
マルウェアやウイルス、ランサムウェア等の脅威に対してセキュリ
ティ製品も複雑化しております。展示とあわせてセミナーも実施い
たしますので、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。

最新のセキュリティ
ソリューションをご紹介

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
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
ションをご紹介します。

様々な視点から
「働き方改革」にアプローチ

クレジットカードサイズのPCやエッジコンピューティングを支える小
型デバイスなどを展示します。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しい技術を体験していただけます。

次世代テクノロジー
（ I oT、A I）

DX（デジタルトランスフォーメーション）やIoT技術を積極的に活用
している皆様をお迎えし、その活動事例や先進的なビジネスモデ
ルをご紹介いただくパネルディスカッションを開催します。業務変
革における勘所を探る絶好の機会です。

IoTやDXを活用した
地域の課題解決が見えてくる

※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。

セミナー情報は次ページをご覧ください。

in 瀬戸内in 瀬戸内
20182018

2018.

1.26 ㈮
9:30 ▶ 17:30

NTTクレドホール
〒730-0011 広島市中区基町6番78号
NTT基町クレドビル（パーセラ 11階）

会 場
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最新のセキュリティ、モバイル・クラウド、教育などをテーマに、商談に役立つ幅広い商材を79社、95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、IoTやAI、顔認証といった次世代テクノロジー製品、
さらには教育現場のICT化を支え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。

https://www.pacela.jp/access


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 2018 in 瀬戸内」からお申し込みください。

本展示会のお問い合わせ先

広島第 1支店 TEL 082-511-7735 山口支店 TEL 083-974-5060
広島第2支店 TEL 082-511-7736 高松支店 TEL 087-8 1 1 -0232
岡山支店 TEL 086-235-1710 松山支店 TEL 089-947-6379 

会 場 総合受付・展示・セミナー

NTTクレドホール
〒730-0011 広島市中区基町6番78号
NTT基町クレドビル（パーセラ 11 階）

パネルディスカッション

リーガロイヤル広島  3階 音戸の間
〒730-0011 広島市中区基町6番78号
（NTT基町クレドビル隣接・2階と6階に連絡通路があります） 

交 通 ▶　市内電車 紙屋町電停より徒歩 1分
▶　広島バスセンター直結
▶　アストラムライン 県庁前駅直結
▶　駐車場完備（約530台収容可能・220円 /30分）
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NTTクレドホール

ご来場の際は名刺を2枚お持ちください。

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。

※受付開始は 15分前からとなります。

講　　師 内　　容

①
特別対談

NTTクレドホール ラウンジ

11:00～ 12:00
（60分）定員 60名

四宮  靖隆  氏
株式会社ジョイゾー 代表取締役
（サイボウズ社公認 kintoneエバンジェリスト）

横井  太輔氏
株式会社 L is B 代表取締役社長

働き方改革待ったなし !  実践編 !
2018年はいよいよ働き方改革を実行に移す年です。従来30分かかってい
た業務を3分で終わらせる。クラウドサービスとチャットボットを使って驚く
ほど生産性が上がる｢kintone｣と｢direct｣による業務改革事例をご紹介。
kintoneアプリ開発のトップベンダー、ジョイゾー 四宮氏とチャットボットに
よる業務改革を2014年から提唱しているL is B 横井氏で実践編をお送りし
ます。

②
パネルディスカッション
リーガロイヤル広島 音戸の間

13:00～ 14:30
（90分）定員 130名

パネリスト

桑原  義幸氏（広島県 総務局 情報戦略総括監）

前  紅三子氏（株式会社タウンクリエーション 代表取締役）

渡辺  　豊氏（ルーチェサーチ株式会社 代表取締役社長）

江崎  泰史氏（シグマ株式会社 LISカンパニー 最高執行責任者）

モデレータ

西脇  資哲氏
（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）

DX・IoTで社会・産業を変える新たなビジネスの展開
第4次産業革命における新しいビジネスとは？
DX・IoTに積極的に取組み、地域発信型でビジネス展開されている地域企
業の方々と、広島県の情報司令塔としてテクノロジーの活用によるヒロシ
マの魅力を更に追求している広島県情報戦略総括監の桑原氏をパネラーに
お迎えし、先進テクノロジーやビジネスモデルに精通したマイクロソフトエ
バンジェリスト 西脇氏に活発なディスカッションへ導いていただきます。
（このパネルディスカッションのみ、リーガロイヤルホテル広島での開催となります。）

