
最新のICTソリューションが体感できる!!
DISがお届けするICT総合展示会

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

参加料無料
入退場自由

労働力不足の改善や働き方改革のために、ITを活用することの重要性
が認識されています。人間を単純作業から解放し、もっと知的創造性の
高い仕事やヒューマンタッチの要素が大きい仕事を行うことができるよ
う、様々なソリューションが登場しています。生産性向上やワークライフ
バランス、持続的成長など企業の経営課題を解決できるヒントをその提
案方法とあわせてご紹介します。

「Future of Work － 働き方の未来 －」
につながる、新しい仕事のあり方

経済産業省の「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」では、情報セ
キュリティ対策は経営課題であると述べています。経営者にとって、
企業規模の大小に関わらず「やらない」だとか「IT管理者に任せきり
にする」といった選択肢はありません。攻撃の手口が高度化・巧妙
化する状況下で、侵入をいち早く検知して適切な対応をとることがで
きるソリューションなど、最前線のソリューションをご紹介します。

新たな段階に入る
サイバーセキュリティ

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
（IoT、AI）

RPAやAI、ブロックチェーンなど、業務のみならず社会のあり方を変え
る技術が急速に進化し続けています。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
ビジネスを生業とする方にとって必要不可欠な情報を、セミナーや講演
のかたちでお伝えします。

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

セミナー情報は次ページをご覧ください。

出展メーカー数67社 全78ブース!

I C T E X P O 見 ど こ ろ

RPAテクノロジーズ株式会社／株式会社アイ・オー・データ機器／アイマトリックス株式会社／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／
APRESIA Systems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／ヴィーム・ソフトウェア株式会社＆ゼルトジャパン／
ヴイエムウェア株式会社／EIZO株式会社／FXC株式会社／エムオーテックス株式会社／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 ソーシアルソリューションズ株式会社／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／株式会社クライム／サイボウズ株式会社／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／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／株式会社ソリトンシステムズ／Dynabook株式会社／株式会社ディー・ディー・エス／デジサート・ジャパン
合同会社／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／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／ニュータニックス／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／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／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／富士通株式会社／富士電機株式会社／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／株式会社YE DIGITAL（五十音順）
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

未来の働き方やそれらを支えるセキュリティソリューションなどをテーマに、商談に役立つ幅広い商材を67社、78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。

2019.

6.6㈭
10:00 ▶ 17:30

http://www.elgalahall.co.jp/access/


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。

本展示会のお問い合わせ先

福岡第1支店　TEL 092-433-5621
福岡第2支店　TEL 092-433-5630
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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 2019 in 福岡」からお申し込みください。

当社よりご案内いたします

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願いいたします。

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 8階

■　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）
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※受付開始は15分前からとなります。

講　　師 内　　容

1
コラボレーション
セミナー

10:30 > 11:30
（60分）定員80名

小野 寛徳 氏
RPAテクノロジーズ株式会社
セールス&デリバリー部 関西グループ 

松前 和宏
ダイワボウ情報システム株式会社
システム推進部 eビジネスシステム2課
課長 

RPA/デジタルレイバーの
スケール・高度化・大衆化の実現へ!
～DISが取り組むRPA“BizRobo!”の事例を
　交えてご紹介いたします～
「次世代型デジタルレイバー（仮想知的労働者）」への進化が期待されているRPA。
今や定型作業の自動化に留まらない動きを見せ始めています。
このセッションでは国内有数の実績とノウハウを持つRPAテクノロジーズの講演と、
弊社での実際の導入事例をご紹介するコラボレーションセミナーを実施いたします。

2
特別講演

13:00 > 14:30
（90分）定員80名

戸村 智憲 氏
日本マネジメント総合研究所
理事長

人工知能（AI）・IoT・ビッグデータで
これからどうなる? どうする?
私たちの生き方・働き方
人工知能が私たちの職を奪うかどうかの議論から、人工知能とどう向き合って生き働
いていくかが重要な局面にきました。今さら聞けない人工知能の基本の「き」から、
既にある身近な人工知能やそれを支えるIoT機器・ビッグデータ解析をはじめ、人
工知能・IoTによる新たなビジネスチャンスと新たな展望・リスクや脅威など、私た
ちが生きる・働く上でこれからどうなる？　どうすればいい？という身近なところまで、
経営・社会・生活にわたるお話しをお届けいたします。

