
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、
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。

最新のセキュリティ
ソリューションをご紹介

「働き方改革」や「労働人口不足」から注目されている労働生産性。日本
は2016年の時間あたりの労働生産性はOECD加盟35カ国中20位※
止まりで、米国の2/3の水準しかありません。どれだけ時間を創出し、
新しいことに挑戦できるか、そのためにITは何ができるのか、その答え
を導き出す様々なソリューションをご紹介します。

※公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2017年版」より

コスト生産性から付加価値向上へ
「生産性向上」を考える

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）

スマートワーク、ロボットによる業務自動化（RPA）など、今後のト
レンドについて詳しく解説するほか、IT業界のもっと先を展望する
など、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
ントを得ませんか。

働き方改革や IT業界の展望など
仕事に役立つセミナーも同時開催

※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。

in 大宮in 大宮
20182018

2018.

5.18 ㈮
10:00 ▶ 17:30

ソニックシティ
地下1階 第1展示場
〒330-8669　埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5

会 場

株式会社R.O.D／株式会社アイ・オー・データ機器／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／エスケイネット株式会社／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／カシオ計算機株式会社／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／キヤノンマーケティングジャパン株式会社／株式会社コンテック／株式会社サード
ウェーブ／サイボウズ株式会社／株式会社サイホープロパティーズ／シスコシステムズ合同会社／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／ディーリンクジャパン株式会社／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／ナカヨ電子サービス株式会社／日本エイサー株式会社／株式会社日本HP／日本情報システム株式会社／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／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／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／バルコ株式会社／ピー・シー・エー株式会社／華為技術日本株式会
社（HUAWEI）／PHILIPS (MMD singapore Pte. Ltd.)／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／株式会社プリンストン／ベリタステクノロジーズ合同会社／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／株式会社モリサワ／ヤマハ株式会社／株式会社来夢／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

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76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、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。

https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178


会 場 ソニックシティ
地下1階 第1展示場
〒330-8669　埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5

交 通 ▶ JR・東武野田線 大宮駅西口 歩行者デッキ直結
 徒歩約3分
▶ 首都高速道路埼玉大宮線 新都心西 ICより1km

▶ 駐車場完備（約 140台収容可能・200円 /30分）
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パレスホテル大宮

大宮ソニックシティ
B1F 第1展示場

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 2018 in 大宮」からお申し込みください。

本展示会のお問い合わせ先

大宮支店 TEL 048-640-1985
高崎支店 TEL 027-328-6450

ご来場の際は名刺を2枚お持ちください。

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。

※受付開始は 15分前からとなります。

講　　師 内　　容

①
特別講演

地下 1階 第 1展示場横
セミナールーム

11:00～ 11:40
（40分）定員80名

糸田  誠   氏

日本電気株式会社  
AIプラットフォーム事業部  
主任

生産性向上を後押しするNECのRPAソリューション！
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。

②
特別講演

地下 1階 第 1展示場横
セミナールーム

13:00～ 14:00
（60分）定員80名

戸田  覚  氏

株式会社アバンギャルド・
株式会社戸田覚事務所
代表取締役

スマートワークに成功する3つのポイント
働き方改革のテーマの一つとして、「スマートワーク」が注目されています。
そのために重要なのがデバイスの使い分けです。外出先のカフェのテーブ
ルとオフィス、自宅などでは別々のPCやタブレット、スマホさえも使うこと
になります。異なるデバイスでも作業を停滞させないためには、クラウドサー
ビスも鍵になります。この講演ではあらゆる企業の現場を取材した戸田覚
が、地に足の付いた現実的な業務改革を詳しく説明します。5年後を見据
えた本当の働き方改革を実現するヒントを見いだせるはずです。

③
特別講演

地下 1階 第 1展示場横
セミナールーム

14:30～ 15:30
（60分）定員80名

鈴木  洋平  氏

株式会社エイトレッド
営業部
部長代理

働き方改革の為のワークフロー活用法と導入事例
働き方改革を実現する ITツールとして、ワークフローシステムの導入企業
数が飛躍的に伸びています。
具体的にどのような使い方をし、働き方改革に繋げているのか。
トップシェアのワークフローソフトである「X-Point」について、実際の事例を
交えながら、活用方法をご紹介いたします。

