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エルガーラホール
８階 大ホール

〒810-0001 福岡市中央区天神 1-4-2 エルガーラビル

｢クラウド＆モバイル＆セキュリティ｣のテーマに、商談に役立つ幅広い商材を72 社、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、IoT 、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。

モバイル・クラウドソリューションで
業務効率アップを実現

次世代テクノロジー

柔軟なワークスタイルを実現するために必要不可欠なスマートデバイス

安価で便利で使いやすい IoT デバイスやエッジコンピューティングに

いはもちろん、販売店様のクラウドビジネス拡大を支援するプラットフォー

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

デバイス、通信機器をはじめ、販売店様向けライセンス契約管理システ

であろう新しい技術を体験していただけます。

やクラウドサービス。DIS ではそのような様々な端末やサービスの取り扱

ムもご用意しております。今回は数多ある各種クラウドサービスのほか、
ム「iKAZUCHI（雷）」をご紹介します。

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

最新のセキュリティ
ソリューションを紹介

IT × ビジネス
知っておきたい ITトレンド

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、

デ ジタルトランスフォーメー ション・ロ ボットによる 業 務 自 動 化

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

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

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

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。

（ RPA ）、ビジ ネスチャットボット、 IoT と、 2018 年 以 降 の IT ビジ

ネスに必要不可欠な情報をお届けする各種セミナーをご用意しまし

た。御社のビジネスを加速させるヒントをご紹介いたします。

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／APRESIA Systems株式会社／アライドテレシス株式会社／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 L is B／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／株式会社オレガ／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／シスコシステムズ合同会社／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／ Sky 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／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／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／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／日本マイクロソフト株式会社（Surface）／株式会社ネオジャパン／株

式会社ネクストセット／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／バルコ株式会社

／ピー・シー・エー株式会社／PHILIPS（MMD singapore Pte Ltd.）／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／明京電機株式会社／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／菱洋エレクトロ株式会社／レッドハット
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。

セミナー情報は次ページをご覧ください。

講
①

渡辺 龍二

特別講演

7 階 中ホール 1

株式会社 L is B
営業部
取締役 執行役員

10:30 ～ 11:30
（60 分）定員 80 名

師

氏

内

※受付開始は 15 分前からとなります。

容

「ビジネスチャットボット」で働き方改革を実現

「働き方改革」の浸透に合せて、ビジネスチャットボットのニーズがここ数年急

激に高まってきました。国内でいち早くビジネスチャットボットの提供を始めた

L is B から、すでに導入を始めている企業の活用事例とともにその本質とポイ

ントをデモを交えて紹介します。

SIビジネスのデジタル･トランスフォーメーション

ユーザー企業のIT への期待は、生産性の向上やコスト削減から、競争力の強

②

斎藤 昌義

特別講演

7 階 中ホール 1

13:00 ～ 14:30

氏

たなテクノロジーにも向きあわなくてはなりません。いまITビジネスに求められ
る変革とはなにか、どう向きあえばいいのかを分かりやすく整理して解説します。

ネットコマース株式会社
代表取締役

（90 分）定員 80 名

③
特別講演

糸田 誠

7 階 中ホール 1

15:00 ～ 15:40

【講師略歴】 1982 年、日本 IBM に入社、一部上場の電気電子関連企業を営業として担当の後、
1995 年、当社を設立。外資系企業の日本で事業開発、産学連携事業やベンチャーの企業をプロ
デュース、IT ベンダーの事業戦略の策定、営業組織の改革支援、人材育成やビジネス･コーチン
グの他、ユーザー企業の情報システムの企画・戦略の策定などに従事。IT の最新トレンドやビジ
ネス戦略について学ぶ「ITソリューション塾」を2009 年より主宰し東京 / 大阪 / 福岡で開催。

生産性向上を後押しするNEC のRPAソリューション！

氏

日本電気株式会社 AIプラットフォーム事業部
主任

（60 分）定員 80 名

④
特別講演

三村 雄介

7 階 中ホール 1

（60 分）定員 80 名

ご来場の際は名刺を

日 本 の 生 産 性 向 上 が 急 務 の な か 役 立 つ の が、RPA（Robotic Process
Automation）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。当セミナーではRPAの基本から、NECのRPA「NEC
Software Robot Solution」の事例やデモを交えて詳しく紹介します。