3
セミナー

15:30 > 16:30
（60分）定員80名

森下 えみ 氏
株式会社インテルレート
代表取締役

仮想通貨・ブロックチェーン入門講座
仮想通貨の代表格として「ビットコイン」があります。ビットコインがなぜこんなに注
目されるのかというと、その根幹技術である「ブロックチェーン」が様々なビジネスに
革命を起こすことが期待されているからです。
このブロックチェーンの技術が、私たちの生活にどんな影響を与えるのか基本的な仕
組みを正しく理解することで、この先起こることをより深く理解する助となります。

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev13/ict_expo2019_fukuoka.html

セ ミ ナ ー の ご 案 内

http://www.elgalahall.co.jp/access/
http://www.elgalahall.co.jp/access/
https://www.pc-daiwabo.co.jp/office/kyusyu.html#pref_fukuoka


※出展社、出展内容は変更される場合があります。

展示ソリューションが解決する各種課題
展示タイトル 出展概要 出展社名

 業務効率化・
生産性向上

TCO
削減

 人材育成・
情報共有

情報
発信

セキュリティ
強化

BCP対策
（防災対策）

教育の
情報化

iKAZUCHI（雷）

“共同作業”や
“業務効率アップ”のための
最高のクリエイティブ環境

「Creative Cloud」は、「Photoshop」や「Illustrator」といっ
た定番アプリをはじめ、フォントなどのサービス、クラウド
ならではの機能を統合。「Acrobat DC」は、電子文書の運
用ツールとして電子サインなどの新たなサービスを統合。
初心者からプロまで、あらゆる分野であなたのアイデアを
叶えます。

アドビシステムズ株式会社

セキュリティ ×
国産メーカ × 
実績No.1 ＝ ALSI

■EU一般データ保護規制（GDPR）、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「InterSafe　
ILP」■多様化するサイバー攻撃対策へ向けて進化
したWebフィルタリングソフトの決定版「InterSafe 
WebFilter」■Chromebookなどマルチデバイス対応し
たクラウドWebフィルタリングソリューション「InterSafe 
GatewayConnection」

アルプス システム
インテグレーション株式会社

インターコムの『働き方改革』
支援ソリューション

インターコムでは、企業の『働き方改革』を支援する多様
なソリューションをご用意しております。『働き方改革』を
切り口に、iKAZUCHI（雷）登録製品をご紹介いたします。
■ 長時間労働の削減と在宅勤務状況の見える化を実現す
る、Win＆Mac対応の情報漏洩対策＋資産管理ツールの
「MaLionCloud」■ 給与業務時間の短縮、コスト削減を
実現する、給与明細の電子化が簡単に始められる「Web給
金帳Cloud」

株式会社インターコム

「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

「LanScope Cat」最新版を展示させて頂きます。AIを活
用した外部脅威対策や、Windows 10のアップデート管理、
働き方改革における勤怠管理での活用方法等、ご案内させ
ていただきます。

エムオーテックス株式会社

「AutoCAD」で働き方改革を
実現する!

3次元の汎用 CADソフトウェア。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、 生産効率が大幅に向上し
ました。

オートデスク株式会社

脆弱性、ランサムウェア、
Win 10 対応も含めた
セキュリティ対策強化は
お任せ下さい

多くの企業様で脆弱性修正が後回しにされる中、約92%は
脆弱性を狙った攻撃と言われています。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の
把握や修正、本当に出来ていますか？弊社製品では全ての
脆弱性を可視化、優先順位付、パッチ配布、さらには Win 
10 大型アップデートのサイクルを一元的に対応可能です。
ランサムウェア対策も標準装備したソリューションと共にご
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、セキュリティ対
策製品部門で6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
マルウェアからシステム環境を守ります。「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を実現します。

キヤノン ITソリューションズ
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

中小企業のスタンダード！
無線LAN、ファイルサーバの
やるべきこと

今や中小企業でもセキュリティは必需品です。特に無線
LAN、ファイルサーバはセキュリティを考える上で欠かせな
いポイントです。何がつながっているか目視できない無線
LANを知らない端末の不正利用からどう守るのか？ 来年サ
ポート終了を迎える Windows Server 2008 のリプレイス
には何が最適か？ 多くの中小企業の皆様が取り組んでいる
課題に対して、事例を交えてご提案いたします。

