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グランメッセ熊本

（熊本産業展示場）

〒861-2235 熊本県上益城郡益城町福富 1010

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 67 社、80 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 ）

新しいテクノロジーを
ビジネスに取り入れる勘所を探る

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

活用できる小型端末、 RPA ソリューションなどを展示します。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

RPA や AI など、IT テクノロジーを活 用して業 務を自 動 化・効 率 化す
る動きが急速に広がっています。それらの技術で " なに " が " どのよう
に " 変化するのか、また自社業務やビジネスへの取り込み方など、IT

しい技術を体験していただけます。

講演のかたちでお伝えします。

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

ビジネスを生 業とする方にとって必 要 不 可 欠 な情 報を、セミナーや
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セミナー情報は次ページをご覧ください。

講
①

和田 麻央人

ショートセミナー

展示会場内小セミナー会場

師

内

（30 分）定員 30 名

②

竹元 賢治

ショートセミナー

生産性向上を後押しするNEC の RPAソリューション!

氏

インテルの働き方改革。会議のインフラを支えるUnite。
働き方改革を成功するためには、従業員の働き方を改善するとともに企業側は業務
効率や生産性を向上するための取り組みを行うことが重要です。その取り組みの中で
も最も大きな成果をあげるのが会議改革です。本セミナーでは、インテルが長年培っ
た会議やコミュニケーション、コラボレーションの進め方をご紹介するとともに、会議
室のIT 化により、さらなる改善を目指して導入した会議ソリューションシステムの活用
をご紹介いたします。

氏

インテル株式会社 インダストリー事業本部
ビジネスPCクライアントソリューション推進担当部長
兼 文教 & 働き方改革ソリューション担当

展示会場内小セミナー会場

11:30 ～ 12:00
（30 分）定員 30 名

容

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
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。

日本電気株式会社
AIプラットフォーム事業部

10:30 ～ 11:00

※受付開始は 15 分前からとなります。

「人工知能にどう向き合うか」
③
特別講演

室山 哲也

2 階 大会議室

（90 分）定員 100 名

④
特別講演

中村 龍太

2 階 大会議室

（90 分）定員 100 名

ご来場の際は名刺を

昭和51年NHK入局。
「ウルトラアイ」
「クローズアップ現代」
「NHKスペシャル」などの科学番組
チーフプロデューサー、NHK解説主幹の後、2013年10月定年。
テクノロジー、生命・脳科学、地
球環境問題、宇宙開発など、
「人類と科学技術文明」をテーマに論説を行い、子供向け科学番組
「科学大好き土よう塾」
（教育テレビ）の塾長として科学教育にも尽力。現在、NHK解説委員の
ほか、日本科学技術ジャーナリスト会議副会長。
大正大学客員教授。
東京都市大学特別教授。

農業×ICT / IoT「100農家いれば100通りの農業」

100 農家いれば100 通りの農業 !それがこの業界。今回は、農家、農業法人、組合
やJA など組織にあわせてサイボウズの kintone（キントーン）アプリを活用し、業務
改善やビジネスの発展を実現した事例をご紹介します。
例えば、野菜の収穫予測を高め売上を拡大した農業生産法人など、どのような理
想をどのようなアプリで実現しているのか、農業生産法人の社員でもある中村龍太
氏が紹介していきます。

氏

2 枚お持ちください。

至福岡

グランメッセ熊本（熊本産業展示場）

232

展示ホール
〒861-2235

交通

【講師プロフィール】

サイボウズ株式会社
社長室 社長室長
（ 兼 NKアグリ株式会社 ）

15:15 ～ 16:45

会場

氏

日本科学技術ジャーナリスト会議
副会長

13:15 ～ 14:45

人工知能（AI）が急速に進化しています。医療、教育、職場、交通（自動運転）な
どに大きな影響を及ぼし、社会に革命的な変化を起こすとも予想されています。ま
た現在の職業の50%がAIなどによって奪われるという報告もあります。AIとは何か?
私たちは AI にどう向きあっていけばいいのか ? 最新の AI 研究や脳研究をもとに、人
工知能への向き合い方、豊かな社会のありかたについてお話しします。

▶

▶
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産交バス 阿蘇くまもと空港・高森中央行き
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グランメッセ前 徒歩 約 3 分

桜木6丁目

駐車場完備（2,200 台収容可能 / 無料）

至熊本市内

熊本駅から車で約 35 分

北ゲート

P
P

熊本県上益城郡益城町福富 1010

熊本駅・熊本交通センターから

36

益城熊本空港IC

入口：空港方面からのみ
出口：市内方面のみ

P
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南ゲート

至宮崎・鹿児島

お申し込みサイト ▶

入口：市内方面のみ

車道
自動
九州

▶

グランメッセ熊本

至阿蘇
くまもと空港

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev13/ict_expo2018_kumamoto.html
EXPO 2018 in 熊本」からお申し込みください。

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

熊本支店 TEL 096-211-8501

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

Interface の産業用エッジシステム
インテルの最新テクノロジーデモ
VR による最新ビジネス事例のご紹介

RPA・OCR ソリューション
『RPAとOCR の連携利用で
オフィス業務の自動化拡大』

「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 !