国内外の事例から探る、IoT をビジネスに活かす方法

氏

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

16:15 ～ 17:15

会場

化や差別化の武器へと大きく変わり始めています。それに伴い、開発や運用、

インフラの常識も大きな変革が求められています。さらに、IoTやAIといった新

2 枚お持ちください。

エルガーラホール

昨今では IoTという言葉はかなり浸透してきていますが、まだまだ「IoT をどの
ようにビジネスに活かせばよいのか」という疑問の声を耳にします。シスコが
世界各国で、製造や小売、建設、金融、公共など様々な分野で、IoT 関連の
ビジネスに取り組んできた経験をもとにIoTとどう付き合えば良いのか、どう
ビジネスに繋げるべきかをご提言させていただきます。
り
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https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev13/ict_expo2018_fukuoka.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

本展示会のお問い合わせ先

福岡第 1 支店 TEL092-433-5621
福岡第 2 支店 TEL092-433-5630

EXPO 2018 in 福岡」からお申し込みください。

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。

※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

インテルの最新テクノロジーデモ
「CONPROSYS」から始めるM2M/IoT
モバイルエッジコンピューティングが
�働き方�を変える！
NECのRPAソリューション

「Adobe Creative Cloud」
モバイル管理とセキュリティの両立

ビジネスチャットで促進する、
本当の『働き方改革』

新しい機能が追加された
「AutoCAD」が発売！
業務改善クラウドサービス
サイボウズ「kintone」

コミュニケーションをもっと便利にもっと身近に

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
働き方を変える、日本HPの最新ラインアップ
「Azure IoT Suite」と
「Office 365」の提案

「Surface」製品のご紹介をいたします
「desknet's NEO」

Office 365をより便利に、
より安全にご利用できるアドオンツール
パナソニックPC
「レッツノート」
「TOUGH BOOK／TOUGH PAD」
モバイル&クラウドソリューションで
"働き方改革"に"ちょっとした改革"を
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
ディーアイエスサービス＆サポート
延長保証とキッティングサービス

出展概要

次世代テクノロジー

生産性を向上し業務効率を改善させる次世代テクノロジーデモをご紹介します。

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。

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。インテリジェントビューアを利用した遠隔操作により、作業効率を向上！

生産性向上を後押しするRPA（Robotic Process Automation）のご紹介。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可能になります。

モバイル・クラウド

「Adobe Creative Cloud」は共同作業の為の、最高のクリエイティブ環境を提供いたします。
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。

人口減少社会を迎えるにあたり、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。

3 次元汎用 CADである「AutoCAD」に、製造業、土木建築業向け業界別の機能が加わり、
新発売しました。

「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。

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。場所を限ら
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。

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、Windows OS 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。
詳細は Web サイトでご確認ください。

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。

「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。

「うちが働き方を変えるなんて無理」と諦めてませんか？ そんな企業が生まれ変われる�シン
プルな IT ツール� をご紹介します。

Office365 を日本のグループウェアのように便利活用できるアドオンツールのご紹介です。
階層化表示のアドレス帳・カレンダー、既読確認可能の掲示板。電子申請のワークフロー
や安否確認、アクセス制御可能な SSO など10 種以上のラインナップ。他、ビジネス版
LINE 等のクラウドツールもご案内しています。

「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。 昨今の働き方改革支援サービスとしてテ
レワーク時や在宅ワーク時の【可視化】を実現する多彩なハード・ソフトウェアが貴社の働
き方改革をサポートします。
ブラザーによる働き方改革のちょっとした革命をご提案！ ● 使いやすさを追求したパッケー
ジ版 WEB 会議システム「Omnijoin」●「小型」
「軽量」とモバイル性に富んだモバイルプリン
ト ● ネットワークで簡単管理 ハイエンドレーザーとドキュメントスキャナ

『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
とオンラインミーティング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。
■ 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様々なメーカーの
PCで保守契約を結ぶことが可能 ■ 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

出展社名

インテル株式会社
株式会社コンテック

東芝クライアントソリューション株式会社
日本電気株式会社

アドビシステムズ株式会社
ヴイエムウェア株式会社

株式会社 L is B

オートデスク株式会社
サイボウズ株式会社

ジャパンメディアシステム株式会社

日本エイサー株式会社
株式会社日本 HP
日本マイクロソフト株式会社

日本マイクロソフト株式会社（Surface）
株式会社ネオジャパン

株式会社ネクストセット

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

ブラザー販売 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

展示タイトル

Apple プログラム（VPP/DEP/ASM）&
ソリューションのご紹介
サブスクリプション管理ポータル
「iKAZUCHI（雷）」
DIS mobile（通信サービス）

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

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
（アップルソリューション）

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）

ますます充実、DIS のサブスクリプション管理ポータル。4 月現在、13 ベンダー 29 サービス、 ダイワボウ情報システム株式会社
今後も続々リリース予定です。
（iKAZUCHI（雷））

セキュリティ

IoT時代の映像・音声セキュリティソリューション

ネットワークエンジニアの為の働き方改革！
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！
インターコムが提案する２つの働き方改革

ヤマハ初のL3スイッチ /「Fortinet UTM」

AIを活用した次世代型
統合エンドポイントセキュリティのご提案

「Kaspersky Endpoint Security for Business」

「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

クライアント運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」
簡単・安心・安全：
SonicWallでNon-stop UTMを実現!!