株式会社ソリトンシステムズ

WebサイトのHTTPS化、
実績で選ぶなら世界最大手
デジサートの証明書

2018年以降、Chromeや iOSの利用者に対してHTTPウェ
ブサイトではセキュリティの警告が大きく表示されるように
なりました。自社のウェブサイト訪問者に余計な不安を与え
てしまわないように、ウェブサイトはHTTPSで運用するこ
とが実質的に求められます。他社に比べて採用実績が圧倒
的に高い、どなたでも安心してご利用いただけるデジサート・
ジャパン（旧日本ベリサイン）のSSL/TLSサーバ証明書を
使ったソリューションをご紹介いたします。

デジサート・ジャパン合同会社
（旧日本ベリサイン）

Webとメールを
『無菌室-ホワイトリスト運用』
化する。

WebセキュリティNo.1「i-FILTER」とメールセキュリティ
No.1「m-FILTER」の連携によって、Webも、メールも、
ためらいなく開くことができる世界を実現します。

デジタルアーツ株式会社

ビジネスメール詐欺撲滅！
最先端のクラウド・
セキュリティのご紹介

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

出 展 概 要



「Azure IoT Suite」と
「Microsoft 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

DIY（desknets IT yourself）：
現場で欲しいもの、
環境を「desknet's NEO」や
「AppSuite」で作る

これからのグループウェアは、現場が喜ぶ、現場に役立つ
ツールへ。スケジュールや会議室の調整・管理のしやすさ
はもちろん、 情報共有・コミュニケーションの改善や、業務
効率化に役立つ25のアプリ加え、 Excelや紙などの業務を
現場レベルでシステム化したり、 テレワークに便利なウェブ
会議、 Office 365 との連携など、 現場自ら働き方を変える
ことのできる最新グループウェアを紹介します。

株式会社ネオジャパン

働き方改革に
『クラウドのすすめ』
「PCAクラウド」

PCAクラウドなら軽減税率も安心！ 中堅企業向け「PCA 
hyper」新登場！導入実績12,000法人突破。基幹業務クラ
ウドシステムの決定版！「PCAクラウド」!!

ピー・シー・エー株式会社

Windows 10 時代の
新しいエンドポイントの紹介

Windows 10 に完全対応した全く新しいエンドポイントを紹
介します。もちろん従来のWindows、MAC、Linuxにも
対応しています。

マカフィー株式会社

サブスクリプション管理
ポータル
「iKAZUCHI（雷）」

「iKAZUCHI（雷）」はダイワボウ情報システム（DIS）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、楽に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）

次世代テクノロジー

「BizRobo!」
国内実績No.1 RPA!!
誰でも簡単に作れるRPA

PC1台から始められるスモールスタート版の「BizRobo! 
Mini」やスケールした時に対応可能な「BizRobo! Basic」
など、お客様の自動化したいを幅広く支援できるRPAです。
ロボットの作り方がわからない… そんな方でもすぐに使える
「BizRobo!マーケット」も展示しております。「BizRobo!
マーケット」はご利用のアプリケーションであらかじめ利用で
きるロボットファイルを準備しているため、ダウンロードす
るだけで簡単にRPAを利用できます。

RPAテクノロジーズ
株式会社

AI/ディープラーニングを
用いた情報セキュリティ対策

AI/ディープラーニングによる脅威検知は次世代セキュリ
ティー対策として注目されています。当展示では、次世代
セキュリティーテクノロジーを活用し、標的型攻撃や情報漏
えいなどの脅威から組織を守る方法をご説明いたします。

アイマトリックス株式会社

インテルの
最新テクノロジーデモ

インテルの最新テクノロジーをデモを交えてみなさまへご
紹介いたします インテル株式会社

働き方を変える、
日本HPの最新ラインアップ 詳細はWebサイトでご確認ください。 株式会社日本HP

「NeoFace」採用
「Akerun」顔認証モデル／
クラウドOCR for RPA

■クラウドOCR for RPA：画像を識別し、事前設定した領
域の文字情報を読み取りデータ化します。お客様のシステ
ムと連携させることにより、入力業務等の効率化を実現し
ます。RPAとの連携により、更なる業務効率化を実現。■
「Akerun」顔認証モデル： 世界No.1の顔認証技術をもつ 
NECの「NeoFace」を採用しています。

