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会  場

DIS × IoT「未来へ繋ぐ九州共創」のテーマに、商談に役立つ幅広い商材を74社、86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、ロボティッ
クス、ドローンまで。また最新の IoTから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。

IoT関連は、インテル社とゲストスピーカーによるセミナーを実施。
展示ブースでは、IoTビジネスの商材として各社のデバイスをご紹介
いたします。クラウド製品からスマートデバイスまで幅広いをご紹
介いたします。

IoTとクラウド

次世代テクノロジーとしてVRを展示。ヘッドマウントディスプレ
イ製品や高速ヘッドトラッキングを利用した製品をご紹介します。
ぜひご来場頂きご体感ください。

次世代テクノロジーによる
ビジネス創出

生体認証、情報漏洩対策、免震装置まで、幅広いセキュリティ製
品を展示いたします。また、セキュリティ製品の関連製品も合わ
せてご紹介いたします。

新時代の情報セキュリティ

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」向け商材や従来の授業を活かしながらデジタルを使って学校の
授業をより良くするためアプリケーション等、学校でICT活用をさ
れる際のお勧めプロダクトをご紹介します。

新しい教育のかたち

ICT EXPO 見どころ !

出展メーカー数74社（50音順） 全86ブース
arcserve Japan合同会社／株式会社R.O.D／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／アクロニス・ジャパン株式会社／アドビシステムズ株式会社／株式会社網屋
／株式会社アユート／アライドテレシス株式会社／株式会社インターコム／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／FXC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／株式会社エルザジャパン／エレコム株式会社／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／株式会社コン
テック／サイボウズ株式会社／株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア／シスコシステムズ合同会社／Synology&ELSA／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／シュナイダーエレクトリック株式会社／Sk y株式会社／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／THK株式会社／株式会社
DMM.com／DJI（キヤノンマーケティングジャパン株式会社）／株式会社ディー・ディー・エス／デジタルアーツ株式会社／テックウインド株式会社／デル株式会社・EMCジャパン株式会社／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／日本電気株式会社／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／株式会社ネオジャパン／ネットアップ株式会社／ネットギアジャパン合同会社／株式会社ネットジャパン／株式会社バッファロー／株式会社パトライト／パナソニックESネットワークス株式会社／
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／PHILIPS（MMD Singapore Pte Ltd）／フェニックス・コンタクト株式会社／株式会社フォースメディア／富士ゼロックス九州株式会社／
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／ブラザー販売株式会社／ぷらっとホーム株式会社／株式会社プロット／株式会社マウスコンピューター／マカフィー株式会社／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／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 福岡in 福岡
20172017



https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev13/ict_expo2017_fukuoka.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 福岡」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。福岡第１支店　TEL. 092-433-5621／福岡第２支店　TEL.092-433-5630

■ 市営地下鉄空港線 天神駅 徒歩５分
■ 市営地下鉄七隈線 天神南駅 徒歩１分
■ 西鉄 福岡（天神）駅 徒歩３分
■ 西鉄 天神高速バスターミナル 徒歩３分

■ 地下駐車場完備（240台収納可能）

エルガーラホール
［展示会場］ 8階 大ホール
［セミナー］ 7階 中ホール
 （受付は８階となります）

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ねがいいたします。
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セ ミ ナ ー

講　　師 内　　容

セミナー 1

10:30~11:30
（60分）

井田  晶也氏

インテル株式会社
セールス・チャネル事業本部
執行役員本部長

インテルが考える I o T の世界

IoT時代に入り、多種多様な機器連携の中で新たなビジネスやサービスが創造されていくかは、
非常に大きな関心事です。このセッションでは、このような課題に向けて、インテルが掲げて
いるバーチャス・サイクルという戦略の上、多様化していくIoTの世界にどのように取り組んで
いくかについて、事例の紹介を交えながら紹介をさせて頂きます。

