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かごしま県民交流センター
西棟2階 大ホール
〒892-0816 鹿児島市山下町14-50

会  場

最新のモバイルクラウド、IoT、セキュリティをテーマに、商談に役立つ幅広い商材を63社、70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。

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

クレジットカードサイズのPCや ITを活用したスマートアグリソ
リューションを展示します。また、VRテクノロジーや顔認証を体
感できるデモもご用意します。すぐに当たり前となる新しい技術
を体験していただけます。

次世代テクノロジー
（ I o T、V R）

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

IT業界の動向やトレンドをご紹介するほか、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、有識者から意見
を伺います。

IT業界のこれからや
地域の課題解決が見えてくる

ICT EXPO 見どころ !

出展メーカー数63社（50音順） 全70ブース
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／アドビシステムズ株式会社／アライドテレシス株式会社／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／NEC（日本電気株式会社）／エプソン販売株式会社／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／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／サイボウズ株式会社／サンワサプライ株式会社／
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／シャープマーケティングジャパン株式会社／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／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／株式会社ソリトンシステムズ／THK株式会社／株式会社ディー・ディー・エス／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／株式会社ネットジャパン／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／バルコ株式会社／PHILIPS／株式会社フォースメディア／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／株式会社プリンストン／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／メガソフト株式
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。

in 鹿児島in 鹿児島
20172017
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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 鹿児島」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。

鹿児島支店 TEL 099-227-2071
熊本支店 TEL 096-211-8501
宮﨑支店 TEL 0985-35-8715

▶ 市電 水族館口電停より徒歩4分
▶ JR 鹿児島駅より徒歩10分
▶ 鹿児島空港連絡バス 市役所前バス停より徒歩6分
▶ 駐車場完備（約500台収容可能・150円/30分）

かごしま県民交流センター
西棟2階 大ホール
〒892-0816 鹿児島市山下町14-50

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

※受付開始は 15分前からとなります。╲  セミナー  ╱
講　　師 内　　容

セミナー
西棟2階 中ホール

10:30～ 11:30
（60分）定員80名

中村  龍太  氏
サイボウズ株式会社
社長室　プロデューサー

一人一つの会社だと誰が決めた！
複業から考える働き方改革と ICT！
日本の課題であり、鹿児島の課題でもある人口減少、若年の
労働者離れや観光や医療・福祉問題。企業の様々な課題に対
して働き方の選択肢を広げ、多様な人材活用を新しいチーム
ワークと ICTで解決にチャレンジしている地方の先進事例を
ご紹介します。

セミナー
西棟2階 中ホール

13:00～ 14:30
（90分）定員80名

長瀬  　淳  氏
インテル株式会社
セールス・チャネル事業本部
セールスマネージャ

インテルの描くIoTの世界と Infinxaが語る農業 IoT
IoTの実現は、新しいビジネスチャンスを与えてくれます。本セッションでは、前半部分にてインテルが
IoTについてどのように考えているのか、また現在どのような IoTが実現されているのか、事例を含め
てお話をします。後半部分では、既に農業の分野で IoT化を推し進めており、インテルのパートナーで
もあるインフィンクサー株式会社より、砂栽培の IoT化で見えてくる食と農業の未来について語ります。 

【パートナー講師 紹介】　牧野 仙以知 氏
1957年 福井県鯖江市生まれ 60歳。鯖江市役所、公認会計士事務所、商社の職歴を経た後、環境負荷のない農業を目指して
1992年に農業生産法人・有限会社（現・株式会社）マイセンを設立。当初7ヘクタールの水田からスタートし、現在はグループ企
業全体で 150ヘクタールまで規模拡大。他に協力農家 150ヘクタール相当と提携。合計300ヘクタールの米を自社直販。玄米
食の普及を目指して、創業当初から玄米関連の加工食品も積極的に手がける。平成26年（2014年） 政府系ファンドの出資を得
て株式会社マイセンファインフードを設立し玄米及び大豆のオリジナル加工食品工場を建設。
典型的な労働集約型農業である施設園芸の労働生産性の向上を目指して、平成27年（2015年）インフィンクサー株式会社を設立。
インテルの協力を得て農業の IoT化を目指し、実験のためのハウスを大阪泉佐野市に建設稼働。今後の少子高齢化社会でも対
応可能な農業ビジネスモデルを構築する。

セミナー
西棟2階 中ホール

15:00～ 16:00
（60分）定員80名

中村  成希  氏
株式会社MM総研
執行役員 研究部長

国内 ICT市場動向と将来展望 
～ ポスト2020の課題と対策
講演前半は、市場調査分析結果を元に、2020年までの ICT市
場動向を整理します。端末、ネットワーク、プラットフォーム、
アプリケーションなどカテゴリ別にトレンドを紹介いたしま
す。講演後半では、地方創生や医療改革、インバウンド対応
など社会課題を背景にした新たな ICT活用について地域の先
端事例を紹介しつつ、ポスト2020をにらみ、ICT産業自体に
期待される役割や必要な変革ついて、第三者的立場から提言
します。