③
特別講演

NTTクレドホール ラウンジ

15:00～ 16:00
（60分）定員 60名

築瀬  猛  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
ビジネスディベロップメントマネージャ

導入フェーズを迎えた IoT市場！
新しい価値を生み出すIoTプラットフォームとは？
各産業分野で導入・検討が動き出している IoTテクノロジー。
Ciscoが今秋日本市場に向けて発表した�つなぐ�IoTプラットフォーム「Cisco 

Kinetic」を含む同社の IoT戦略及び、スマートファクトリーなど具体的な導
入事例をご紹介します。（内容は調整中のため変更される場合があります。）

④
特別講演

NTTクレドホール ラウンジ

16:30～ 17:30
（60分）定員 60名

阪上  吉宏  氏
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
Google for Education

次世代の教育現場に最適なGoogleのソリューション
先生と生徒のための Google クラウドサービス 「G Suite for Education」(無
償 ) や学校向けの端末 「Chromebook」 を利用してどのように学校が生まれ
変わるのか。Google が考える 21 世紀型スキルや国内外の成功事例をもと
にご紹介いたします。

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev12/ict_expo2018_setouchi.html

https://www.pacela.jp/access
https://www.pacela.jp/access
www.pc-daiwabo.co.jp/office/cugoku.html#pref_okayama
http://www.pc-daiwabo.co.jp/office/chugoku.html#pref_yamaguchi
http://www.pc-daiwabo.co.jp/office/shikoku.html#pref_kagawa
http://www.pc-daiwabo.co.jp/privacy.html
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev12/ict_expo2018_setouchi.html
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev12/ict_expo2018_setouchi.html


次世代テクノロジー

人工知能画像検索サーバー 「VS-AI」 録画データの中から、キーワードによる検索ができるサーバー「VS-AI」 従来の録画検索にか
かる時間を圧倒的に短くします。 株式会社R.O.D

ネットワークカメラが創るIoT時代の
映像セキュリティソリューション

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を活用した、敷地
周辺の監視と入退室管理を統合した映像セキュリティ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

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

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

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 多くの事例を交えながらご提案致します。 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モジュール等

株式会社インタフェース

ビジネスチャットで促進する本当の
「働き方改革」

人口減少社会を向かえるにあたり、働き方の変革が迫られています。これまでのように時間
をかけて成果を上げるのではなく、限られた時間で同等かそれ以上の成果を上げなくてはな
りません。「働き方改革」とは時間の改革です。「direct」と「チャットボット」を使うことでどのよ
うな課題を解決できたのか、その結果でどのような効果が得られるのか、様々な企業の成功
事例を基に「働き方改革」の本質を紹介します。

株式会社L is B

BLEビーコンを利用したIoTソリューション ・ センサーBLEビーコンを利用した人・物・環境の管理ソリューションをご紹介
・ 業務用Android端末・APのご紹介 オカベマーキングシステム株式会社

スモールオフィス向け鍵管理システム
 「カギカン」

カギカンはスマートロック「Qrio Smart Lock」を使ったスモールオフィス向けの合カギ管理シ
ステムです。工事不要、初期費用ゼロで導入でき、PC上で鍵を一括管理できるのが特徴です。
カギカンは、時間制限付きの合鍵の発行、遠隔操作を実現することにより、物理的な鍵の受
け渡しをなくし、オフィスの鍵に関わる問題を解決するソリューションとなることを目指して
おります。

Qrio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・クラウトサービスを提供し、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

ビーコンとスマートフォンで所在地を見える化
「BeacappHere」は、ビーコンとスマートフォンを使ってオリジナルのマップ上で所在地を確認できる
クラウドサービスです。低コスト・短期間で導入可能で所在地を見える化することで業務の効率化に
貢献しています。

株式会社ジェナ

モバイルエッジコンピューティング&
スマートグラス

エッジコンピューティング。それは、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。そこで求められるのは、現場での業務効率化や生産
性向上を実現すること。東芝クライアントソリューションが提供するMobile Edge Computing 
Device （MECD）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。

東芝クライアントソリューション株式会社

革新的な「顔認証ソリューション」と、
最新のAIアンチウィルスのご紹介

NECの顔認証システム導入セットを用いた各種ソリューションのご紹介と、AIによるディープ
ラーニングによるアンチウィルス製品でのマルウェア対策のご紹介。 NEC（日本電気株式会社）

