキッティングとシステム保護

新しい PC 入替に使用可能な高速、安価で 1クリックで処理を簡潔する「Deploy USB」とサー
バ関連の完全バックアップ。統合管理コンソールもリリースしました。

株式会社ネットジャパン

高信頼性、日本品質。
ネットワークスイッチのご紹介

高信頼性かつ、日本品質のネットワークスイッチをご紹介いたします。

パナソニック ES ネットワークス株式会社

ビジネス変革を促進

「TurboNAS」
「WEB 会議用タッチディスプレイ」
「データ完全消去ソフト」
BCP をサポートする電源ソリューション
「Ansible」による IT 運用管理自動化のご紹介

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」
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。
「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。

QNAP / Newline/Blancco
（株式会社フォースメディア）
富士電機株式会社
レッドハット株式会社

映像・コンテンツ

NAS 運用でのランサムウェア対策／
簡単にはじめられるデジタルサイネージ

NAS ＋外付け HDD ＋クラウドサービス運用でデータを守るバックアップとランサムウェア対
策のご提案。 医療関係や飲食店向けなど各種無料テンプレートでコンテンツも簡単に作成
が出き、簡単にデジタルサイネージがはじめられる！小型 PC を活用したデジタルサイネージ
のご紹介。

株式会社アイ・オー・データ機器

EIZO で実現する簡単＆効率化ソリューション

■ 店舗に、工場に ! IP モニターソリューションは簡単に監視システムを構築できます。
■ ワイヤレス接続で、スマートミーティングを実現します。
■ タッチモニターでペーパーレス化を後押しします。

EIZO 株式会社

エプソンの最新インクジェットのご紹介

エプソンのビジネスインクジェットプリンター、液晶プロジェクターなど最新モデルをご紹介い
たします。

エプソン販売株式会社

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
ムもご紹介いたします。

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」

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。

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 PHILIPS 液晶ディスプレイ。 PC への電源供給が可能になる
USB3.1typeC 搭載モニター及び 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）

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。

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。 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

最新映像機器及び配信システム

最新映像機器及び事業者内食堂向けサイネージシステムを展示いたします。

MEDIAEDGE 株式会社

あなたのビジネスをスマートに演出します！

リコーの ITソリューションや機器を組み合わせた先進的なイベントソリューションをご紹介いた
します。 大規模なコンベンションや企業セミナー、周年行事などの企業向けのイベントから、
アミューズメント、商業施設向けの集客イベント、スポーツイベントまで、さまざまなシーンで
あなたのビジネスをよりスマートに展開させるサポートをいたします。 リコーがご提供する最
新のイベントソリューションをぜひご体感ください。

リコージャパン株式会社

Wi-Fi や監視カメラ、デジタルサイネージについて、機器のみのご提供ではなく、設置・工事・
運用を含めたトータルソリューション提案をいたします。また、エレコムグループとして IoT 向
けの産業用 PC、各種現場向けの堅牢型 Windows タブレット、製造業様向けの Windows 7 延
命提案をいたします。今までのエレコムのイメージに無い展示をいたします。大きく変わって
いくエレコムグループの展示を是非ご覧ください！

エレコム株式会社

「BRAVIA」、「VAIO」、デジタルペーパー、
ビデオ会議、ネットワークカメラなど
最新機種をご紹介

業種別ソリューション

Wi-Fi・カメラ・サイネージのトータル提案
産業向け PC、堅牢型タブレットのご紹介

展示タイトル

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展概要

出展社名

ビジネスの現場で生きる、5 年間無償保証の OKI の LEDプリンター・複合機。実は、一般オ
フィス以外にも様々な業種で活躍中です。業種別の導入事例を中心に、OKI ならではのご提
案ポイントをご紹介します。また今回は、新たに商品ラインアップに加わった、広幅 LED 複合
機・プリンターの「Teriostar」シリーズも出展します。あらゆるCAD 図面印刷需要に応える
「Teriostar」の、他社には無い特長を是非実機にてご確認ください。OKI データブースでお待
ちしております！

ビジネスの現場を支える
OKI の LED プリンター / 複合機

株式会社沖データ

タッチディスプレイソリューション ＆
ロボット開発アプリ

タッチディスプレイを利用することで、より早く直感的に情報を伝達することができるアプリケー
ションをご案内します。もちろんアプリは色々な業種・業態で利用ができます。 ロボホンは、
開発ツールがあり、それを利用しアプリの開発ができユーザー業務に合わせたシステムの提
供が可能になります。

シャープマーケティングジャパン株式会社

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 / 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

株式会社バッファロー

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

国産 3 年保証セルスター製ドライブレコーダー

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
源等があり幅広い業界で採用されております。

株式会社来夢

教

DIS ×教育 ICT
主体的・対話的で深い学びの実現

育

2020 年から施行される小学校での新学習指導要領も今年度から移行措置期間に入っており
ます。本ブースでは新学習指導要領のポイントとなる英語とプログラミング、さらに今後の進
化するICT 社会に対応するための有用性を持たせた整備のご提案をいたします。

ダイワボウ情報システム株式会社
（文教ソリューション）

Windows 7 ・ Windows Server 2008 の OS サポート終了期限は、2020 年 1 月 14 日（米国時間）
です。まだ先の話と思われがちですが、確実な移行のための準備期間を考えると、今から対
策を検討していく必要があります。本ブースでは、サポート終了・移行対策についてご紹介い
たします。

ダイワボウ情報システム株式会社

OS サポート終了対策

Windows EOS 対策 ご相談ブース

ご来場の際は名刺を

会場

2 枚お持ちください。

米子コンベンションセンター
受付・展示会場 ：1階
セミナー会場

交通

P
P

▶ JR

：1階

P

多目的ホール

多目的ホール セミナー会場
ビッグシップ
前駐車場

▶ 米子空港から車で約 25 分

米子中 IC から車で約 5 分
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米子市
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出入口

▶ 駐車場完備（700 台収容可能）

JR 米子駅

P

イオン
米子駅前店

米子駅から徒歩 5 分

▶ 山陰自動車道

米子ワシントン
ホテルプラザ

新加茂川

ホテル
ハーベストイン
米子

BIG SHIP

米子コンベンションセンター
P

至米子中IC

お申し込みサイト ▶

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev12/ict_expo2018_sanin.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

EXPO 2018 in 山陰」からお申し込みください。

本展示会のお問い合わせ先

鳥取支店 TEL 0857-37-1230 松江支店 TEL 0852-27-1621

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。

当社よりご案内いたします

山陰道

