
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

大宮ソニックシティ 
 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

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69社 全87ブース!

I C T E X P O 見 ど こ ろ

arcserve Japan合同会社／株式会社アール・アイ／株式会社R.O.D／RPAテクノロジーズ株式会社／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
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／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／日本電気株式会社／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／カシオ計算機株式会社／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／サイボウズ株式会社／サンワサプ
ライ株式会社／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／ソースネクスト株式会社／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／Dynabook株式会社／タッチパネル・システムズ株式会社／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／株式会社テンダ／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／日本情報システム株式会社／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・ジャパン合同会社／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LS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／ブラザー販売株式会社／株式会社プリンストン／株式会社マウスコンピューター／三菱電機株式会社
／ヤマハ株式会社／株式会社来夢／株式会社ラネクシー／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（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69社、87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.

7.23㈫
10:00 ▶ 17:30

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


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

大宮支店　TEL 048-640-1985
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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 大宮」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。
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大宮ソニックシティ
B1F 第1展示場

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

■　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）

※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

地下1階 第4展示場

11:00 > 12:00
（60分）定員80名

鈴木 修平 氏
RPAテクノロジーズ株式会社
パートナー営業部　ディレクター

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の事例をご紹介いたします～
「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。本セッションでは国
内の導入実績とノウハウを多く持つRPAテクノロジーズによる講演と、DISの自社
導入事例をご紹介する、2社のコラボレーションでRPAをご紹介いたします。

2
特別講演

地下1階 第4展示場

13:00 > 14:30
（90分）定員60名

斎藤 昌義 氏
ネットコマース株式会社
代表取締役

Sierはもういらない!
DX時代にそう言われないためにはどうすればいいのか
「稼働率が上がっても、利益率が上がらない」。SI事業の難しさは、この言葉に集約
されるのかも知れません。加えて、少子高齢化による労働力の減少は、事業規模の
拡大を難しくし、売上や利益の増大が難しくなることは、もはや時間の問題と言える
でしょう。また、DX時代を迎え、ユーザー企業は内製化を積極的に進めつつあり、
もはやこれまで同様のやり方で生き残ることは難しくなろうとしています。このような
DX時代をどう解釈すればいいのか、どのような戦略を採るべきかを考えます。

3
コラボレーション
セミナー

地下1階 第4展示場

15:00 > 16:00
（60分）定員60名

志村 大輔 氏
日本マイクロソフト株式会社
チャネルビジネス推進本部
ビジネスディベロップメントマネージャー

塚本 小都 
ダイワボウ情報システム株式会社
販売推進3部 SW3グループ  課長代理

マイクロソフトとDISが考える
クラウド・サブスクビジネス展望
Windows 10、Office 365、Microsoft 365 や Azure の浸透に伴い、ますます
自動継続サブスクリプション型のクラウドサービスが重要になってきます。
マイクロソフトのクラウド戦略、DISの iKAZUCHI（雷）が今後どのようにビジネス
変化へ対応していくのか、これからのクラウドビジネスの展望を含めてご紹介します。

4
ビジネスセミナー
地下1階 第4展示場

16:30 > 17:15
（45分）定員60名

赤井 誠 氏
日本マイクロソフト株式会社
認定トレーナー

広がるMicrosoft 365 Educationの導入
いままさに日本の教育現場では「子どもの学び方」「先生の教え方」「教職員の働き方」
の3 つの改革が求められています。
そのためには学校全体の ICT 環境の整備が欠かせません。
そのための最適なソリューションとなる「Microsoft 365 Education」 と1人1台の
デバイス配備に向けて導入が加速する教育向け Windows デバイスを全国の導入
事例とともにご紹介します。

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev17/ict_expo2019_omiya.html

セ ミ ナ ー の ご 案 内

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
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev17/ict_expo2019_omiya.html


※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）

意図せず残る
クライアントデータの保護は、
アール・アイが解決します!