次世代型ファイアウォールとAIベースの
ランサムウェア対策ツールのご紹介

働き方改革ソリューション

"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」
標的型攻撃を、標的にする。
次のセキュリティへ。

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。

「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。
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 登録ソリューションのご紹介。

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
「MaLionCloud」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。
（1）ヤマハ初の L3スイッチ「SWX3000」シリーズを含め、ルーター、スイッチ、無線 AP の
展示とデモを実施。 ルーター市場にてシェアNo.1 のヤマハが送り出した、見える化（LAN
マップ）対応の L3スイッチをご覧ください。（2）市場シェアNo.1 の Fortinet 社の UTM 製品の
展示とデモを実施。

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。

サイバー攻撃のほとんどは OSやアプリケーションの脆弱性をねらって攻撃されます。 カス
ペルスキーのエンドポイントセキュリティは、各 PC に存在する脆弱性を把握・自動修正が
行えるパッチマネジメント、機械学習機能（AI）や振る舞い検知、脆弱性攻撃ブロックなど
実装した非常に強固なセキュリティ製品です。また IT 資産管理機能やWeb・外部デバイス・
アプリケーションのコントロール制御も実装し、費用対効果にも優れています。

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。

「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。
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。

SMBマーケットに最適なセキュリティソリューションとしてSophosの次世代型ファイアウォー
ル「Sophos XG Firewall」とAI を用いた次世代型エンドポイント「Sophos Central Intercept
X」をご紹介いたします。 Sophos のエンドポイント製品とXGファイアウォールは互いに自
動連係して動作する事により、管理者が不在でも高度なセキュリティを実現する事が可能
です。

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。

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。
標的型攻撃からクライアント端末を守るための 2つの対策。Web からの感染・データ流失
対策に「i-FILTER V10」、メールからのマルウェア感染対策に「m-FILTER V5」で、標的型
攻撃を圧倒します。

アクシスコミュニケーションズ株式会社

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
株式会社インターコム

SCSK 株式会社

エムオーテックス株式会社

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

Sky 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

株式会社ディー ･ディー ･ エス

デジタルアーツ株式会社

展示タイトル

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」

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

ファイル無害化・ファイル転送システム
「Smooth File」
マカフィーの提唱する
ダイナミックエンドポイント

映像監視や建屋間の通信に最適！
無線LANを使ったワイヤレスソリューション

出展概要

● 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案いたします。 ● 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。

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！

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。

【マシンラーニングで更に検知率を向上】 近年、新種のマルウェアの数が爆発的に増加し
ており、従来のパターンマッチングでは検知が難しくなっています。マカフィーではマシンラー
ニングを利用しふるまいを分析することで未知の脅威を検知します。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展社名

THK 株式会社

トレンドマイクロ株式会社

株式会社プロット

マカフィー株式会社

防災施設や工場内での広域無線 LAN ネットワークのニーズに応え、有線工事が困難な建屋
間通信や遠方の映像監視との組み合わせなど高品質な無線通信環境を提供します。 菱洋
エレクトロが提案するシャープ社製無線 LANアクセスポイントは、これまでは出来なかった
遠く離れた場所の監視カメラもインターネットを介さずに社内 LAN に簡単に接続が可能。
導入におけるノウハウや活用事例を交えてご紹介させていただきます。

菱洋エレクトロ株式会社

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な
技術スキルを大幅に下げることを実現する機能「AMF」を開発しました。従来では個別に
ネットワーク機器を設定しなければなりませんでしたが、「AMF」ではネットワーク機器を一
元化、自動化、簡素化し、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。
また世界初のハイブリット式無線により、様々な用途に適した無線環境を提供します。

アライドテレシス株式会社

プラットフォーム

ネットワーク統合管理ソリューションと、世界初
の無線ソリューション

サイバー攻撃対策ソリューション「AN-Tracker」

こんなところに無線アクセスポイント！ 100GbE
光伝送装置から無線APまで

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！
ファイルサーバーの被害を
リアルタイムで検知し即復旧！
次世代ランサム対策ソフトウェア
世界で最も選ばれているUPSブランド
APC！
クラウド管理型ソリューション