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev13/ict_expo2017_kagoshima.html

http://www.kagoshima-pac.jp/access/
http://www.kagoshima-pac.jp/access/
http://www.kagoshima-pac.jp/access/
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev13/ict_expo2017_kagoshima.html
http://www.pc-daiwabo.co.jp/office/kyusyu.html#pref_kumamoto
http://www.pc-daiwabo.co.jp/privacy.html


次世代テクノロジー

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

最新 PCとソリューションの紹介

当社のブースで紹介させて頂く製品は近日中に販売開始予定の「Compute Card」をはじめ、
様々なフォームファクターの製品となります。「Compute Card」は名刺サイズの小型パソコ
ンで、今後教育関連などの分野のみならず、サイネージを含めた機器での活用が期待されて
おります。その他のノートパソコンでも、視線追跡機能を有した製品やのぞき見防止の新技
術を搭載したパソコンなどを紹介させていただく予定です。

インテル株式会社

顔認証システム 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。 NEC（日本電気株式会社）

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、直感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

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

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

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」と有償フォトストックサービス「Adobe Stock」をご紹介致します。

アドビシステムズ株式会社

モバイル活用とセキュリティの両立 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

コンピューターパワーを持ち出して
B2B 業務をサポート

モバイルエッジコンピューティングとスマートグラスを利用した遠隔支援により業務効率を向
上させ、 「ビジネスプロセス変革・働き方改革」の加速を推進します。 東芝クライアントソリューション株式会社

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

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いた
だきます。 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
品の展示もさせていただきます。

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
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」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「Office 365」 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 Surface Studio、Surface Pro、など Surface Family 製品を展示致します。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）

パナソニックの
「モバイル PC・堅牢型タブレット」

「頑丈、軽量、長時間バッテリー、高性能 ｣で持ち運びや現場で使う IT ツールとして最敵なレッ
ツノート & タフブック / タフパッドのシリーズです。 

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

※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。

展示タイトル 出展概要 出展社名

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

ディーアイエスサービスサポートの
延長保証とキッティングサービス

■ ディーアイエスサービスサポートが提供する延長保証サービスにより色々なメーカの PC を
保守に加入可能 ■ ディーアイエスサービスサポートが提供するキッティングサービスにより
大規模なキッティング案件から小規模な作業まで対応可能

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 （電子決裁システム）
「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「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 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）

ダイワボウ情報システム株式会社
iKAZUCHI（雷）

「iKAZUCHI（雷）」は、DIS 販売パートナー様にご提供するサブスクリプション管理ポータル
です。注文工数が削減され、月額や年額の継続型ストックビジネスの契約やご契約者様の
一元管理が可能になります。

ダイワボウ情報システム株式会社
（iKAZUCHI（雷））

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）

セキュリティ

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、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」を展示致します。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致し
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

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

『情報漏洩対策』と『リモートサポート』
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」。遠隔地の PC 画
面を手元の PC 画面で共有し、マウス操作やキーボード入力などを実現するリモートコント
ロールの「LAPLINK 14」。

株式会社インターコム

進化し続けるヤマハネットワーク機器と、
UTM 市場シェア No.1 の FortiGate 製品

■ 新製品「RTX830」含むヤマハルーター / スイッチ / 無線 AP ネットワーク機器の見える化
を簡単に実現する「LAN マップ」デモ展示 ■ FortiGate 標的型攻撃対策を含む複数のセキュ
リティ機能を 1 台で実現

SCSK 株式会社

「Kaspersky Endpoint Security for Business」 マルウェア対策だけでなく、IT 資産管理や脆弱性対策も網羅した、ランサムウェアにも強い
セキュリティ製品をご紹介します。 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、セキュリティ対策製品部門で 5 年連続 1 位を獲
得した「ESET」。 ヒューリスティック技術を含む多層防御機能により、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。 「クラウドオプション」のラインアップ拡大により、
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実現できるクライアン
ト管理を、より幅広いお客様にご提案出来るようになりました。

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

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

モバイルを活用した『テレワーク』と、
無線 LAN 提案時の『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ソリューションを、デモ・事例交えて紹
介します。一方、社内ネットワークでは、クラウド管理型 Wi-Fi の普及で無線 LAN がより利
便性が向上、導入しやすくなりました。しかしセキュリティの課題は残ったままです。お客様
が安心して無線を利用できるセキュリティ対策をご紹介します。

株式会社ソリトンシステムズ



※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

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
選べる多要素認証システム「EVE MA」

各種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。現在 242 の自治体で採用されており、鹿児島県内でも多数の実績あり。
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

障害からのリカバリーソリューション
国内メーカー唯一のバックアップソリューションメーカーです。間もなく統合管理も可能とな
ります。HCI 環境用から物理サーバまで幅広くシステムに対応しています。ランサムからシス
テム移行まで何なりとお申し付けください。