④
特別講演

地下 1階 第 1展示場横
セミナールーム

16:15～ 17:30
（75分）定員80名

長島  淳治  氏

株式会社船井総合研究所
経営改革事業本部
プロジェクト推進室
プロジェクトマネージャー

チャンス到来！ ストック型ビジネスに転換するための方法
～粗利2,300万円以上を稼ぐ地域販社の成功モデル～ 
今年はチャンス到来です！　ストック収益構造を作るための最高の年にな
ります。商圏人口 10万人の地域で、2,300万円以上のストック収益を上げ、
今も増やし続けている地域販社は何をしているのか？　その成功方法を
お伝えすると共に、変化する時代に向けて知っておくべき時流についても
解説します。

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev17/ict_expo2018_omiya.html

http://www.pc-daiwabo.co.jp/office/kanto.html#pref_gunma
https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178


次世代テクノロジー

インテルの最新テクノロジーデモ 生産性を向上し業務効率を改善させる次世代のテクノロジーデモをご紹介します。 インテル株式会社

5万円から始められるIoT「CONPROSYS」&
最新産業用PCのご紹介

PCベースの計測・制御の市場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」。センサーやPLCからの信号を取り込みデータの見える化を
CONPROSYSは簡単に実現します。�簡単��便利��使いやすい�を展示会場で是非ともご確
認下さい。コンテックはM2M/IoTシステムを構築の課題を解決します。また、他社にない尖っ
た仕様の最新産業用PCも展示いたします。

株式会社コンテック

ビジネスプロセス変革・働き方改革を加速させる
モバイル・エッジコンピューティング・デバイス

スマートグラスによる遠隔支援ソリューション。スマートグラスの前面の高画質カメラにより、
作業をしながら作業者の前方映像を遠隔地のオペレータと共有できます。 東芝クライアントソリューション株式会社

働き方改革における�テレワーク� �残業抑止�
などのキーワードへの富士通からのご提案

企業に求められている働き方改革とは、業務フロー見直しによる時間の有効活用や、テレ
ワークによる働く場所の自由化、残業抑制による健康を意識した職場づくりなど多岐にわ
たります。そんな多くのキーワードに対して、何から手を付ければ良いか分からない、とい
うお客様も大変多くいらっしゃいます。今回、富士通からは残業抑止ソリューションや、モ
バイル運用に最適な端末等、働き方改革をご支援するご提案をさせていただきます。

株式会社富士通パーソナルズ

モバイル・クラウド

クラウドバックアップは
簡単・高速・安全のアクロニスで。 定評のあるAcronis Backupのクラウド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

「Adobe Creative Cloud」 デスクトップアプリケーションとモバイルアプリを連携させた「Adobe Creative Cloud」なら
ではの活用方法をご紹介します。 アドビシステムズ株式会社

「AutoCAD」で広がる新たな可能性 3次元汎用CADである「AutoCAD」に、業界別の「AutoCAD」が加わり、更に魅力的な製
品となりました。 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

使い方いろいろ、コンパクトデバイス

様々な用途に使えるコンパクトデバイスをご紹介します。 超小型PCはオフィスでの省スペー
スPC環境の実現だけではなく、POSやサイネージとして幅広く採用されています。モバイ
ルモニターは業務効率を向上化するノートPCのサブモニター用途、産業機械への組込、
デジタルサイネージなどにも採用されています。数多くの海外メーカー製品の国内代理店
として、お客様に最新製品をご提案してきた弊社が、そのノウハウを結集して取り揃えたユ
ニークでコストパフォーマンスが高い製品やサービスをご紹介します。

テックウインド株式会社

世界で最も安全で、管理性に優れた
HPのビジネスPCをご紹介 ● ビジネスPC　● モバイルPC　● 大判プリンター 株式会社　日本HP

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、Windows機では全製品にSSDを搭載した新製品PCの展示もさせてい
ただきます。

日本エイサー株式会社

マイクロソフト製品で実現する
働き方改革のご紹介 マイクロソフト製品で実現できる働き方改革をデモを交えてご提案します。 日本マイクロソフト株式会社

「Surface」製品のご紹介を致します
Surface製品は、デスクトップ型のStudio、ノート型のLapatop、タブレット型のPro、
Book2と幅広く展開されております。Microsoftソリューションとの組み合わせの信頼度は絶
大。是非ご覧ください。

日本マイクロソフト株式会社（Surface）

レッツ・タフシリーズを活用して
働き方革新（ワークスタイルイノベーション）を
実現 !