セミナー2

13:00~14:30
（90分）

澤  円氏

日本マイクロソフト株式会社
マイクロソフトテクノロジーセンター
センター長

知らないうちにあなたが加害者に！
～いま出来る、セキュリティ対策とは～

サイバー犯罪は身近にあります。あなたはすぐにでも被害者になるリスクがあるだけではなく、
知らぬ間に加害者になる可能性すらあります。
現在のサイバー攻撃の最新トレンドを知っていただくと同時に、マイクロソフトがどのようにセ
キュリティ対策を行なっているかを、生体認証技術やクラウド活用の事例を交えながらご紹介
いたします。

セミナー3

15:30~16:30
（60分）

谷水  茂樹
ダイワボウ情報システム株式会社
販売推進本部 販売推進2部
副部長

クラウドサービスを活用した IT化促進

シスコシステムズのクラウドサービス、Cisco Meraki、Cisco Sparkは働き方改革、IT化促進
の提案商材としてご活用いただける提案メリットの大きな商材です。構築が容易なためパート
ナーの皆様に新規ビジネスとして取り組みいただく利点があり、ユーザー様にとっても、コス
ト低減と利便性の向上を両立できます。
本セッションでは、Cisco Meraki、Cisco Sparkクラウドだからこそ実現できる、パートナー様
にとってのご提案メリットの各種を、ブースの展示と合わせて、ご提案いたします。

※受付開始は20分前からとなります。

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev13/ict_expo2017_fukuoka.html


次世代テクノロジー

VIVE VR体験
さまざまな業界での活躍に期待

VR（Virtual Reality）技術は、さまざまな業界で活躍が期待できる新たな技術です。このVR技術はPC需要の底上
げとエンターティメント、アーケード型ビジネス、アミューズメントパークビジネスが　画期的に改革されるでしょ
う。また　医療、建築、不動産、観光業界にも活躍できるでしょう。

株式会社アユート

IoTからビジネスPC
当社のブースでは最先端のビジネスPC 及び 働き方改革を進める上でのソリューションを展示いたします。また、
その他に最先端の IoT技術が伴った製品もご紹介いたします。 インテル株式会社

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

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）の他にも、建物の点検・施設巡視、災害現場調査など、様々なシーンで
の活用されています。実機にて活用事例をご説明させていただきます。

DJI
（キヤノンマーケティングジャパン株式会社）

ポケットサイズのデバイスで業務をサポート
～モバイルエッジコンピューティング～

【モバイルエッジコンピューティング】データの蓄積・情報処理をするコンピュータを、クラウドよりも利用者に
近づけることでリアルタイム制を実現。スマートグラスを利用した遠隔操作により、作業効率を向上！
【最新2in1ノートPC】メイン・モバイル・タブレットの3役をこなすコンバーチブルノートPC。新しいワークスタ
イル変革をこの 1台で叶えます。

東芝クライアントソリューション株式会社

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

ワンランク上のバーチャルリアリティを提供する
VRディスプレイ「zSpace」

富士通のVRソリューション（VRディスプレイ「zSpace」）は、他に類のない立体感と高速ヘッドトラッキングで自
然な視界を再現し、直観的な操作を実現するスタイラスによってワンランク上のバーチャルリアリティを提供い
たします。

株式会社富士通パーソナルズ

5分で出来る IoT
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。OpenBlocks IoT 
Familyを活用すると5分で IoTを始めることが可能です。 その他、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

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、ご提供予定のソリューション
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
（ロボットソリューション）

モバイル・クラウド

Adobe Creaitive Cloud Creaitive Cloud および 有償フォトストックサービス AdobeStock のご紹介をメインに展示いたします。 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

HA対応のクラウド連携ストレージ 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。
またDropbox for BusinessやMicrosoft OneDrive for Businessと連携し多様なデータ運用を行うことが可能です。 Synology／ELSA

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5,000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

「今欲しい性能を低価格で」実現する
モバイルデバイスソリューション

数多くの海外メーカー製品の国内代理店として、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」プロダクトを中心に、お客様のニーズにあわせた最新の機器をご提案します。 より多くのお客様のご意
見を取り入れたオリジナルタブレット「CLIDE」シリーズや、話題の「キーボードPC2」などを中心に「よりお客様のニー
ズに合わせた」製品やサービスをご紹介いたします。ぜひブースでお確かめください !