日本電気株式会社（NEC）

専門知識不要！
目視検査工程の自動化で
人手不足解消！

AI画像判定サービス「MMEye」は、弊社の技術やノウハウ
を体系化したAI「Paradigm」を搭載した、製造現場でリア
ルタイムにAI画像判定を可能にするサービスです。

株式会社YE DIGITAL

ビジネスソフト＆クラウド

クラウド時代のデータ保護。
オンプレ・クラウドを統合し
15分以内の復旧を実現！

■ No.1のバックアップとリカバリ 「Veeam」 仮想、物理、
クラウドベースのあらゆるワークロードのデータ保護を実現
し、確実なデータ保護と高速かつ柔軟な復旧を可能にしま
す。 シンプルな事業継続を実現 ■ 「Zerto」  Zertoはオン
プレミスとクラウドをシームレスに接続しハイブリッドクラウ
ドを実現します。クラウドへの移行、オンプレへの回帰、ク
ラウドへのDRなど、クラウドに関わる様々な課題を解決し
ます。

ヴィーム・ソフトウェア
株式会社 /
ゼルトジャパン

Office 365 をアドオンで
もっと便利に安全に活用！
Office 365 アドオンと
ビジネス版 LINE で
業務改善実現

Office 365 を日本のグループウェア的利用を可能にするア
ドオンツールです。部署別階層化表示のカレンダー・アドレ
ス帳、既読確認可の掲示板、電子申請のワークフローなど 
10種以上のメニューで業務の効率化を実現します。他、ビ
ジネス版LINEの「LINE WORKS」など、最新クラウドツー
ルをご紹介！

株式会社ネクストセット

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

展示ソリューションが解決する各種課題
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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

ATLEDワークフロー、
OKBIZ for FAQ、
HENNGE oneの展示、紹介

■ ペーパレス、業務改善を加速させるワークフロー
「X-point」のご紹介 ■ FAQサイト構築 国内シェアNo.1
「OKBIZ for FAQ」のご紹介 ■ No.1クラウドセキュリティ
サービス「HENNGE one」のご紹介

A T L E D 、 O K w a v e 、
HENNGE（ディーアイエスソ
リューション株式会社）

セキュリティ

サイバー攻撃防御を自動化
「APRESIA」&
「AN-Tracker」

「AN-Tracker」は、各社セキュリティ製品との連携により、
マルウェア感染など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/隔離など）を自動化し被害の拡大を
防止します。また、単なる全通信遮断だけでなく、インシ
デントの重要度や運用ポリシーに応じて、ブラックリスト方
式/ホワイトリスト方式/Callback Blockなど各種アクセス
制御を動的に行えます。

APRESIA Systems
株式会社

クライアント運用管理
ソフトウェア
「SKYSEA Client View」

「SKYSEA Client View」は組織の重要データを守るため、
情報セキュリティ対策の強化とIT資産の安全な運用管理を
支援する各種機能・ソリューションを提供いたします。また、
長時間労働対策や、サイバー攻撃への対策、他にも IT資
産管理として Windows 10 PC の運用管理や更新プログラ
ムの適用の環境整備をサポートし、日々の運用を効率的に
行っていただくための各種機能も搭載しています。

Sky株式会社

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

『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

SONICWALL
（ソニックウォール・ジャパン
株式会社）

働き方改革の課題も解決！
二要素・多要素認証対応
「EVE MA」

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DDSの
認証ソリューションをご紹介。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。

株式会社
ディー・ディー・エス

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

ITインフラ（サーバー＆プラットフォーム）

サイバープロテクションを
アクロニスで実現

「Acronis Backup」は、データマネジメントとランサムウェ
ア対策やバックアップデータの公証機能といったセキュリ
ティ機能を実装した唯一の製品です。オンプレミスだけで
なく、DR/BCPなどに対応したクラウドバックアップを容易
に実現可能なオプションもあり、いつでも素早く簡単にデー
タへのアクセスを保証し、サイバー攻撃からの被害を食い
止めます。イメージバックアップの技術を使った Windows 
10 移行に最適なキッティングツールもご紹介します。