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

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」のご紹介をします。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

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
未知の脅威やランサムウェアへの対応を強化。 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重要なデータを暗号化して業務を即座に停止させて
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いたします。

マカフィー株式会社

プラットフォーム

2 つの SDNアプリケーション連携と
NW 統合管理ソリューション

アライドテレシスでは Iot デバイスのセキュリティと統合管理を 2 つの SDN 技術で実現いた
します。標的型攻撃対策として、各社アプリケーションとの SDN 連携（SES）での脆弱性の
ある端末の自動隔離、標的型攻撃通信の監視と遮断などが行えます。また統合管理（AMF）
として、一元管理、自動復旧 / 自動構築、可視化などにより IoT デバイスの可視化・統合管
理を実現いたします。

アライドテレシス株式会社

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、
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

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。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

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」新バージョンやオールフラッシュ「AFF 200」シリー
ズなどご紹介します。また、新製品、ハイパーコンバージド インフラ ソリューション「NETAPP 
HCI」や、次世代データセンターのためのオールフラッシュストレージ「NetApp SolidFire」も、
あわせてご紹介します。

ネットアップ株式会社

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 IT ソリューション株式会社

ビデオ会議システムをはじめとする
プリンストンのプロダクトをご紹介

様々な専用端末で利用可能なクラウドベースコラボレーションツール「Cisco Spark」 簡単に、
どこでも、誰とでもリアルタイムに情報を共有し、速やか且つセキュアに 意思決定が可能と
なります。 仕事の在り方を大きく変革する次世代のコラボレーションツールのご紹介です。 
その他、プリンストンのおすすめ周辺機器も併せてご紹介いたします。

株式会社プリンストン



※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

映像・コンテンツ

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ために、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「てれたっち」を設置いただく事で、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

「見える」が変わる ｡ 最先端の「見る」を体験 !

EIZOブースでは 3 種類の展示をいたします。PCレスで複数の IP カメラを使用した監視シス
テムの構築ができる「FDF2304W-IP」、新規格の USB Type-C に対応しケーブル 1 本で PC へ
の給電も可能な 27 型 4K フレームレスモニター「EV2785」、小型 PC を背負うことで机上スペー
スをすっきりさせる高解像度モニター「EV2456+PCSK-03」を展示します。ぜひ EIZOブース
で最先端の「見る」をご体感ください。

EIZO 株式会社

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

「BRAVIA」、ビデオ会議システムなどを活用した
働き方改革のご提案

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」
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

PHILIPS 最新液晶ディスプレイ 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 PHILIPS

「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）

ビジュアルコミュニケーション商品のご紹介
リコーのビジュアルコミュニケーション機器が、場所に捉われないコミュニケーションを実
現する会議システムや、必要な時にすぐに集まり、情報の共有・決定ができる " 空間 " 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

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

ライフスタイル・イノベーション

従来の PC 周辺機器のみに留まらず、産業向け PC/ デシタルサイネージ / 監視カメラ / 介護・
福祉向け製品等を展示しております。常に技術革新に寄り添い、皆様の暮らしとイノベーショ
ンの” かけ橋” を目指して事業拡大を続けるエレコムグループの製品を紹介させていただき
ます。

エレコム株式会社

従業員のためのオフィスワーク・働き方改善 従業員の「健康増進」「効率・生産性アップ」「コミュニケーション活性化」を図るデスク環
境のご提案 サンワサプライ株式会社

お仕事「RoBoHoN」と
SHARP サイネージのご紹介

「RoBoHoN」とタブレットを連携させて、受付対応や、商品説明対応などができます。
SHARP サイネージソフト「s-signage」や USB 再生のサイネージディスプレイ、「BIGPAD」
を体験いただけます。

シャープマーケティングジャパン株式会社

様々な環境で活用頂ける
無線 LAN 環境・ストレージのご提案

業種を問わず、最適な製品をご提案致します。特に無線 LAN 製品に関しては一般的なオフィ
スでの活用から、 観光用途や災害時にも活用できるアクセスポイントをご紹介致します。ス
トレスなく、安心して使える無線環境を新製品を中心に事例も交えて ご紹介します。

株式会社バッファロー

クリニック向けプリンターソリューション、
不動産業界向け Web 会議システムのご紹介

■［クリニック向けプリンターソリューション］ ブラザープリンターは小型・軽量設計により、
クリニックでの印刷トラブル時に、予備機と入れ替える運用が可能です。予備機と入れ替え
ることで、故障時のダウンタイム "0" を実現できます。 ■ [ 不動産業界向け Web 会議システ
ムのご紹介 ] 2017 年 10 月より制度緩和された、賃貸取引業務における重要事項説明のオン
ライン化『IT 重説』に、ブラザーの Web 会議システムでもご提案が可能です。 初期費用 0
円なので、安価に手軽に始めることができます。

ブラザー販売株式会社

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
（文教ソリューション）