「レッツノート」 の新シリーズ 「XZ6」 は、ビジネスシーンに合わせてスマートにノートPCと
タブレットの使い分けが出来ます。また主力シリーズ 「SZ6」 は、12.1型オールインワンモバ
イルPCとしてモバイルワーカーからの信頼を得ております。 一方、 「タフ/タフパッドシリー
ズ」 につきましては、様々な現場で活躍する頑丈設計PCとして多くの過酷な現場で運用実
績がございます。

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

【クラウド対応】PCA DXシリーズなどの
基幹業務パッケージソフトのご案内

基幹業務パッケージソフト「PCA DXシリーズ」をご紹介 !　クラウドサービスや就業管理シ
ステムなど働き方改革や生産性向上にお役立ちできる製品が多数ございます。「PCAクラ
ウド」は、サーバー・VPN不要で初期導入コストを抑え、遠隔地でもインターネット接続
にてご利用いただけるため、多様な働き方を実現します。就業管理システム 「クロノス
Performance」は、クラウド対応によりスマホやタブレット、PCにて打刻や各種申請・承認
を行うことも可能です。

ピー・シー・エー株式会社

HUAWEI
15.6インチ Ultra Slim ノートブック & 
13.9インチ タッチ3K液晶ノートパソコン

HUAWEI 最新のWindowsノートパソコンとアンドロイドタブレットをご紹介します。 華為技術日本株式会社（HUAWEI）

ブラザーのモバイルワークソリューション

【スキャナーや複合機によるクラウドやNASとの連携で、大量の書類やデータをPCレスで
簡単に管理ができ作業効率アップ】、【質量わずか約610gのA4対応超小型モバイルプリン
ターで現場で印刷できる環境を構築】、【テレワークや出張費削減、遠隔地商談等、働き方
改革に繋がるWEB会議システムで相手や場所を選ばず手軽に打合せを実現】といった様々
なソリューションをご紹介いたします。

ブラザー販売株式会社

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。



展示タイトル 出展概要 出展社名

モリサワの「文字」と
「デジタルコンテンツ配信ツール」で
快適な情報伝達をサポート!

ビジネス文書にこそ「見やすい」「読みやすい」フォントを!ついにどなたでも簡単で気軽にご使
用いただけるフォントサービス「MORISAWA BIZ+」が新登場 !プレゼン資料やニュースリリース
にご使用いただけます。またお手持ちのPDFデータや画像データを簡単にiOS/Androidアプリ、
Web本棚にデジタル配信ができるソリューション「MC Catalog+」は、ペーパレス化によるコス
ト削減や多言語自動翻訳機能でのインバウンド事業やグローバル展開をサポートします。

株式会社モリサワ

繋ぐ音、創る音、防ぐ音をヤマハの技術が
お届けします

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「ボーかロイド教育版」 会話のプライバシーを守る「VSP-1」

ヤマハ株式会社

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

『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 !

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

DISグループ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、OS初期設定、周辺機器・オプショ
ンパーツ組み込み、アプリケーションのインストール、各種設定作業を行うキッティングサー
ビスとパソコンだけではなく、スマホや家電まで対象としたDISオリジナル延長保証のご紹介

ディーアイエスサービス&サポート
株式会社

Appleソリューションのご紹介 企業や文教での活用事例、DEPを利用した導入方法など、iPadを利用した様々なソリュー
ションをご紹介します。

ダイワボウ情報システム株式会社
（Appleソリューション）

サブスクリプション管理ポータル 
「iKAZUCHI（雷）」

複雑なサブスクリプション型クラウドビジネスの管理の負担解消を目指しDISが提供する管
理ポータル（システム）が、「iKAZUCHI（雷）」です。「iKAZUCHI（雷）」は対応ベンダーの拡
充、機能強化を続け、クラウドビジネス、サブスクリプションビジネスを進める上での基盤
として進化し続けます。

ダイワボウ情報システム株式会社
（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

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

ファイル暗号やクラウド型の
ウェブフィルタリングサービス

「InterSafe IRM」は、ファイルを自動で暗号化する情報漏えい対策ソフトウェアです。ユーザ
がファイルを保存時に自動的にファイルが暗号化され、暗号化したファイルは拡張子もその
ままです。暗号化のかけ忘れによる情報漏洩などの心配はありません。
「InterSafe MobileSecurity Lite」は、スマートデバイス用フィルタリングサービスです。OSの
標準アプリであるSafariやその他ブラウザを問わずフィルタリングを行うことができます。

アルプスシステムインテグレーション
株式会社

セキュリティカメラの運用はこう変わる!!
「VS-AI」による画像検索の効率化 !