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

シンプルなハイブリッドITの未来
HCIのデータバックアップ、
どうしていますか？

サイバーテロ対策とキッティング

BCPをサポートする電源ソリューション

「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。

【AE1000 シリーズ 】● 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）対応でフラットなデザインです！ ● ビームフォーミング機能搭載
2x2mimo 11ac 867Mbps 対応モデル 【LE100GM】● 1 芯長距離通信を実現するコンパクト
な 100G 伝送装置 ● データセンター間 /キャンパス間の接続に最適ソリューション ● 沖縄
クラウドネットワークのインフラとして活躍中
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。

近年、ファイルサーバーへランサムウェアなどによる被害が急増しています。「VVAULT」シ
リーズでは、これまで記録するだけだったアクセスログをリアルタイムに解析し、通常時と
異なるアクセスパターンを判別してランサムウェア攻撃を検知します。また、同時に感染端
末を特定し、以降の攻撃を完全にブロックします。万が一暗号化されてしまったファイルも
リアルタイムでバックアップをとっていることから即復旧を可能とします。
革命的な消音ラック「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）UPS の進化をリードする、シュナイダーエレクトリック！！ サーバ機
器に限らず多数のネットワーク機器に対しての電源保護を支援します。
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。

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。 そ
れを全世界で支え評価頂いているのが DellEMC です。働き方改革を支えるテクノロジー
をキーワードとして多様な端末、端末管理、セキュリティ、バックアップ、ネットワーク、
管理が容易な基盤というテーマで攻めるIT としてのきっかけとなるアドバイスをさせてい
ただきます。

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・ポイントをご説明いたします。 また、今話題のハイパーコ
ンバージドシステム「Simplivity」、最注力ストレージ「Nimble」についても展示します。
世界で唯一のストレージ専業ベンダーで世界シェアNo.1 のソリューションを、各種 Flash 商
品と合わせて説明させていただきます。

オリンピックもいよいよ開催が近づき、サイバーテロも横行する事も予想されます。自社の
システムは基本自社で守るをスタンスに、労力をかけずにいかにシステムを簡単に復旧す
るかの答えがあります。また PC 入替シーズン前に効率的で簡単なキッティング方法の答え
もご用意いたします。
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。

APRESIA Systems 株式会社

FXC 株式会社

オムロン株式会社

株式会社オレガ
（ソリトンシステムズグループ）

シュナイダーエレクトリック株式会社
シスコシステムズ合同会社

デル株式会社・EMC ジャパン株式会社

日本ヒューレット・パッカード株式会社
ネットアップ株式会社

株式会社ネットジャパン

富士電機株式会社

展示タイトル

出展概要

「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：
WEB 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」

新製品【PoEリブーター】のご紹介

レッドハットの最新情報をお伝えします

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。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展社名

QNAP/Newline/Blancco
（株式会社フォースメディア）

明京電機株式会社

自動化、セキュリティ対策と言ったキーワードを良く耳にしますが、Linux OS 市場でTop シェ
アを占める「Red Hat Enterprise Linux」を中心とした Linux OS 管理製品をご紹介します。

レッドハット株式会社

既存の大型ＴＶ（46 ～ 80インチまで対応）を低コストで電子黒板化を実現することができ
る「てれたっち」を是非ご覧ください。 ランサムウェアの脅威から重要なデータを守る当社
NAS のバックアップソリューションをご提案いたします。

株式会社アイ・オー・データ機器

映像・コンテンツ

大型TVを電子黒板化にする
「てれたっち」
とランサムウェア対策

EIZOが提案する、
働き方改革・生産性向上ソリューション

お客様のプリントストレスをエプソンの
インクジェットプリンターが解決します！

ビジネスの現場を支える
OKIのLEDプリンター/複合機

「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
会議が変わる、
プレゼンシステム。
「ClickShare」

PHILIPS 最新液晶ディスプレイ

期待を超えるコンピューター。

だれでも、
どこでも、簡単に操作可能な
ガーメントプリンター

【EIZO がご提案する、働き方改革を促進する新しいオフィス環境のご紹介】● 作業効率が
下がりがちなモバイル端末画面での業務に、EIZOモニターをプラスし業務効率を大幅アッ
プ ● 限られたデスクスペースを有効活用する、24 型モニターと小型 PC 端末のご紹介【オ
フィス・工場内の業務効率をアップする、EIZOモニター + ネットワークカメラを使った監視・
状況把握ソリューションのご紹介】
普段お客様が感じているプリンターの様々な不満（印刷コストが高い、消耗品切れで印刷
が止まる、消耗品交換の手間がかかるなど）をエプソンの低コスト、高生産性を実現する
ビジネスインクジェットプリンターが解決します。 この機会にエプソンの最新モデルをご体
感ください。