富士通が取り組むICTを活用した働き方改革

長時間残業抑止ソリューション「IDリンク・マネージャー」は、従業員の残業抑止を可能とす
るだけでなく、時間に対する意識を高め業務効率の改善を促進する効果も期待できます。 
今、不必要な残業を抑止することは「コストダウン」だけでなく、「コンプライアンスの徹底」、
「ワークライフバランスの最適化」など、企業のあり方を変えるきっかけとなります。

株式会社富士通パーソナルズ

標的型攻撃対策「Cyber Cleaner」と工場・装置の
稼動監視IoTソリューションのご紹介

既存環境の設定変更不要で簡単導入！ネットワーク内のLANを繋ぎかえるだけで入口出口対策がで
きるセキュリテイ製品「Cyber Cleaner」と、IoT活用検討から運用までワンストップでご提供する当社
IoTソリューションをご紹介します。

安川情報システム株式会社

モバイル・クラウド

これだけは知っておきたい! 
「Adobe Creative Cloud 」

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

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。

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

コミュニケーションをもっと便利にもっと身近に

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。

ジャパンメディアシステム株式会社

※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
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ジュニパーSD-WANで
クラウド向けネットワーク最適化

ジュニパーは世界第2位のNW機器ベンダーです。大規模通信事業者で得た技術を元に開発
した中規模、小規模向けFW/UTM製品の「SRX300」シリーズを展示します。世界初のLTE対
応、外部からの脅威防御、社内外の不正な通信、未許可のクラウドアプリ検知、可視化、通信
帯域制御、端末隔離を実現します。

ジュニパーネットワークス株式会社

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 1020」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

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からChromeデバイス、MRセットを展示並びにご提案させて頂きます。 活用事例
等も併せてご案内させて頂きますので是非Acerブースにお立ち寄り下さいませ。 日本エイサー株式会社

「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

「Surface Family」 で実現する
働き方改革の提案

「Surface Studio」、「Surface Pro」など Surface Family 製品を展示いたします。働き方改革の
カギとなるクラウドソリューションに最適化された 「Surface」 をぜひご体験ください。 日本マイクロソフト株式会社（Surface）

Office365をより便利により安全に、
導入実績3万社のアドオンツール

部署毎の階層化表示を実現するアドレス帳・カレンダー、既読管理可能な掲示板/回覧板、
電子申請のワークフローや端末制御のSSO、安否確認など10種以上のラインナップで、
Office365のグループウェア機能を格段に使いやすく便利にするアドオンをご紹介します。

株式会社ネクストセット

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」で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

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

昨年25周年を迎えた「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

業務改善ツール及びソリューション

「X-point」は、様々な業種、職種で広く利用されている国内シェアNo.1ワークフローです。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。
 「アイワークス」は、BitOne社が提供するデジタル改善分析システムです。 企業における
様々な作業を動画保存し、分析することで技能伝承や教育訓練、作業改善などを行うこと
ができ生産性の向上や品質向上・コスト削減に繋げることができます。

ディーアイエスソリューション株式会社

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））

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。 企業の方がも
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）

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）

セキュリティ

Arcserveからメールアーカイビング
ソリューションをリリース

コンプライアンス・監査に必要なメールアーカイビング。 検索スピードや簡単な管理で選ぶ
なら バックアップで実績のある「Arcserve UDP Archiving」をご検討ください。 arcserve Japan合同会社

ネットワークカメラが創るIoT時代の
映像セキュリティソリューション

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を活用した、敷地
周辺の監視と入退室管理を統合した映像セキュリティ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

人工知能画像検索サーバー 「VS-AI」 録画データの中から、キーワードによる検索ができるサーバー「VS-AI」 従来の録画検索にか
かる時間を圧倒的に短くします。 株式会社R.O.D

デジタルサイネージ、ランサムウェア対策 デジタルサイネージ:小型のスティックPCを用いた簡易サイネージをご提案いたします。 ラン
サムウェア対策:NASで出来るランサムウェア対策をご提案いたします。 株式会社アイ・オー・データ機器

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

サーバアクセスログ管理 「ALog ConVerter」

サーバからログを取得し、『いつ、誰が、どのファイルに、何をした』が一目でわかる形式に分
析変換します。シンプルなGUIでログの検索やレポート、アラートの設定も可能。専門知識が
なくともファイルやDBの操作内容を把握していただけます。また、エージェントレスでファイ
ルサーバを監視するので、導入・運用の手間も少なくなっております。