レコーダーVioStor、DIGISTORシリーズを中心としたネットワークカメラシステム 「キーワー
ド検索」「顔検索」で録画検索を効率化するAI画像検索装置「VS-AI」 を展示し、効率的な
カメラシステム運用を提案いたします。

株式会社R.O.D

NASのセキュリティ対策と簡単サイネージ ランサムウェア対策NAS、かんたんサイネージシステム時間割看板、M2Mルータを利用し
たバックアップやサイネージ管理ソリューションをご紹介。 株式会社アイ・オー・データ機器

ログ管理のデファクト 「Alog ConVerter」
内部不正対策に、サイバー攻撃対策、働き方改革まで。 昨今、様々なシーンへのログ活
用が注目されています。「でも、具体的にどのログをどう見ればいいの?」そんな悩めるご
担当者様必見。ALogシリーズで実現可能な最新のログ活用方法を多数ご紹介いたします。

株式会社網屋

インターコムが提案する2つの働き方改革 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」。 株式会社インターコム

ヤマハで分かる"見える化 "ソリューション
ヤマハルーターの新製品「RTX830」を中心に売れ筋のNVRシリーズを展示。ヤマハスイッ
チ「SWXシリーズ」、無線アクセスポイント「WLXシリーズ」と合わせて管理者の負担が軽減
するLAN見える化のデモを行います。

SCSK株式会社

IPAが推奨する統合型セキュリティ対策とは?
ランサムウェアや悪意のあるマイナー攻撃、次々にユーザーを襲う脅威には必ずキーワード
になる対策があります。 当ブースでは真の統合型のセキュリティとは何なのかをご説明さ
せていただきます。

株式会社カスペルスキー

【ESET】 クライアント管理のススメ!!

大企業のみならず、中小企業をターゲットとしたマルウェア感染が急増しております。マルウェ
ア感染の被害に遭わない保証はありません。マルウェア感染は明らかな経営リスクです。キ
ヤノンITソリューションズブースでは、日経コンピュータ顧客満足度調査で5年連続No.1を受
賞しているセキュリティソフト「ESET」によるクライアント管理の活用方法をご紹介いたします。

キヤノン ITソリューションズ株式会社

AIを用いた顧客動向調査分析システム 
「SOTERIA」

「SOTERIA」はカメラの顔認識技術により、来店者数・性別・年代をリアルタイムでデータ
化するシステムです。来店者の滞留エリアを把握できる為、来店者層と店内での行動を分
析できます。 「SOTERIA」専用カメラは営業時間外には防犯カメラとして使用できます。つ
まり、カメラ1台でマーケティングデータの集積と防犯の2役こなします。 中小店舗や企業
でも導入しやすい価格のサブスクリプション型で始められます。

株式会社サイホープロパティーズ

クライアント運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」

「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。

Sky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

働き方改革ソリューション
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。

株式会社ソリトンシステムズ

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

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。

ソフォス株式会社

標的型攻撃に備えるセキュリティ

業務に欠かせないインフラとなっているネットワーク・メール・ファイル保護のセキュリティ
ソリューションをご案内いたします。昨年9月リリースの「i-FILTER Ver. 10」と「m-FILTER 
Ver. 5」では初の連携が実現し、内部からの情報漏えい、そして外部からの標的型攻撃に
も一貫して対応できるソリューションへ進化いたしました。「FinalCode」では企業の財産と
もなる内密情報から、業務上管理が必要な個人情報までも守り、仮に社外に流出しても
漏洩を防ぐことが可能です。

デジタルアーツ株式会社

�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」

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。

株式会社ディー･ディー･エス

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

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

簡単・安心・安全な"2要素認証 "ログイン 
「Yubi Plus」

民間企業・自治体関連・教育委員会など多くの導入実績がある二要素認証ソリューション
です。USB鍵から発行されるワンタイムパスワードと、普段使われているログインパスワー
ドを連携させることで、Windowsパソコンのログインを強力かつ安全に守ります。

日本情報システム株式会社

世界一簡単なキッティングとシステム保護 USB単体で1クリックでマスター作成、復元可能な新しいキッティングツール「ActiveImage 
Deploy USB」をリリース。規模問わずに簡単な運用を可能とするシステム保護ソリューション。 株式会社ネットジャパン