テックウインド株式会社

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

・近年、文教市場を中心に販売台数を増やしているChrome製品を中心に展示しております。 Chromeでは世界シェ
アNo.1のAcerが充実した製品ラインアップ並びに導入事例のご紹介をさせて頂きます。 日本エイサー株式会社

日本HPがご紹介する最新テクノロジー 2017年発売予定の2in1タブレットや、Windows 10 Mobile搭載のHP Elite x3（スマホ+タブレット）、最先端モジュー
ル型PCや世界初ミニワークステーションなど、最新の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

情報共有 /コミュニケーション/共同作業時の業務
課題を、負担掛けずに低コストで解決

日々の情報共有やコミュニケーション、メンバー間の共同作業の問題点。運用・管理の担当者にも、利用者にも
負担なく自然に使え、現場のことを考えたグループウェア「デスクネッツ ネオ」とビジネスチャットシステム「チャッ
トラック」が課題解決します。

株式会社ネオジャパン

モバイル　ソリューションズ

レッツノート史上初の世界最軽量タブレットモバイルXZ6をはじめとする軽量・長時間・頑丈なビジネスモバイル
「レッツノート」、頑丈タブレット「タフパッド」、現場の IT化を可能にする頑丈モバイル「タフブック」を展示します。
モバイル導入には欠かせないクラウド型ファストセキュリティサービス、多彩なソリューションや活用事例などを
ご紹介しながらモバイル導入検討中のお客様の疑問・お困りごとにお応えします。

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

インバウンド対応ソリューションサービス
日本人／外国人観光客の位置に応じて、地元ならではのストーリーや、各種案内情報をプッシュ配信できる地域
発信型のクラウドサービスと、複合機やパソコンから、インターネット通じていつでも利用できるクラウド型翻
訳サービスをご紹介します。

富士ゼロックス九州株式会社

クラウド連携活用提案と
モバイルソリューション提案

【各種クラウドサービスにPCレスで直接スキャン可能なスキャナ】【タブレットと連携し、現場出力可能な超小型・
軽量の真のモバイルプリンタ】【必要情報を目の前に投影するヘッドマウントディスプレイ】など様々な作業効率
アップソリューションをご提案いたします。

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

ワークフロー シェアNo.1 ワークフロー「X-point」の紹介。事例（フォーム）デモにて、運用をイメージを解り易く紹介いたします。 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頂きご案内します。

ダイワボウ情報システム株式会社 
（Appleソリューション）

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）

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
（通信・クラウド）

※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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※出展社、出展内容は変更される場合があります。

セキュリティ

Arcserve最新版 !　ランサムウェア対策や
クラウドバックアップに最適

Arcserve最新版 !ランサムウェア対策やクラウドバックアップに最適 Arcserveシリーズの最新 verはどこが変
わったか? Arcserveをご存知の方も、ご存じでない方もお立ち寄りください。 Arcserve Backup r17.5、Arcserve 
UDPv6.5、UDPアプライアンスの最新 verなどのご紹介いたします。

arcserve Japan合同会社

ネットワークカメラシステム
ネットワークカメラを使って、最も効率的かつ簡単に監視システムを構築できるスタンドアロンNVRをご紹介し
ています。 NVRのパイオニアとして様々なカメラメーカーが接続可能です。今では 100社3000機種以上をサポー
トしています。 これらの中からお客様に安心してご利用いただけるベストなシステムのご提案をさせて頂きます。

株式会社R.O.D

ランサムウェア対策と大型TVを電子黒板化にする
「てれたっち」

ランサムウェアにそなえる為に当社NASを利用してバックアップにてそなえる事が出来ます。 大型TV上部にに「て
れたっち」を設置頂き事で安価で電子黒板としてご利用が可能です。 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いたします。 アクシスコミュニケーションズ株式会社

アクロニスの次世代バックアップソリューション
簡単に導入でき、仮想化、クラウド、Mac、モバイルなどさまざまなプラットフォームに対応し、確実かつ高速
に重要なデータを保護するソリューションを提供するアクロニス。ランサムウェアなどセキュリティリスクから
データを保護する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