「働き方改革」に伴い、外出先PCのセキュリティ対策 として、
データ紛失・漏洩リスクを減らせる「Shadow Desktop」。
本製品はPCのデータのみ仮想化するという次世代型ソ
リューションです。そして、2020年1月に迫る Windows 
7 のサポート終了。それに伴う Windows 10へのデータ移
行作業簡略化にも活用できるバックアップソフト「Secure 
Back」を製品展示・デモ実施します。

株式会社アール・アイ

“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

ファイル自動暗号化ソフト、
クラウド型SSL通信解析対応
Webゲートウェイサービス

■「InterSafe FileProtection」では、外部からの攻撃を
100%防ぐことが困難となっている昨今、万が一情報が流
出してもデータを保護するファイル自動暗号化ソリューショ
ンです。■「InterSafe GatewayConnection」では、最
新の標的型攻撃の隠れ蓑となっているSSL通信を解析し可
視化することで安全なWebアクセスを実現するマルチデバ
イス対応のクラウド型セキュアWebゲートウェイサービスで
す。

アルプス システム
インテグレーション株式会社
（ALSI）

インターコムの『働き方改革』
支援ソリューション

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。

株式会社インターコム

内部情報漏えい対策も
外部脅威対策も
「LanScope Cat」が
オールインワンで管理します!

「LanScope Cat」は『内部情報漏えい対策』も『外部脅威
対策』もオールインワンで管理できる、統合型エンドポイン
トマネジメントツールです。これから対策をご検討される方
も今の対策で課題や不安を抱えられている方も、まずは弊
社ブースにお越しいただき、必要な対策について一緒に考
えていきましょう! ツールは活用して価値を発揮します。そ
のためのご提案をエムオーテックスは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

「ESET」
クライアント管理のススメ!

Windows 7 のサポート終了を間近に迎える中、PCの入
替だけで大丈夫ですか。実はPCの入替タイミングはウ
イルス対策ソフトを見直す絶好の機会です。当ブースでは
「ESET」をお勧めする理由と、「ESET」によるクライアン
ト端末の有効な管理方法をご紹介します。

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 Server2008 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とメールを
『無菌室』化するセキュリティ

内部からの情報漏洩・外部からの標的型攻撃に一貫
して対応可能な、導入実績No.1のWebセキュリティ
製 品「i-FILTER」Ver.10と、 メ ー ル セ キュリティ製
品「ｍ-FILTER」Ver.5、クラウド上でご提供する「@
Cloud」、6月27日のアップデートに伴い、より機能・価格・
ライセンス体系を大幅刷新し、より広範囲・強固なファイル
セキュリティ運用が可能になった、渡したファイルが後から
消せるファイルセキュリティ「FinalCode」をご紹介します。

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など、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

「Office 365」で実現する
働き方改革のご紹介

Office 365 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

労基法・消費税は
PCAで対策

会計や給与、販売管理ソフトなどの基幹業務アプリケーショ
ンを展示しております。2019年4月に行われた労基法への
ソフトウェアでの対応や来る消費税に対しての対策を、ソフ
トウェアを利用して実現します。一般的な基幹業務アプリ
ケーションだけでなく、製造、建設、医療福祉などの業種
に特化したソフトウェアのご紹介、ご案内もさせていただく
ことが可能です。

ピー・シー・エー株式会社

出 展 概 要



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（雷））

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迅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

【RPA】業務自動分析／
【次世代マニュアル】
ナビゲーション：
最新ソリューション展示

■ RPA業務自動分析ツール「D-Analyzer」：RPA化に適
切な業務を自動分析し、フロー図として可視化。またRPA
化業務のコストを自動算出し、導入前後の効果測定が可能
に。　■ 次世代マニュアルソリューション「Dojo Sero」：導
入企業2,600社を誇るDojoが企業のシステム運用を改革。
システム操作を自動ナビゲーションし、社内FAQ対応・マニュ
アル化対応など、運用コスト大幅カットを実現。

株式会社テンダ

ワークフロー「X-Point」／
音声認識「Amivoice」

DISグループのDISソリューションが、働き方改革に最適な
商品をご紹介します。民間企業の働き方改革に必須のワー
クフロー「X-Point」、自治体・金融・医療・製造業で話題
の音声認識「Amivoice」といった各市場でナンバーワンシェ
アを持つこれらの商品について、実機を用いたデモンスト
レーションをご覧いただけます。

ワークフロー【X-Point】／
音声認識【Amivoice】
（ディーアイエスソリューション
株式会社）

セキュリティ

Arcserveシリーズ
最新版のアップデートを
お届けいたします!