LANでつなげるパトライトの活用事例 ! ● ネットワークカメラ連携ソリューション　● 業種横断的見える化ソリューション 株式会社パトライト

Veritasのランサムウェア対策および
コンプライアンス対応

● ランサムウェア対策としてのバックアップソリューションである「BackupExec」「System 
Recovery」のご紹介
● Office365等のクラウド移行時のコンプライアンス対応としてのクラウド型メール保管・
検索サービスである「EnterpiseVault.cloud」のご紹介

ベリタステクノロジーズ合同会社

マカフィーの提唱する
ダイナミックエンドポイント

マシンラーニングで更に検知力を向上 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、シグネチャを使うことなくふるまいを分析し、未知の脅威を検知します。

マカフィー株式会社

【PoEリブーター】 のご紹介

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。

明京電機株式会社

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

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

プラットフォーム

ネットワークエンジニアの為の働き方改革 !

【PacketBlackHole】企業リスクの｢発見｣｢確認｣｢報告｣が可能。社内パソコンのインターネッ
ト不正利用を見つけたい !　→ 解決します !　インターネット利用内容を､そのまま再現し､
簡単に把握。
【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。

株式会社アリス

Windows 10時代のデジタルワークスペース
企業にとって『働き方改革』と『Windows 10対応』は、直近の課題です。「Workspace 
ONE」はデバイスを一元管理、場所を問わない働き方とセキュリティ担保を実現、また、アッ
プデートなどWin10特有の課題を解決します。

ヴイエムウェア株式会社

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

【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）埋め込み式さらにフラットで目立ちません !　● 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

FXC株式会社

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 !

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。

オムロン株式会社

※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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ビジネスを加速する
最新ハードウェアソリューション

幅広いバリエーションでユニークな製品を提供し続けるサードウェーブの最新テクノロジー
を応用したハードウェアソリューションでビジネスのお困りごとを解決します。 株式会社サードウェーブ

シスコのワークスタイル革新

日本の働き方が大きく変わろうとしています。 いつでも、どこからでも、どのデバイスから
でも仕事ができる環境を構築することは、生産性を高めるだけでなく、人財の可能性を高
め、コラボレーション（共創）を促進し、イノベーションを生み出します。 シスコの「Meraki」
と「Spark」を活用する事で新しいワークスタイルを提案いたします。

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!!

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。 シュナイダーエレクトリック株式会社

ディーリンクのWi-Fiアクセスポイント、
ネットワークSWは運用管理ツールも充実

ディーリンクは、総合ネットワークベンダーの強みを活かし、ディーリンクのネットワーク
SW、Wi-Fiアクセスポイントを運用管理ができるソフトをご紹介します。 オフィス・ホテル・
マンション・学校など様々なシーンに適したネットワーク製品も充実のラインナップでご紹
介。2018年に発売予定の製品も展示 !是非ディーリンクのブースにお立ち寄りください。

ディーリンクジャパン株式会社

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

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。

デル株式会社・EMCジャパン株式会社

Arubaなら、これ一つ 「Aruba IAP」を展示、また「Proliant Gen10」も展示予定です。 日本ヒューレット・パッカード株式会社

データがビジネスを創出 !
オンプレとクラウドのデータマネジメント

NetAppはお客様のデータ管理のリーディングカンパニーとして、自由なデータ運用を世界
中で実現しています。 必要なデータをいつでもどこからでも活用できるデータ基盤。オンプ
レとクラウドの融合で実現する『データファブリック』をご紹介します。

ネットアップ合同会社

IoT化に向けたネットワークソリューション パナソニック製スイッチングハブを用いた IoT分野でのネットワークソリューションのご提案 ・ス
イッチングハブを中心に企業、公共の IoT化を促すネットワークソリューションをご提案します。 パナソニックESネットワークス株式会社

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。 富士電機株式会社

レッドハットの最新情報をお伝えします 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OS管理製品をご紹介します。 レッドハット株式会社

映像・コンテンツ

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

EIZO株式会社

小型モニターの活用とデジタルサイネージ
放送や映像製作、文教・防犯用途に最適な小型液晶モニターを用途サイズ別に展示します。 
またデジタルサイネージや会議システムと組み合わせるTVチューナーソリューションを展示
します。

エスケイネット株式会社

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!

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。

エプソン販売株式会社

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、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、新しく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 !