Data Access Security全方位のログソリューションへ
重要ファイルを保管するサーバ上からファイルアクセスログを取得します。OSが出力する複雑なイベントログを
分析変換し、「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。エージェントレスでファイルサー
バを監視するので、低コストで効率的なログ管理が実現します。

株式会社網屋

「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」 株式会社インターコム

セキュリティソリューション（FortiGate/YAMAHA） No.1 UTM製品（FortiGate）、No.1 拠点ルーター（YAMAHA）を活用した、最新のセキュリティソリューションをご
紹介します。 SCSK株式会社

プロテクトキャットで実現する実現する標的型攻撃・
ランサムウェア対策

LanScopeCatに搭載している「プロテクトCat Powered by Cylance」を出展します。日々巧妙化するサイバー攻撃
とその対策はいたちごっこで、企業を悩ませる課題の 1つです。シグネチャ型での対策が限界を迎えつつある中、
次世代のセキュリティは人工知能の活用に期待が高まっています。防げない事を前提とした対策ではなく、如何
にしてマルウェア感染を防ぐかを追求した既存のソリューションと全く違うアプローチとその実証結果をご紹介
いたします。

エムオーテックス株式会社

Kaspersky Endpoint Security for Business
アンチウイルスだけでなく、デバイスやアプリ、Webアクセスの制御や脆弱性対策など、ランサムウェア対策に
も有効なカスペルスキーのセキュリティソリューションを、ご紹介いたします。 株式会社カスペルスキー

「ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズ」 
最新ソリューションのご紹介

日経コンピュータ顧客満足度調査において、ウイルス対策製品部門で4年連続 1位を獲得したESET。ヒューリス
ティック技術や各種機能など多層防御で、昨今猛威を振るうランサムウェア等 からシステム環境を守ります。ま
た、クライアント管理プログラムをクラウド上で提供する「クラウドオプション」により、管理サーバーの構築に
関わる手間やコストを意識することなく簡単にクライアント管理が実現できます。 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）」

標的型攻撃やランサムウェア対策にも有効な次世代ファイアウォール /UTM製品「Clavister（クラビスタ）」をご紹
介させていただきます。

クライアント運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」

IT資産管理・ログ管理・デバイス管理など『情報漏洩対策』と『IT運用』に必要な機能を 1つのソフトウェアに搭載
しました。直感的な使いやすさにこだわってソフトウェアを設計しているうえ、お客様の声を取り入れ、毎年定
期的なバージョンアップを実施しております。

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

様々なシーンに合わせた地震対策ソリューション
「THK免震」

免震モジュール TGS型 :東日本大震災クラスの地震を想定した製品で、機器単体からフロア全体まで用途に応
じた免震が可能です。搭載物の大きさ・重量・設置階数等、環境に合わせた免震装置を提供します。 免震テー
ブル TSD型 :低層階に設置する機器用簡易型免震装置です。床に置くだけの簡単設置で重要資産を地震から
守ります。

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、九州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

デジタルアーツの情報漏洩対策ソリューション
SandboxソリューションやSIEMとの連携による未知の脅威への対策が可能な「i-FILTER」、標的型攻撃対策に有
効な「メール無害化」機能を搭載した「m-FILTER」、さらに万が一攻撃が成功し、情報が外部流出した際も対策が
可能な「FinalCode」の3製品についてご紹介します。

デジタルアーツ株式会社

クラウド型セキュリティソリューションのご紹介
クラウド型で提供されるセキュリティ対策製品「Security as a Service」製品ラインナップのご紹介。 Trend Micro 
Security as a Serviceを導入することで、お客さまはリスク軽減・管理性の向上・コストの削減 ・スケーラビリティ
の向上・ロケーションフリーのセキュリティ管理を実現可能です。

トレンドマイクロ株式会社

顔認証システム導入セット・
ビデオマネジメントシステム導入セット

顔認証技術を入退室管理や防犯対策に。施設管理のコスト削減・セキュリティ強化を実現 する「顔認証システム
導入セット」をご紹介します。本製品はサーバ等の構成品に、設定 ・保守サービスをご提供するセットです。 日本電気株式会社

パトライトの IoTソリューションで
生産設備の稼動ロスを簡単診える化 !