株式会社網屋

『情報漏洩対策』と『リモートサポート』
「iKAZUCHI（雷）」登録製品の「MaLionCloud」。情報漏洩対策からソフトウェア資産管理
（SAM）まで、クライアントPCの運用管理を支援するクラウドサービス。 定番のリモートコン
トロールソフトの「LAPLINK 14」。

株式会社インターコム
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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

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、13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

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。MS社製品は勿論、Adobe社、Oracle社等3rdパーティ製品の脆
弱性をも把握し修正します。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

スモールオフィス向け鍵管理システム
 「カギカン」

カギカンはスマートロック「Qrio Smart Lock」を使ったスモールオフィス向けの合カギ管理シス
テムです。工事不要、初期費用ゼロで導入でき、PC上で鍵を一括管理できるのが特徴です。カギ
カンは、時間制限付きの合鍵の発行、遠隔操作を実現することにより、物理的な鍵の受け渡し
をなくし、オフィスの鍵に関わる問題を解決するソリューションとなることを目指しております。

Qrio株式会社

「ESET」で始めるクラウドでの
クライアント管理のススメ

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　・多層防御ではセキュリティ対策
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」

クライアント運用管理ソフトウェア 「SKYSEA Client View」は、リスクの発見とIT運用管理を
支援します。 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。

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

モバイル活用のテレワークと無線LAN
セキュリティ、教育現場の最新セキュリティ対策

政府の掲げる「働き方改革」に伴い、各企業で具体的に検討され始めたテレワーク。安全・快
適なテレワーク環境をマルチデバイスで実現する「リモートアクセス」ソリューションおよび社
内ネットワークで利用が進む「無線LANのセキュリティ」対策をご紹介します。 また、「教育情
報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に対応した教育現場における具体的なセキュ
リティ対策もご紹介します。

株式会社ソリトンシステムズ

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

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。

デジタルアーツ株式会社

『働き方改革』の課題も解決!　指紋や顔、
OTPなどが選べる多要素認証システム
 「EVE MA」

各監督官庁も注目している二要素認証・多要素認証に対応した「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。「働き方改革」導入時の最大の課題「労働時間の適正な把握」も顔認証の常時監
視機能で可能。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
を実現など、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

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

ファイル無害化・ファイル転送システム
 「Smooth File」

ファイル内のマクロやスクリプト等のリスク要因を排除してセキュアに!Smooth File ネット
ワーク分離モデルなら分離されたネットワーク間のファイル受け渡しを安全に行うことが可
能になります!自治体、医療機関、教育機関に多くの実績がございます。

株式会社プロット

マカフィーの提案するランサムウェア対策 いま猛威を奮っているランサムウェアが今までのマルウェアと異なるのは実行すると業務を即
座に止めてしまう点です。 マカフィーは暗号化を未然に防ぐソリューションをご提案します。 マカフィー株式会社

映像監視や建屋間の通信に最適!

【アピールポイント】 ・遠く離れた場所との無線LAN通信を実現することができます。 ・無線
バックホール方式でアクセスポイント同士を無線で接続 　従来必要とされていたアクセス
ポイント毎のLAN配線接続が不要になり、柔軟且つ迅速な構築・拡張が可能に! ・アクセスポ
イント同士の通信距離は約1kmまで可能 　アンテナの種類を変えれば約30m?1kmとレンジ
が広く対応できます! ・多段ホップ&高速接続! 　最大20台アクセスポイント同士を繋げて通
信を行ってもスループットの低下が少ない高速通信を実現!

菱洋エレクトロ株式会社
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プラットフォーム

え！こんなところに無線が？ 
11ac 867M対応情報コンセント型
無線LANアクセスポイント

■ ルータ機能搭載 ■ 有線/無線ともに利用でき、利便性と意匠性を同時に実現。 ■ 情報コ
ンセント（JIS規格）埋め込み式さらにフラットで目立ちません！ ■ PoE受電、100V(VVF直結）
のラインアップでお客様ニーズにあった機器のご提案が可能 ■ 電波出力の出力を調整する
ことで無駄な干渉を軽減 ■ 11ac　867Mbps対応モデル

FXC株式会社

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

Hyper-V/VMware（vSAN）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。 また、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。