アクロニス・ジャパン
株式会社

SD-WANソリューション／
モバイル管理と
セキュリティの両立

■ 『ヴイエムウェアが提供する SD-WAN のソリュー
ションが、「VMware SD-WAN by VeloCloud」です。
Software-Defined の考え方でWAN回線を仮想化し、ク
ラウドサービス利用にも最適化されたWANの設定や運用
管理をソフトウェアベースで実現します。』 ■ ヴイエムウェ
ア 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。

ヴイエムウェア株式会社

vSAN・3Tier構成なら
オムロン！
仮想に最適なUPSを用いた
構成事例をご紹介

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を事例と合わせてご提案いたします。

オムロン
ソーシアルソリューションズ
株式会社

災害対策、仮想環境データ
保護、データ移行の
ソリューションをご紹介

ハイパーバイザベースの高速レプリケーション「Zerto」、
仮想環境のバックアップとレプリケーションが2in1で出来る
「Veeam」、異種データベース間のレプリケーションも可能
な「DBMoto」などのソリューションをご紹介いたします。

株式会社クライム
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「Cisco Meraki」/
「Cisco HyperFlex」

クラウド管理型ネットワークソリューション「Cisco Meraki」　
/「Cisco HyperFlex（HX）HCI」が、ついに業界初！真の2
ノード構成（監視機能を含む）を実現！

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ーというイメージが強いです
が、それだけで本当に十分でしょうか？ 昨今 IoTの進化で守
るべき機器が急増しております。様々なシーンに合った最適
なUPSを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

働き方改革を支える
Dell EMCの
最新テクノロジー/
ソリューション

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いただいているのがDell EMC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。

デル株式会社・
EMCジャパン株式会社

HPEが解決！
～ ビジネス変革を促進 ～

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

「Nutanix HCI」&
Cloud Services

HCIトップシェアのNutanixソリューションおよび、インフ
ラ管理を簡素化するソフトウェアやクラウドサービスについ
てご紹介いたします。

ニュータニックス

「NetApp HCI」

「NetApp HCI」は、あらゆる企業規模に最適な次世代型ハ
イパーコンバージドインフラです。シンプルな運用管理は
もちろん、きめ細かなQoS機能により複数のアプリケーショ
ンのパフォーマンスを保証することができます。

ネットアップ合同会社

PCキッティング＆
仮想環境バックアップ

PCキッティング効率化と新しい仮想環境のバックアップソ
リューションを初展示いたします。 株式会社ネットジャパン

「NAS」
「WEB会議用タッチディスプ
レイ」
「データ消去ソフト」

■ 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」■ 
Panasonic：ブルーレイを使った長期保存ドライブ「コンパ
クトアーカーバー」

QNAP/Newline/Blancco
（株式会社フォースメディア）

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
など、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

かんたん便利な次世代
コミュニケーションツール
「Cisco Webex」

シスコのビデオ会議ソリューションは世界でも、国内でもトッ
プ シェア！ビジネスコミュニケーションを支えるクラウド型プ
ラットフォーム「Cisco Webex」で『働き方改革』を実現。
仕事の在り方を大きく変革することが可能です。『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出来ます。

株式会社プリンストン

「Red Hat
Ansible Automation」で
実現する自動化ソリューション

「Red Hat Ansible」は企業の IT自動化を支援するオープン
ソースベースの製品です。ネットワーク設定/サーバーの払
い出し/ストレージボリュームの接続/OS設定/ミドルウェ
ア設定などの様々なインフラ要素にまたがった作業を１つの
ツールで自動化が可能です。Ansibleはサーバー構築を自
動化し、主に構成管理やAPのデプロイ、継続的デリバリー
を可能とします。

レッドハット株式会社

スマートに働き方改革＆
中小規模向け
ハイパーコンバージドで
システム運用をシンプルに

テレワークに最適なレノボの多様なスマートデバイスや学校
の授業にちょうどいい「クロームブック」＆『2025年の崖』対
策や、 Windows 2008 のEOS対応にもピッタリ！仮想シス
テムの運用を革新的にシンプル化しながらクラウド感覚で仮
想化を実現する中小規模事業者様向けハイパーコンバージ
ドシステムをご紹介します。この機会に、ぜひレノボブース
へお立ち寄りください！