「気付き !」を与える、パトライトの可視化ソリューションは、製造業向けの IoT商材や、カメラシステムに新たな
付加価値をお求めのお客様必見の商材です。 製造業向けの新発想 IoTソリューションで設備の稼動状態をワイ
ヤレス収集・診える化するAirGRID WDシリーズの展示。 新発売の情報表示灯（POE給電仕様、最大21色表現）で、
顔認証結果や動体監視の報知をLANケーブルだけで制御できる製品の九州初展示。

株式会社パトライト

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

無害化機能付ファイル交換システム
「Smooth File ネットワーク分離モデル」

「Smooth File」は、異なるネットワーク間でのファイルの受け渡しを行った際、「MIMEタイプチェック」「Officeファ
イル内のマクロスクリプト除去」「PDFファイル内の javascript除去」「画像メタ情報除去」さらに「ZIPファイルの無
害化」などお客様のニーズに合わせた無害化処理を行い、より安全なファイル交換を 1システムで実現します。

株式会社プロット

マカフィーが提唱するDynamic EndPoint
未知の脅威が次々と生まれる今日、検知をするまでに時間がかかると社内のPCが次々と感染してしまう恐れが
あります。マカフィーなら未知の脅威に対しても機械学習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

AMF　ネットワーク統合管理ソリューション

アライドテレシスではネットワーク管理・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）を開発しました。従来方式では個別に
スイッチやルーター等を設定しなければなりませんでしたが、AMFはあらゆるネットワーク機器を一元化、自動
化、簡素化し、アライドテレシス独自のSDNにより高効率ユニファイドマネージメントシステムをご提供します。

アライドテレシス株式会社

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。

え !  こんなところに無線AP?  情報コンセント対応型
高性能無線 LANアクセスポイント

● 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

FXC株式会社

ゲリラ雷雨シーズン到来 !
仮想化を含めたBCP対策のUPS新商材をご紹介

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、落雷シーズンに合わせた、UPSによる停電対策ソリューションをご紹介い
たします。

オムロン株式会社

産業用ネットワーク機器
各種アプリケーションに応じたラインアップの産業用アンマネージドスイッチ、マネージドスイッチ、ファイア
ウォールによるシステムネットワーク保護、VPN機能によるリモートアクセス可能なセキュリティルータ、高信頼
性ワイヤレス I/Oシステム機器など産業用ネットワーク機器。

フエニックス・コンタクト株式会社

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

世界で最も選ばれているUPSブランド APC!!
革命的な消音ラック（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 2017 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

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

最新のインフラテクノロジー 注目を浴びているハイパーコンバージド仮想インフラテクノロジー及び、無線 LAN製品をご紹介いたします。 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。 ネットアップ株式会社

ランサムウェア、災害対策バックアップ
セキュリティシステムだけで補えないランサムウェア、マルウェア対策と災害発生時の企業のシステムの復旧を
いかに簡単に出来るかを提案しています。また導入コスト、運用面でも安価、簡単を追及しています。技術支援
も充実した国内開発のバックアップソリューションです。

株式会社ネットジャパン

業務用周辺機器一覧 防災用WiFiとしても利用可能な新型の業務用無線 LANアクセスポイントや高速バックアップが可能な 10GbE搭
載NAS、安心・安全を安価に提供する簡易監視カメラソリューションのご紹介 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 !

ネットワークストレージの賢い選択は高性能で高信頼のQNAP NASで決まり ! 大容量・高速の要件にも対応が可
能です。ぜひ、フォースメディアブースにお立ち寄りください。 株式会社フォースメディア

富士電機
電源ソリューションで企業システムをサポート

UPSを中心に富士電機の電源ソリューションを紹介します。 ・サーバ /NAS用UPS ・リチウムイオンUPS ・BCP用
非常用コンパクト発電機 富士電機 ITソリューション株式会社