この春新しくなったArcserveシリーズ最新版のアップ
デート情報をお届けいたします。「Arcserve UDP 7.0」、
「Arcserve Backup 18.0」、「Arcserve Replication/
HA 18.0」をリリースいたしました。また、「Arcserve 
UDP Appliance 8000」シリーズにローエンドモデル4TB
が新登場 ! ぜひ、この機会に新機能・最新ソリューション情
報をキャッチアップください。

arcserve Japan合同会社

映像監視は、EYE（人の目）
から AI（人工知能）へ。
新NVR「DIGISTOR UHD」
シリーズ

「VS-AI」は、AI（人工知能）の認識技術を用いることによっ
て記録の瞬間検索を実現した検索装置です。直観的な操作
で、ストレスなく画像や動画を見つける事が出来ます。新
NVR「DIGISTOR UHD」シリーズの発売。ライセンスを
追加することにより登録カメラ台数の上限を増やすことが
可能になりました。ライブ専用ユニット Dualeye２nd で
PCレスでモニタリングが可能。「DIGISTOR」との連携で
「DIGISTOR」の録画映像の閲覧が可能になりました。

株式会社R.O.D

サイバー攻撃防御を自動化
「APRESIA」&
「AN-Tracker」

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するソリューショ
ンをご紹介します。さらに、新製品「日本語WebUIによる
直感的な操作が可能」なWebスマートスイッチも操作画面
をご覧いただきながらご紹介します。

APRESIA Systems
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 です。

SONICWALL
（ソニックウォール・ジャパン
株式会社）

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

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。

ソフォス株式会社

二要素認証の「Yubi Plus」

「Yubi Plus」は二要素認証を用いてWindowsログインを
簡単に実現し、パスワードの管理の煩わしさなくセキュリティ
を強化できます。簡単で分かりやすく、低コストで短時間の
導入が可能なため、多くの現場でご好評をいただいており
ます。ぜひ、「Yubi Plus」を体感ください。

日本情報システム株式会社

エンドポイントセキュリティの
決定版 !
証跡管理と持ち出し制御を
ご紹介いたします。

ラネクシーでは、情報漏洩対策や働き方改革のサポートと
して、物理・シンクライアント環境に関わらず、精度の高
い収集力で操作ログを取得する　「MylogStar（マイログス
ター）」とPCの外部接続デバイスやネットワークからの重要
情報の持ち出しを防ぐ　「DeviceLock　（デバイスロック）」　
を出展いたします。

株式会社ラネクシー
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次世代テクノロジー

ノンプログラミングで
業務自動化！
国内RPAトップシェア　
BizRobo!

■ RPA（Robotic Process Automation）とは ・RPAが
必要とされる背景と日本における労働環境の変化 ■ 業務
効率化におけるRPAの強みとアウトソーシングとの違い ■ 
RPAによる業務自動化のメリット ■ RPAがビジネスと市場
に与える影響 ■ これからRPA導入を進める方へ ■ RPA
導入事例 ・ダウンロードしてすぐにご利用可能！『BizRobo
マーケット』

RPAテクノロジーズ株式会社

LoRa通信で実現する
本物の環境監視と生産性向上

■ Wi-FiやBluetoothでは実現が難しい工場建屋内全域
や複数の「壁」をものともしない通信距離の「ももことあや
か」「WD100」シリーズを展示デモ　■ WD100シリーズ
の稼働管理や震動管理、電流・電圧ゲートウェイ装置を展
示　■ サーバラックの電源監視、消費電力計測、ブロック
毎の電源制御など、ネットワークにつながるインテリジェン
トPDU 600シリーズを展示