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

ITインフラ（エッジデバイス）

高性能ネットワークカメラと
オーディオの連携によるイン
テリジェントソリューション

高画質・高性能のネットワークカメラとネットワークオーディ
オ、最新のインテリジェントソフトウェアを活用した、店舗
の運営効率化、館内放送ならびに、遠隔監視と入退室管理
の各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

モバイルエッジコンピューティ
ングが”働き方”を変える！

モバイルエッジコンピューティングデバイスなどをご紹介し
ます。 Dynabook株式会社

出 展 概 要



※出展社、出展内容は変更される場合があります。

展示ソリューションが解決する各種課題
展示タイトル 出展概要 出展社名

 業務効率化・
生産性向上

TCO
削減

 人材育成・
情報共有

情報
発信

セキュリティ
強化

BCP対策
（防災対策）

教育の
情報化

新機種を含めた
Windows PC 各種の展示と 
Chrome デバイスの利活用

新機種を含めた Windows PC 各種の展示とChromeデバ
イスの利活用をご案内いたします。Windowsの新機種は、
弊社最軽量モバイルノートPCを出展いたします。Chrome 
デバイスについては導入事例のご紹介と実際に学校教育現
場でどのように利活用されているか動画を交えてご紹介さ
せていただきます。

日本エイサー株式会社

「Surface」製品の
ご紹介をいたします

「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、
Go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。

日本マイクロソフト株式会社
（Surface）

パナソニックPC
「レッツノート」・
「タフブック／タフパッド」

『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。

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

『期待を超えるコンピュー
ター。』
国内生産・24時間365日サ
ポートで安心。

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。

株式会社
マウスコンピューター

DIS の Apple Soluion
Apple製品の法人・教育市場向けに導入できるソリューショ
ンをご紹介致します。

ダイワボウ情報システム株式
会社（Appleソリューション）

ネットワーク

世界初 『つながる・切れない』 
を追求したハイブリッド無線
LANシステム

さまざまなデバイスがネットワークに接続する今日、『つな
がる・切れない無線LAN』が企業ネットワークにも求めら
れています。アライドテレシスが、『つながる・切れない』
を追求した、従来までの無線LANの常識を覆す世界で唯
一のワイヤレステクノロジー「AWC-CB（AWC Channel 
Blanket）」をご紹介いたします。

アライドテレシス株式会社

ホテル・マンションで
トレンドの無線LAN
ソリューション

現在ホテル、マンションでの利用シーンが増加している弊
社の無線ソリューションを紹介いたします。ユーザー様が無
線の環境を運用されるにあたって懸念される様々な問題を
弊社の壁埋め込み型無線アクセスポイント、PoEスイッチ、
管理ソフトウェアを組み合わせることで解決することが出来
ます。また、「KEMP LoadMaster」はADC（アプリケー
ション デリバリーコントローラ）として必要なすべての機能
をオールイン ワンに実装した製品です。

FXC株式会社

より使いやすく！
よりつながりやすく！
バッファローの提案
するネットワーク製品

様々な業種にご提案可能な無線LAN機器、管理ツールを
備えより使いやすくなったNASなど最新機器を展示してお
ります。実際に導入した営業マンがわかりやすく事例のご紹
介、ご提案もいたします。ぜひお立ち寄りください。

株式会社　バッファロー

DIS mobile
（通信サービス）

当社が取り扱う通信サービスも拡充を重ねてまいりまして
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。今回、通信SIM
と「iPadセルラーモデル」をパック化した商材、ONKYOの
「CATスマホ」、DMMのスマート翻訳機「Free Talk」も
ご紹介いたします。

ダイワボウ情報システム
株式会（モバイル・通信）

映像・ドキュメント・周辺機器

簡単＆便利！
今すぐ始められる低コスト
デジタルサイネージのご紹介

■ アイ・オー・データ機器のデジタルサイネージは高品質
で低コスト、更に設置も簡単です。”魅せる、伝わる”情報
を多くの人に届けませんか？ ■ 固定インターネット回線の
設置が困難な拠点にLTE/3G回線を使ったデータ通信を提
供します。「モバイルSIMルータ」の固定設置型コーポレー
ト向け商品のご紹介。■ 防塵・防水規格 IP65に準拠した、
屋外でも使えるPoE対応ネットワークカメラのご紹介。