映像・コンテンツ

エプソンのインクジェットテクノロジーで
お客様のプリント環境を改善いたします！

カラープリントを我慢していませんか？ 小売店舗運営や、教育現場、医療現場など、カラープリントが必要なお
客様のご不満をエプソンが解決致します。圧倒的な低ランニングコストを実現する「エコタンク搭載プリンター」
や、ビジネスに求められる耐久性、スピード、機能性、低コストを備えた「ビジネスインクジェットプリンター」など、
エプソンのインクジェットテクノロジーで、お客様のプリント環境改善のご提案をさせて頂きます。

エプソン販売株式会社

プロ向けグラフィックス・ビデオウォール製品の
ご紹介

NVIDIA Quadroシリーズの新製品であるPシリーズの各製品や、Datapath社製ビデオウォールソリューション
「iolite」、ビデオウォールコントローラー「Fx4」シリーズをご紹介します。 株式会社エルザジャパン

ビジネスの現場を支えるOKIの LEDプリンター/
複合機

プリンター、複合機の業種別ソリューションをご紹介いたします。A4機の新商品が加わり、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。モバイル・クラウド連携ソリューションも
ご紹介します。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

BIGPAD（ミドルサイズ）、
ロボホンタブレット連携

少人数でのミーティングに最適なBIGPAD（ミドルサイズ）やタブレットと連携するロボホンをご紹介します。 シャープビジネスソリューション株式会社

ビデオ会議
テレビなど最新機種をご紹介

【ビデオ会議】 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できます。
【ブラビア】 業務用ディスプレイとしても幅広くご提案いただけます。
【ネットワークカメラ】 暗視・逆光に強い !  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までご
用意しております。
【VAIO】 ビジネスに最適なVAIOをご紹介します。特ににモバイルユースに最適 !

ソニーマーケティング株式会社

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）

イマジネーションを、彩り豊かな現実へ。

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

ビジュアルコミュニケーションで変わる
ワークスタイル

リコーはビジュアルコミュニケーション機器を通して、新しい働き方を生み出す環境づくりをサポートします。 リコージャパン株式会社

業種別ソリューション

EIZOのモニターソリューション

EIZO株式会社では製造業・設計業務をされている方に向けてのモニターとタッチパネルソリューションを展示い
たします。製造業・設計業務向けではCAD用の高解像度・コンパクトPCと組み合わされた省スペースモニター
をご用意。タッチパネルでは装置に採用されている傷や摩耗に強いローメンテナンスなモニターを展示いたしま
す。ぜひ足をお運びください。

EIZO株式会社

エレコムグループ
サイネージ、IoT関連製品、ネットワーク

エレコムグループは産業用PC、サイネージ、ネットワークに注力しております。関連会社であるロジテック、
JDS、ハギワラソリューションズは、産業用の高耐久PC、サイネージ端末、ボード、メモリを扱っており、幅広
い用途でご利用頂いております。新たにグループに加わったDXアンテナは同軸線を使ったソリューションでネッ
トワーク利用の幅を広げます。今回は各グループ会社から選りすぐりの製品を展示いたします。

エレコム株式会社

教　育

主体的・対話的に深い学びを支援する
ソフトウェア

新商品「まなバケッツ」は「主体的・対話的で深い学び」を実現するタブレット端末で有効なソフトウェアです。発
売に先駆けデモンストレーション及び操作体験で触れていただくことのできる絶好の機会となっておりますので
ぜひともブースへお越しください。 その他、協働学習・交流学習支援ツールの「コラボノート for School」、学校
専用CMS「ふれあい通信 Team Edition」等も体験いただけます。

株式会社ジェイアール四国
コミュニケーションウェア

繋ぐ音、守る音、創る音 新商品「ボーカロイド教育版」 ヤマハ株式会社

DISが提供するサービス DISグループが提供するサービス&サポートをご紹介します。 キッティング・延長保証サービス ディーアイエスサービス&サポート株式会社

ウルトラワイド超短焦点プロジェクタ「ワイード」/
プログラミング教育パッケージ

学校の教室にある一般的な黒板（W3600mm）いっぱいに映像を投影でき、デジタルスライド機能で投影画面を左・
中央・右へリモコンで操作可能な超短焦点プロジェクタと、2020年小学校におけるプログラミング必修化へ向
けた教育版レゴ マインドストームEV3オリジナルパッケージを実機でご紹介いたします。
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