「NeoFace」顔認証システム導入セット

RPA ソリューション「RoboSol（ロボソル）」
�最新スキャナーと最新 OCRソフトウェア�
による「働き方改革」のご提案

出展概要

出展社名

次世代テクノロジー

IoT のための産業用エッジシステム、現場の様々な情報を収集する為のフィールドデバ
イス「CoolIOs シリーズ」や現場に設置して情報の加工などを行うエッジコンピュータ
「SuperCD シリーズ」など、IoT 向け製品をご用意してお待ちしております。
次世代のテクノロジーと最新のデモを、実機を用いてご紹介します。

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
発見頂くブースです。是非お越し下さい。

「WinActor」は、2010 年に NTT 研究所で産まれた純国産 RPAソリューションです。RPA
とOCR は、親和性が高く連携して利用することで、業務自動化の範囲を拡大できます。
【業務効率化・働き方改革】様々なビジネスシーンで名刺データの有効活用を実現しま
す。机の中や名刺入れに保管されたままの名刺。データ化して、営業活動へ有効活用し
ましょう。

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。

モバイルエッジコンピューティングデバイス 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 !
NEC の顔認証ソフトをインストールしたアプライアンスサーバのご紹介。 「Milestone
XProtect_ Express plus」との連携画面をご確認いただけます。 「FieldAnalyst」は画像か
ら自動で人物・顔を検出し、年齢性別などを推定する画像認識技術を活用した製品をご
覧いただけます。

NECブースでは、実際に「RoboSol（ロボソル）」のデモンストレーションを行い専門のスタッ
フにて体験いただけるよう、ご紹介いたします。

株式会社インタフェース
インテル株式会社
HTC NIPPON 株式会社

株式会社エヌジェーケー

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

NEC（日本電気株式会社）

● ハード/ソフトを一新し、更に便利になった「ScanSnap シリーズ」の最新フラッグシップ
モデル
●「fi シリーズスキャナー +DynaEye」:コストパフォーマンスを追求した業務向け ADFスキャ
ナーと高精度 OCR（自動文字認識）ソフトウェア

株式会社 PFU

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

モバイル・クラウド

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
「Adobe Creative Cloud」
インターコムが提案する2 つの働き方改革

モバイル管理とセキュリティの両立
「AutoCAD」で働き方改革を実現 !
業務改善クラウドサービス「iKNOEL」/
生産工場の設備稼働監視をIoTで実現する
ソリューション
業務改善クラウドサービス
サイボウズ「kintone」
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

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。

iKAZUCHI（雷）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。

VMware は、
「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。 また Window10 移行
時の懸念事項となる更新プログラムに関わる設定をクラウドから一括適用が可能です。
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。

●「iKNOEL（らくらく周知・徹底システム）」『周知・試験・調査』の効率化と見える化を実
現するソリューション（働き方改革のご提案）● 生産工場の設備稼働監視をIoTで実現する
ソリューション（IoT/M2M 展秋にも出展されたソリューションを熊本で）

「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。
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、Windows 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
品とオリジナリティあるコンシューマ機の展示もさせて頂きます。
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、
デバイスを用いての生産性、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。

アドビシステムズ株式会社
株式会社インターコム

ヴイエムウェア株式会社
オートデスク株式会社
株式会社 KIS

サイボウズ株式会社

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）

展示タイトル

ウェブ会議搭載の「desknet's NEO」、
メールの非効率を解消する「ChatLuck」

Office 365 アドオンとビジネス版 LINE で
働き改革実現

パナソニックPC 「レッツノート」
「TOUGH BOOK/TOUGH PAD」

ブラザーのモバイル &クラウドソリューションで
働き方改革にちょっとした革命を

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

延長保証とキッティングサービス

シェアNo.1 ワークフロー「X-point」

Apple プログラム
（VPP/DEP/ASM）&ソリューションのご紹介

出展概要

グループウェア「desknet's NEO」には、最新バージョンからウェブ会議機能を新搭載 !
「desknet's NEO」上で映像と音声によるオンライン会議を行えます。 専用ハードウェアを
必要とせず、ブラウザとWeb カメラのみで、いつでもどこでもミーティングを行えるようにな
ります。 また、紙 ･メール ･Excel 主体で行われている非効率な業務を、誰でも簡単に社内
システム化できる、業務アプリ作成ツール「AppSuite（アップスイート）」や、連携するビジ
ネスチャットシステム「ChatLuck」もご紹介します。

マイクロソフト Office 365 を日本のグループウェアのような操作性で、より便利により安全
に活用できる導入 3 万社以上のアドオンツールをご紹介。 他にも、LINE の使いやすさはそ
のままに、情報漏えい対策などセキュリティを強化したビジネス版 LINE など、最新の人気
クラウドツールをご紹介 !