株式会社沖データ

映像の入出力と、映像解析技術で
ビジネスを応援するキヤノン製品

ネットワークカメラによる映像解析技術やデジタルカメラや IJプリンターの入出力機器など、
幅広い商品群をラインナップするキヤノン製品の映像とコンテンツのご紹介。 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

4K/高画質を生かした
法人向けソリューションのご提案

2020 年に向けて拡大が期待される業務用ディスプレイ市場において、ソニーの持つ映像
技術やアプリケーション開発力を集結し、ブラビアは多様化するニーズ（企業ユース、イン
バウンド拡大、工場内モニター、デジタルサイネージ）に合わせて提案が可能です。 また
多様化する働き方にマッチするPCやデジタルペーパーなどの業務用製品をご提案します。

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」

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）からも資料共有が可能になります。

バルコ株式会社

PHILIPS最新液晶ディスプレイ

充実したラインアップと安心の5年保証※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。

PHILIPS（MMD Singapore Pte Ltd）

※出展社、出展内容は変更される場合があります。



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。

株式会社マウスコンピューター

リコーの創るビジュアルコミュニケーション
「いつでも・どこでも・誰でも・誰とでも」

働き方改革を実現するためのビジュアルコミュニケーション。テレビ会議・Web会議システ
ムを使えば、場所に捉われないコミュニケーションを実現できます。プロジェクター、デジ
タルサイネージを組み合わせることで、必要な時にすぐに集まり、情報の共有・決定がで
きる�空間�をご提案します。

リコージャパン株式会社

生産性向上

エレコムグループのソリューション ● ネットワーク工事工数軽減　● コスト削減
● ロジテックブランドのタブレット/PC本体のご提案 エレコム株式会社

レーザー&LED光源プロジェクターで
スマートオフィスのご提案

カシオプロジェクターは時間とコストの節約にお役立ちします。環境にも配慮し全てのプロ
ジェクター光源に水銀を不使用。最短5秒で電源オン、投映が即スタート、時間の無駄を
省きます。光源寿命は全ラインナップ20,000時間、ランプ交換の心配が和らぎます。更に
ラインナップの多くで輝度劣化対策として防塵構造を採用、フィルタ-交換も少なく。時間
とコストの節約で皆様の会議をスマートにするお手伝いをさせて下さい。

カシオ計算機株式会社

NAKAYOソリューション製品展示

全ての業種に提案可能な、IPテレフォニーシステム「NYC-Siシリーズ」は、スマートな新機
能を搭載、スマートホン連携、大型LCD付 IP電話機等オフィスに新しいワークスタイルを
提案します。周辺機器としてリチウムイオン電池UPS新製品のご紹介を予定しています。介
護施設 /高齢者住宅向ソリューションとして、導入コストの高い、NYC-Si緊急呼出コールシ
ステム及び周辺機器の展示をいたします。

ナカヨ電子サービス株式会社

NECのRPAソリューション
「RoboSol」のご提案

働き方改革を推進するツールとして、ソフトウエアロボットが業務を行うRPA（Robotic 
Process Automation）に注目が集まっています。 NECブースでは「RoboSol」のデモンストレー
ションなどを通し、人とロボットが協働する、新しい業務オペレーションをご提案します。 
会場内セミナーでも「RoboSol」のご紹介をいたしますので併せてご参加ください。 ブース
では他にNECの顔認識技術を活用したサイネージシステムも出展いたします。

NEC（日本電気株式会社）

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

国産3年保証セルスター製ドライブレコーダー
セルスターのドライブレコーダーとレーダー探知機は国内自社工場生産で3年保証が付帯
しており、高い信頼性を実現しています。その他に災害時にも役立つインバーターやポー
タブル電源等があり幅広い業界で採用されております。

株式会社来夢

シェアNo.1ワークフロー 「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

教　育

「一人一台」の ICT教育環境を実現 文教から製造業まで屋内・屋外の無線環境構築をご提案します。 株式会社バッファロー

遠隔授業向けビデオソリューション
プリンストンは、教育現場の最新ニーズや 新しい取り組みに応える製品が充実。タブレット
端末に「動き」を+した新感覚のビデオコミュニケーション「kubi」を始め、デジタルデバイス
や ICTを活用した効果的な授業をサポートします。

株式会社プリンストン

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。

同じ大宮ソニックシティ内のパレスホテル大宮で、
奉行クラウドが体感いただけます。

詳細やお申込は、 Webサイトをご確認ください。

OBCパートナーカンファレンス 2018
～奉行クラウド新製品発表会～

https://www.obc.co.jp/s2018
https://www2.obc.co.jp/evt/entry/PC2018/180518

会場 ｜ パレスホテル大宮日程 ｜ 2018年5月18日（金） 参加費 ｜ 無料

同 日
開 催