株式会社アイエスエイ

NecFace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。

NEC（日本電気株式会社）

製造業の IoTを支える
「CONPROSYSシリーズ」& 
最新産業用PCのご紹介

産業用機器の総合メーカーとしてコントローラ本体や周辺
機器、ネットワーク機器までを手掛けるコンテックがM2M/
IoTシステムを構築する上での課題を解決します。既存工
場設備の稼働監視、見える化、故障予知に、IoTシステム
を構築する環境を「CONPROSYS」が丸ごと提供。手付か
ずになっていたトレーサビリティの仕組みを簡単に導入いた
だける、現場ですぐ使える簡単導入パッケージも展示しま
す。

株式会社コンテック

インバウンドや外国人との
コミュニケーション対策に!
74言語対応の通訳機
ポケトーク

「ポケトーク W」は世界74言語に対応した手のひらサイズの
AI通訳機です。ボタンを押しながら話しかけるだけの簡単
操作で通訳がいるかのように会話ができます。2019年4月
23日にシリーズ累計出荷台数が40万台出荷を突破した実
績ある製品で、交通機関や飲食、小売はじめ様々な業種で
導入が進んでいます。当展示では実機を展示し、インバウ
ンドでの活用事例や各業種での導入に至ったポイントをご紹
介いたします。

ソースネクスト株式会社

働き方を変える、
日本HPの最新ラインアップ Webサイトをご参照ください。 株式会社日本HP

【ワークスタイル業務変革】
テレワークスタイルによる
業務効率化のご提案

働き方改革関連法の順次適用に伴い、労務管理や現場での
様々な働き方の工夫・向上が求められております。当社で
はテレワークスタイルでの業務効率化や残業削減、紙文書
電子化による生産性の向上など、時間や場所の制約を受け
ずに柔軟に働く事が出来る形態をご提案いたします。

株式会社富士通パーソナルズ

DISが ご 提 案 す るRPAソ
リューション

働き方改革を進めても、業務の総量が減少するわけではな
く社員への負荷が増える場合もあります。DISではロボット
を使用した作業時間の削減を提案します。RPA導入をご検
討の方、導入後の推進でお悩みの方、是非ブースへお立ち
寄りください。

ダイワボウ情報システム
株式会社（RPA）

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

働き方改革を実現する
「dynabook」シリーズ

働き方改革のパートナーとしてお客様が求めるソリューショ
ンや製品をご提案いたします。 Dynabook株式会社

14インチ940gの
軽量モバイルノートPCの他、
注目のChrome新製品が集合!

13型筐体に14型筐体を搭載した、薄型・軽量の新ノート
PCがついに登場しました。実機を手に取って、その軽さを
実感してください。その他、Chrome OS 搭載タブレット、
Chromebase 最新機種の参考出展もご用意し、皆様のご
来場をお待ちしております。

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）

しごとコンパス
（働き方改革お手伝い）

「レッツノート」と「タフシリーズ」の展示により、現場プロセ
スイノベーションを訴求します。

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
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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」
「VR」といったハイエンド構成も対応可能 ! 文教向けにも活
躍できるタブレット製品も展示いたします。利用目的・ご予
算に合わせ自由に「カスタマイズ」が可能。「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、あらゆる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

ダイワボウ情報システム
株式会社（Appleソリューション） Appleのソリューションおよびプログラムを紹介いたします。 ダイワボウ情報システム

株式会社（Appleソリューション）

スマートテレワーク
パッケージ

『テレワーク導入推進コンソーシアム』が提供する、テレワー
ク導入に適したツールなどを詰め込んだパッケージを紹介し
ます。必要なツールを選択するだけで、すぐにテレワーク
をスタートできる環境を整えることができます。

ダイワボウ情報システム
株式会社（テレワーク
導入推進コンソーシアム）

DIS mobile（通信）とLTE
内蔵PC／SIMフリーデバイス
／WiMAX2+

「DIS mobile WiMAX2+」の展示、「DIS mobile SIM」と
LTE内蔵PC、SIMフリーデバイス（CATスマホ）の展示、タッ
チパネル対応の翻訳機「FreeTalk」も展示いたします。