「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。
● WEB 会議システム「Omnijoin」使いやすさを追求した高品質・高機能な WEB 会議シス
テムで出張費削減をご提案。 デモや無料のフリートライアルもご用意しております! ● モバ
イルプリンター 小型・軽量のモバイルプリンターで、現場での印刷業務をご提案。 外出時
に印刷する事で、業務の効率化を実現いたします! ● ハイエンドレーザー ネットワーク管
理のツール「BRAdmin」でのプリンタ管理をご提案。

『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!
● 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

● 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。 ● AI 音声認識技術により正確・スピーディに議事
録作成支援システム「Amivoice」

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。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展社名

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

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
（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）」

サブスクリプション管理ポータル「iKAZUCHI（雷）」は、40 弱のサービスを有し益々充実の
ラインアップ。サブスクリプションビジネスを楽に管理、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））

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）

災害対策・データ保護に最適 !
「Arcserve」ソリューション

ネットワークカメラ用レコーダー「VioStor」
ならびに AI 検索装置「VS-AI」のご紹介
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!

L3スイッチ等のヤマハ新製品 /
シェアNo.1 の FortiGate
「LanScope Cat」最新版
AI を活用した次世代型エンドポイント
セキュリティ

世界最高峰のセキュリティ
脆弱性対策強化で弱点も克服

「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

簡単・安心・安全 :SonicWallで
中小企業でもNon-stop UTM を実現 !!

セキュリティ

高いシェアを誇るArcserveシリーズにて災害対策・データ保護を実現します。 Arcserveシリー
ズではバックアップからアーカイビングまでさまざまなソリューションをご用意しております。
R.O.Dでは、ネットワーク・カメラやAI 検索装置を使って、最も効率的かつ有用性のある監
視カメラシステムをご紹介いたします。

● 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

■ ヤマハ : 新製品の L3スイッチ「SWX3100/3200 シリーズ」、トライバンド対応の無線 AP
「WLX313」を含め、デモ展示。
■ Fortinet: 最新ラインナップの「FortiGate-50E」をデモ展示。

「LanScope シリーズ」では内部不正の可視化や働き方改革を含めた組織内部の脅威、課
題を見える化する事ができます。また、最新版では AI を活用して、外部脅威対策も可能に
なっています。内部不正対策も外部エンドポイントのセキュリティ強化ができるようになりま
した。

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 社など、サードパーティ
製品の脆弱性をも把握し修正する、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。

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。

『中小企業だからこそ冗長構成』お客様・販売店様・すべての関係者をHAPPY にするサイ
バー攻撃対策の決定版 マルウェア・ランサムウェア対策に、『簡単』・『安心』・『安全』の
SonicWallです。

Arcserve Japan 合同会社
株式会社 R.O.D
アルプス システム インテグレーション
株式会社
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

SONICWALL
（ソニックウォール・ジャパン株式会社）

展示タイトル

XG ファイアウォール + Intercept Xで
セキュリティの自動対応を実現

働き方改革ソリューション

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」

セキュリティ対策を終わらせるセキュリティ。

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
マカフィーが提案する
Windows 10 対応ウィルスソフトのご紹介

ネットワークエンジニアの為の働き方改革 !

vSAN・3Tier 構成ならオムロン!
仮想に適した新ネットワークカードをご紹介 !

クラウド管理型ソリューション

世界でも日本でも最も選ばれている
UPSブランド APC!!

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

HPE が解決 !? ビジネス変革を促進

NetApp が提供するデータストレージシステム

効率化 PC 展開ツールとシステムの
保護ソリューション
日本品質スイッチングHUB のご紹介
BCP をサポートする電源ソリューション
コミュニケーション・ソリューション

出展概要

ソフォスXG Firewall は、高性能かつ低価格でご提供可能な UTMです。最大の特徴は XG
Firewallとデバイス内のソフォスのエンドポイントが同期し、デバイス側でセキュリティインシ
デントが発生した場合、自動的にXG Firewall がデバイスをネットワークから切り離しますの
で、SMB のお客様で管理者が不在な場合でも高度なセキュリティを担保する事が可能とな
ります。
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。

導入実績 No.1 のソフトウェアWeb セキュリティ「i-FILTER」、導入実績 No.1 のメールセキュリ
ティ「m-FILTER」の製品連携による、Web も、メールも、ためらいなく開くことができる世
界を、ご案内いしたます。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出展社名