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！
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

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。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いただくことができ、スマートフォン（iOS/
Android）からも資料共有です。
充実したラインアップと安心の 5 年保証※のフィリップス液晶ディスプレイ。 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。※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

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。

Ｔシャツなどの服飾品生地（ガーメント）に直接印刷するDTG（Direct to Garment）
プリンター
「RICOH Ri 100」をご紹介します。「RICOH Ri 100」は、DTGプリンターのエントリーモデ
ルで、本体の小型化に加え、インクを熱で定着させる仕上機「RICOH Rh 100」を重ねて設
置することで省スペース化を実現しました。 また、今までDTGプリンターを使用していな
いユーザーでも簡単に衣料印刷ができる操作性となっております。 是非、リコーブースに
お立ち寄りください。

EIZO 株式会社

エプソン販売株式会社

株式会社沖データ

ソニーマーケティング株式会社

バルコ株式会社

PHILIPS（MMD singapore Pte Ltd）

株式会社マウスコンピューター

リコージャパン株式会社

業種別ソリューション

業種別ソリューション

IoTを支えるスイッチングハブのご紹介

「PCAクラウド」活用による "働き方改革"

働き方改革実現の為に!!

監視カメラおよびWi-Fi 環境構築ソリューションでは IP カメラや録画装置用 NAS、無線アク
セスポイントなどの機器だけではなく現地調査・工事施工などお客様それぞれの状況に合
わせたご提案が可能です。また、" 働き方改革 "で外出先および在宅勤務の際に必要アイテ
ムを多数ご提案させていただきます。「耐衝撃堅牢タブレット」では屋外や生産現場など過
酷な環境下に耐えるWindowsタブレット利用で課題を解決いたします

世の中のあらゆるものがネットワークに繋がる時代に変化している中で、弊社ではその IoT
インフラを支えるスイッチングハブをご紹介させていただきます。

PCAクラウドは国内最新設備の大手データセンターにインターネットで接続し、カンタン・
低コストで基幹業務ソフトを利用できるサービスです。 サーバー導入やメンテナンス管理が
不要、遠隔地ともリアルタイムにデータを共有できるので、業務効率を向上させることがで
きます。 クラウドやスマートデバイスを活用し、貴社の " 働き方改革 " をサポートいたします。
" 働き方改革 " を実現する為に、企業としてできること。全ての社員に意識が定着すること
で実現できる改革。その為のアイテムをご紹介いたします。また確実に増える従業員のご
家庭での介護。少しでも補助になる提案をいたします。

エレコム株式会社

パナソニックES ネットワークス株式会社

ピー・シー・エー株式会社

株式会社富士通パーソナルズ

展示タイトル

工場のIoT化をお手伝い！
「OpenBlocks IDMアプライアンス」

VRソリューションとFAXシステム

シェアNo.1ワークフロー
「X-point」

ツナゲルではなく、
ツナガル
BUFFALOの提案するストレスフリーな
無線LAN環境
チーム コラボレーション向けの
オールインワン デバイス
「Cisco Spark Board」
繋ぐ音、創る音、防ぐ音を
ヤマハの技術がお届けします

教育ICTソリューション

出展概要

「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。
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。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展社名

ぷらっとホーム株式会社

メガソフト株式会社

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ます。

ディーアイエスソリューション株式会社

様々な業種・環境に応じた無線 LANアクセスポイント、CPU への負荷が分散、安定かつ
高速なパフォーマンスを実現する国内開発ハードウェアRAID 標準搭載 NAS など最新の機
器で最適な ICT 環境の構築をご提案させていただきます。

株式会社バッファロー

教育

「Cisco Spark Board」によって、ワイヤレス プレゼンテーション機能、ホワイトボード機能、
およびビデオ/ 音声会議といったチーム コラボレーションに必要なすべてを、すぐにお使い
いただけます。また、「Cisco Spark」アプリを使用して、選択したデバイスを通して物理的
な部屋の外から仮想チームに接続できます。
● TV 会議システムやWeb 会議ソフトを利用した遠隔会議や遠隔授業での会話をスムーズ
に行うためのマイク・スピーカーシステム「YVC-1000、YVC-300、CS700」 ● タブレット
で直観的に「歌づくり」ができるデジタル教材「ボーカロイド教育版」● 会話のプライバシー
を守る「VSP-1」

2020 年からの次期学習指導要領で必修化となる「プログラミング」に関する商材や従来の
授業を活かしつつデジタルを使い学校の授業をより良くする為の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提案します。

株式会社プリンストン

ヤマハ株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社
（文教ソリューション）