DIS mobile
（通信・ITデバイス）

ITインフラ（サーバー＆プラットフォーム）

Windows 2008 NAS　
EOS間近 !
リプレイスのご提案

「Windows Server IoT 2019 for Storage Standard」搭
載NASおよびLTEルーターをご提案します。

I・O DATA（株式会社
アイ・オー・データ機器）

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。定評のあるオンプレミス
だけでなく、さまざまな自然災害を想定した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
ションもそろえており、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

「VMware SD-WAN by 
VeloCloud」を活用した
WAN最適化

「VMware SD-WAN by VeloCloud」は、あらゆるタイプ
のWAN回線を統合して有効活用することで、クラウド サー
ビス、プライベート データセンター、SaaSベースのアプ
リケーションへのアクセスを最適化します。また、WANネッ
トワークを簡素化し、ネットワークの俊敏性を高めます。

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

信頼と実績の
APCブランド UPS

数々のアワード実績を持つAPCブランドのUPS。サーバー
やネットワーク機器などの IT機器に加え、拡大するIoT環
境の電源保護でも活躍が始まっています。IoT時代の最新
UPSをシュナイダーエレクトリックよりご紹介します。

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頂いているのが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

高性能かつ多機能なHCI
HPEのHCI「HPE SimpliVity 380」が搭載する『重複排除』
『圧縮』の常識を覆した、3つのテクノロジーをご紹介しま
す。

日本ヒューレット・パッカード
株式会社

ITインフラを劇的に改善する
ハイパーコンバージド
インフラ

Nutanix（ニュータニックス）は、HCI：ハイパーコンバージ
ドインフラの元祖として市場をリードし、マルチクラウドアー
キテクチャを構築、運用することを可能にしました。基盤と
なる Nutanix Enterprise Cloud OS ソフトウェアは、プ
ライベートクラウド、パブリッククラウド、ディストビューテッ
ド（分散）クラウドの各オペレーティング環境を統合し、あら
ゆる規模の ITインフラストラクチャーとアプリケーションを
単一で管理する機能を提供します。

ニュータニックス・ジャパン
合同会社

「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

働き方改革的PC
キッティングとシステム保護

大量のPCのキッティングの作業の効率化とシステム保護の
効率化をご提案します。 株式会社ネットジャパン
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NAS /
タッチスクリーンモニタ / 
監視カメラ /
データ消去

■「QNAP」：信頼性と拡張性を兼ね備えた、簡単・安心の
ネットワークストレージです。　■「Newline」：カメラ、マ
イク、スピーカー、Win PCが一体型のオールインワンのタッ
チスクリーンです。　■「VIVOTEK」：監視カメラとNVR、
PoE-Hubがセットになった監視カメラパッケージです。　■
「Blancco」：PCのHDDやSSDを丸ごとデータ消去できる
「Drive Eraser」を展示します。

株式会社フォースメディア

スマートに働き方改革＆
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＆
『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、
クラウド感覚で仮想化を実現する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

ネットワーク

ネットワークを理想的な状態
で維持するための最適な
管理・分析ソフトウェア
「AT-Vista Manager EX」
のご紹介

「AT-Vista Manager EX」はスイッチやルーター、無線
APの管理が可能な管理・分析ソフトウェアです。無線アク
セスポイントの管理を中心に複雑な無線LAN管理を簡単に
するAWC、ローミングレスの無線環境を提供する「AWC-
CB」のご紹介をいたします。

アライドテレシス株式会社

「Cisco Meraki」／
「Cisco Webex」

クラウド管理型ネットワークソリューション 「Cisco Meraki」
／ クラウド会議サービス「Cisco HyperFlex（HX）HCI」が
働き方改革を実現します。