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

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

Windows 10 Defender に対応した新しいEndpoint の紹介を行います。

マカフィー株式会社

プラットフォーム

「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! というご要望を解決します!スイッチからサー
バまで一つのマップで一括管理可能です。

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! vSAN 構成・
3Tier 構成（サーバ +ストレージ構成）ともにシャットダウン・起動まで自動化が可能です。
さらに、オムロンは別立ての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
活躍するリチウムイオンバッテリ搭載 UPS なども展示しております。

株式会社アリス

オムロン ソーシアルソリューションズ
株式会社

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

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

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頂きます。

最注力ストレージ「Nimble」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。

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 ? 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。
Windows 10 の入替に伴うPCのキッティング作業と様々な原因によるサーバシステムの復旧
作業を完全効率化可能ソリューション。

● 工場等の IoT 環境に最適な 60 ℃対応 SW-HUB ● 日本品質の高耐久性 PoE-SW ● 文教
ニーズに特化したファンレス、50 ℃対応 L3-SW
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。

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

ネットアップ合同会社

株式会社ネットジャパン
パナソニックES ネットワークス株式会社
富士電機株式会社

先進のコラボレーションをクラウドで提供する「Cisco Webex」。ビジネスのあり方に変革
をもたらすコラボレーション環境が構築できます。一体型タッチスクリーンモデルを実機展
示いたします。

株式会社プリンストン

既存の大型テレビ（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

展示タイトル

EIZO が提案する、
働き方改革・生産性向上ソリューション
「COREFIDO」シリーズによる
トータルコスト削減

「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
ラインナップ豊富 !
業務用タッチパネル専門メーカー
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

リコーは人々の『はたらく』をよりスマートに。

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

● EIZO が提案する、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。
● 高画質・高耐久性で、手袋をしても使用できる使い勝手のよいタッチパネルモニターの
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。

EIZO 株式会社

新製品をメインにあらゆるオフィスシーンで活用できるプリンタ・複合機をご提案します。

株式会社沖データ

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。チューナレスの業務用ディスプレイもございます。その他、デジタルペーパーの
実機を展示、「VAIO」、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

タッチパネル・システムズは業務用タッチモニターの専門メーカーです。 1. サイズ、タッチ
方式、設置タイプで業界随一の豊富なラインナップ 2. ワールドワイドでの展開のため、海
外規格も取得済み（CCC、KC 他）3. ワールドワイドでのサポート が特徴です。

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）からも資料共有可能です。

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。

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。

超短焦点プロジェクター、ハンディプロジェクター、ガーメントプリンター、全天球カメラ
などにてリコーをご紹介いたします。

タッチパネル・システムズ株式会社
（株式会社立花エレテック）
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

ハイブリッドソリューションを用いた
快適無線 LAN
ELECOM GROUP CORPORATE SOLUTION

VRソリューションとFAX システム

「TQ5403（無線アクセスポイント）」は、従来別々に使用していたセル方式とチャンネルブラ
ンケット方式の 2つの無線 LAN 方式を同時に使用することにより、両方式のメリットを最大
限に活かした無線 LAN 環境を提供します。
高耐久タブレット/ 監視カメラソリューション/ 文教向けソリューション

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。

アライドテレシス株式会社
エレコム株式会社
メガソフト株式会社

教 育

タブレットPC 向け充電管理ソリューションと
ペーパーレス会議システム

文教向けICT 関連サプライ展示

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
繋ぐ音、創る音、防ぐ音を
ヤマハの技術がお届けします
プログラミング商材、小中英語商材、
超単焦点プロジェクタ「ワイード」

12.9インチの iPad を最大 40 台まで充電保管可能な「Tablet*Cart FOUR-r」と、最大 17イン
チのノートPC を20 台収納可能な「Tablet*CartNOTE」を展示します。また、ペーパーレス
会議に最適な、iPad を最大 40 台まで一括充電・同期可能な USBハブ「USB-haco10」を
展示します。

弊社サンワサプライでは、パソコン周辺のサプライ製品を中心に扱っております。 デスクや
チェアからタップやケーブルまで幅広く製品ラインナップを扱っていますが、近年では ICT 化
に合わせた製品を重点に販売しております。 今回の出展では、ICT 関連の製品の中からア
クティブラーニング用の昇降デスクやタブレット保管庫の一部などを中心に展示しておりま
す。 熊本県のみならず全国の学校様での実績がございますので是非お立ち寄りください。
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。

● 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」

エム・ティ・プランニング株式会社
（株式会社立花エレテック）

サンワサプライ株式会社

株式会社バッファロー

ヤマハ株式会社

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など学
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。

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