株式会社
アイ・オー・データ機器

EIZOが提案する、
働き方改革・生産性向上
ソリューション

■ 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

出 展 概 要



※出展社、出展内容は変更される場合があります。

展示ソリューションが解決する各種課題
展示タイトル 出展概要 出展社名

 業務効率化・
生産性向上

TCO
削減

 人材育成・
情報共有

情報
発信

セキュリティ
強化

BCP対策
（防災対策）

教育の
情報化

出 展 概 要

7年無償保証の
「COREFIDO EX」シリーズ
を中心としたLEDプリンター

プリンタの常識を超える、業界初7年間の長期無償サービ
スを携えた「COREFIDO EX」シリーズをメインにご案内。
媒体対応力も高く、業種ごとの出力ニーズにも高い品質で
お応えできます。さらにTCO削減に業務効率向上にお役立
ていただける、各種プリンタ・複合機もご案内しています。
沖データのLEDプリンタはあらゆるオフィスシーンにお役
立ちいたします！！

株式会社 沖データ

4Kサイネージシステム、
40型タッチディスプレイ

■ 40型タッチディスプレイ ■ 4Kサイネージディスプレイ 
■「ロボホン」タブレット連携ソリューション

シャープマーケティング
ジャパン株式会社

法人向け「ブラビア」、
「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「ブラビア」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また、デジタルペーパーの
実機を展示、「VAIO」新製品、高画質ネットワークカメラ、
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

PHILIPS 最新鋭
液晶ディスプレイ

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PHILIPS液晶ディスプレイ。PCへの電源供給が可能に
なるUSB 3.1 type C 搭載モニターおよび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。

PHILIPS
（MMD Singapore Pte Ltd.）

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

■ モバイルプリンタ：感熱方式を採用しておりますのでイ
ンクは不要。小型でモバイル性に富んだプリンタです。外
出先での帳票印刷を実現し、業務効率を大幅に改善します。
■ ラベルプリンタ：低単価かつ高性能を実現したラベルプ
リンタ。ラミネート加工された特殊ラベルもあり、耐久性に
優れている為「消えてはいけない」印字に最適。■ ハイエン
ドプリンタ：TTLコスト削減を提案。是非一度コストシミュ
レーションをお試しください。

ブラザー販売 株式会社

『一歩先ゆく新感覚のプリン
ター、これが印刷の新しいカ
タチ。』

『一歩先ゆく新感覚のプリンター！これが印刷の新しいカタ
チ』 印刷したかったけれどできなかった物。書きたかったけ
れど書けなかった場所。書いていたけど書くのが大変だった
作業。それらを解決するのが、 「RICOH Handy Printer」。
是非、リコーブースへお立ち寄りください。

リコージャパン株式会社

業種別ソリューション

産業向け点検業務効率化
ソリューション

■ 工場ユーザ様などでの点検業務を、タブレットを利用し
て現場で報告書をかんたんに作成できるソフトウェアとハー
ドウェアのセット製品のご提案となります。■ 小規模の学校
様で、建物内にすでに敷設してあるTV線（同軸ケーブル）
を利用してLAN配線ができるモデムを使うことで、工事コ
ストの削減ができる変換アダプタもご提案しております。

エレコム株式会社

働き方改革における残業抑止
と業務効率化アイテム

働き方改革を実践するには、まず長時間労働をいかにして
減らすか？従業員の意識を改善する為のアイテムを提案いた
します。また業務効率化を推進することで、更なる改革を
お手伝いします。

富士通株式会社

DISが提供する
サービス＆サポート

サーバーからスマートフォンまで多様なデバイスに対し、各
種設定作業を行うキッティングサービスやDISオリジナル延
長保証サービスをはじめとするDISが提供するサービス＆サ
ポートをご紹介いたします。

ディーアイエス
サービス＆サポート株式会社

教育

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」

2020年からの新学習指導要綱への対応に備え、19年は各
自治体にて教育 ICT整備が急務となります。教育 ICTプロ
ダクト提案のみならず、過去DISで実施した実証研究事業 
『SIP』 の知見としての「教員向け授業デザイン研修」や、 
『ICT機器利活用・運用』 も含めた複合提案の依頼などに
対して各種ご支援可能です。是非協業する販売店をご選定
頂きご連絡ください。よろしくお願いいたします。

ダイワボウ情報システム
株式会社
（教育 ICTソリューション）