オムロン株式会社

「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

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

ワークスタイル変革を実現、
No1 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

新時代のコンピュートエクスペリエンス

最新世代の 「HPE ProLiant Gen10」 サーバーをはじめ、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」 を展示します。また、今後の最注力ストレージ 「Nimble 
Storage」 についても展示します。 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

データベースの性能向上とクラウド活用を
両立するネットアップのフラッシュ技術

オールフラッシュストレージを利用し、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理者・ストレージ管理者がとるべき次の一手は何でしょうか?All Flash で
データベースを稼働させるメリットの基本的なおさらいからはじめ、ネットアップが考えるハ
イブリッドクラウド時代のアーキテクチャについてご紹介致します。

ネットアップ株式会社

フル10GスイッチシェアNo.1

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

高信頼性
日本品質ネットワークスイッチのご紹介

文教市場に特化した低価格・高信頼性のL3スイッチ、雷対策PoEスイッチ、無線アクセスポ
イント「WINDIO」をご紹介します。安心の日本品質をご提供します。 パナソニックESネットワークス株式会社

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。 富士電機株式会社

レッドハットの最新情報をお伝えします

Fortune Global 500に選ばれる企業の90%以上に採用される、Red Hatの製品やソリュー
ションをご紹介します。
●「Extended Update Support for Servers」RHELを利用しているユーザー全てが対象とな
り、マイナーバージョンの延長サポート製品(アドオン製品)となります。特定のマイナーバー
ジョンでしかご利用になられないお客様向けの製品です。
●「Red Hat Insights」 RHELを利用しているユーザー全てが対象となり、セキュリティ強化に
あわせてお問合わせを受けるケースが多いです。

レッドハット株式会社

映像・コンテンツ

文教・医療・監視分野に対応する
モニター・映像伝送機器

エーディテクノは文教・医療・セキュリティシステムでご利用いただける、モニターや映像伝
送機器をご紹介いたします。 7型～31.5型液晶モニター(SDI入出力搭載/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・延長器/プラス
チック光ファイバ長尺HDMI/DVI/DisplayPortケーブル。

株式会社エーディテクノ

EIZOモニターでオフィス・生産現場の業務改善
デザインと省スペース性を兼ね備えたワークスタイルを革新させるモニターやお手つき防
止機能搭載のタッチパネルモニター、IPカメラと簡単接続・操作を実現したセキュリティモニ
ターをご紹介します。

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

中型タッチディスプレイと
「ロボホン」タブレット連携

ミーティングの効率アップ・ペーパーレス化に向けて、小グループのミーティングや情報共
有に最適なサイズで、ダイレクトに反応する静電容量方式タッチパネル採用した少スペース
に設置可能なミドルサイズタッチディスプレイ40型「BIGPAD」と、企業や観光施設の受付や
ショールーム、商業施設等で、かわいい「ロボホン」がタブレットと連携して受付や商品説明
を行い接客のお手伝いをするロボホンタブレット連携ソリューションをご紹介いたします。

シャープマーケティングジャパン株式会社
ビジネスソリューション社

「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

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
もご紹介致します。

ソニーマーケティング株式会社



タッチパネル専門のタッチパネル・システムズは
あらゆるタッチニーズにお応えします!

スマートフォン、タブレットの普及によりタッチパネルの裾野は確実に広がっております。 弊社
ではこれまでハード(タッチパネル付モニター)のみの出展が中心でしたが、最近はSier様、周
辺機器メーカー様とのコラボレーションを進めており、より使い方をイメージしていただける
ように取り組んでいます。 
弊社の強みは、(1)豊富なタッチ方式、サイズラインナップでお客様に最適な製品をご提案でき
ます。 (2)業務用のため、安定供給ができます。 (3)タッチパネル、コントローラは自社開発・生
産ですので、タッチパネルに対するきめ細かいサポートができます。 (4)ワールドワイドで展開
していますので、海外安全規格にも対応しています。
既にタッチモニターをお使いのお客様だけでなく、「タッチパネルを使ってみたいけど、イメー
ジが沸かない」、「タッチパネルを使って業務効率を上げたい」、「タッチパネルを使った新しい
ビジネスを創出したい」といったお客様に弊社ブースにご来場頂き、ご紹介をさせてください!

タッチパネル・システムズ株式会社

ケーブル・コネクター・ソフトウェアも不要な
ワイヤレスプレゼンテーションシステム

USB型のボタンを接続して押すだけで、簡単に画面共有。 ソフトウェア要らずで、来客の方で
も簡単にご利用頂けます。 PCだけではなく、スマートフォンやタブレット（iOS/Android）から
もそのままワイヤレス接続で資料共有が出来ます。

バルコ株式会社

PHILIPS最新液晶ディスプレイ
PCへの電源供給が可能になるUSB3.1typeC搭載モニター及び4K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3年で日本国内シェア（モニター単体販
売）が2016年実績で第2位となりました。充実したラインアップと安心の5年保証。

PHILIPS

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

業種別ソリューション

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

過酷な現場のニーズに応える業務用タブレット
「耐衝撃・防滴・防塵・耐寒性」

製品の特徴 10.1インチワイドモデル、静電容量方式（手袋モードも選択できます）、基本納期
は約2週間となります。 CPUは、Core i5もお選び頂くことが可能です。 OSはWindows7Embか
Windows10LTSBが選択可能です。 ※LTSBモデルを選択いただければ、最長10年間は同じイ
メージを利用可能です。Windowsアップデートによるソフトウェア再検証などが不要です。 バッ
テリーはホットスワップで交換が可能です。 ※予備電池をタブレットに内蔵しております。

エレコム株式会社

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

・ 業種ごとに最適な無線機器をご紹介
・ 多台数の無線APを集中管理できる「WLS-ADT」のデモンストレーション
・ 10GbE標準搭載「TeraStation」を利用した、高速バックアップのデモストレーション

株式会社バッファロー

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

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』

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

工場のIoT化をお手伝い!
「OpenBlocks IDM」アプライアンス

「OpenBlocks IDM」アプライアンスは、 工業計器・制御機器・環境計測/分析機器・ポンプ・バ
ルブ・ 油空圧機器・産業機器などの工場機器から発生する様々な IoTデータを管理可能に
する装置（IoT Data Management:IDM）です。

ぷらっとホーム株式会社

さまざまな業種、さまざまな場面・場所で
『新たな働き方』を実現する
オフィスソリューションをご紹介します。

ICTを活用した新しい働き方への変革により、生産性の向上を図ります！ 急激なビジネス環
境の変化に対応し、生産性を向上するために、継続的なイノベーションが求められています。
それらを実現するためには今までの考え方や働き方を見直す『ワークスタイル変革』に取り
組むことが必要です。 広島県働き方改革実践認定企業として、タブレット端末やクラウド環境
の活用など、日々進化するICT環境に対応した新しい働き方への変革をリコージャパン広島
支社がご提案します。

リコージャパン株式会社

DISグループが提供するサービス 「Airwatch」デモ、「Appleschool」マネージャーデモ、延長保証サービス、キッティングサービス
などをご紹介します。

ディーアイエスサービス&サポート
株式会社

教育

MT-planning. Products
「Tablet*Cartシリーズ」／「USB-haco10」

「Tablet*Cartシリーズ」はタブレット/ノートPCを充電しながら保管ができる充電保管庫。
iPad/Androidデバイスを充電しながらデータの同期ができるUSBハブ「USB-haco10」とあわ
せてご利用頂くことで、タブレットの管理をスマートに行えます。充電タイマーや150mm大型
キャスター、温度センサー、ダイヤルロック錠、ICカードリーダー錠など豊富なオプションもご
用意しています。

エム・ティ・プランニング株式会社

音に関するヤマハの提案
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
シーを保護します。

ヤマハ株式会社

さまざまな業種、さまざまな場面・場所で
『新たな働き方』を実現する
オフィスソリューションをご紹介します

ICTを活用した新しい働き方への変革により、生産性の向上を図ります！ 急激なビジネス環
境の変化に対応し、生産性を向上するために、継続的なイノベーションが求められています。
それらを実現するためには今までの考え方や働き方を見直す『ワークスタイル変革』に取り
組むことが必要です。 広島県働き方改革実践認定企業として、タブレット端末やクラウド環境
の活用など、日々進化するICT環境に対応した新しい働き方への変革をリコージャパン広島
支社がご提案します。

リコージャパン株式会社

『主体的・対話的で深い学び』を実現する
普通教室型教育ソリューション

ますます加速化する教育ICTにおいて、教育行政・教育現場で抱えられている様々な課題に
対して、段階的な整備を見据えた有用性のある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）

展示タイトル 出展概要 出展社名

※出展社、出展内容は変更される場合があります。