シスコシステムズ合同会社

文教向け無線LAN環境・
ストレージ

文教市場向けにストレス無くご利用いただくための、無線
LAN環境のご提案です。 株式会社バッファロー

業界初 !パナソニックの
PoEで工場の業務を
アップデートしませんか？

工場（北関東）に向けて弊社の新PoEの紹介をいたします。
具体的にオートリブート機能、耐環境性に優れており既に現
行で使用されている産業用SWに対して価格も抑えられて
おり運用、管理面において非常に優れております。

パナソニックLS
ネットワークス株式会社

繋ぐ音、創る音、防ぐ音を
ヤマハがご提案

WEB会議/遠隔会議の会話を円滑に行うためのマイクス
ピーカー「YVCシリーズ」や、会話のプライバシーを守る
「VSP-1」。さらに、ネットワーク製品もご紹介します。

ヤマハ株式会社

映像・ドキュメント・周辺機器

EIZOモニターで働き方改革!

■ まだノートPCの小さい画面だけで仕事をしている
の？!EIZOが提案するわずか横幅1mのPC作業環境で、業
務効率が大幅アップ　■ EIZOの最新タッチモニターのご
紹介

EIZO株式会社

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ビジネスシーンでお役
立ちいたします。

株式会社沖データ

ES機能搭載
水銀ゼロプロジェクター

ES機能搭載プロジェクターを活用したスムーズな会議や活
気が出る授業をご提案します。 カシオ計算機株式会社

多様な書類を一括管理する
『イメージ管理システム』

このようなお悩みはありませんか？ ● 帳票・書類に応じて、
スキャニング操作を最適なロケーションで実施したい。● 
スキャン操作時のインデックス（顧客情報など）入力を省力
化したい。● 受付業務など営業店から本部担当部署にファ
クスで照会業務を実施しており、ファクス回線の話中や誤送
信のリスクもあるため、スキャナー・イメージ管理基盤を活
用し、ファクスによる運用をやめたい。● システム導入後
の管理対象書類・帳票の追加など、環境変化にも柔軟に対
応したい。

キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社

エクステンダーを利用した
映像システムのご提案／
拡声器スピーカー

離れた場所にあるディスプレイに情報を出力する方法とし
て、ディスプレイエクステンダーを利用した映像システムを
ご提案いたします。また、広い場所で遠くまで声が届き、
講義や屋外イベントなどに最適な拡声器スピーカーをご提
案いたします。

サンワサプライ株式会社

法人向け「BRAVIA」「VAIO」、
デジタルペーパー、
ネットワークカメラなど
最新機種をご紹介

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。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
もご紹介いたします。

ソニーマーケティング
株式会社

ラインナップ豊富！
業務用タッチパネル
専門メーカー

■ 大型タッチパネルを活用した双方向デジタルサイネージ 
■ 新製品POSレジスター「PayPoint」 ■ IP54準拠で最
新の医療規格にも対応したメディカルタッチモニター

タッチパネル・システムズ
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

「ClickShare」で、
ワイヤレス×ミーティング＝
効果的で生産性の高い
ワークスタイル改革を実現 !

ワイヤレスミーティングシステム「ClickShare」は、ワイヤ
レスで複数のPC・モバイルから共有ディスプレイに画像動
画を投影可能にする法人向け仕様の国内外シェアNo.1製品
です。新製品「CSE-200+」を展示。従来のマルチデバイ
スの直感的な切替に加え、タッチディスプレイ完全連携によ
る、アノテーション＆インタラクティブ＋データの保存共有
機能を加わりました。クリエイティブでありながら、低価格
で効率と生産性の高いワークスタイル改革を実現します。

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（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搭載モニターおよびB2B強化モデル
をご紹介いたします。

PHILIPS
（MMD singapore Pte Ltd.）

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

製造業・企業向け
「カンタンサイネージ」の
ご提案

SDカードでお手軽電子看板「カンタンサイネージ」を製造業
様や企業様をターゲットとした活用シーン毎のご提案をさせ
ていただきます。

三菱電機株式会社

国産3年保証セルスター製
ドライブレコーダー

セルスター製のドライブレコーダーをメインで展示致しま
す。 特徴は「国内自社工場生産」で「3年保証」が標準付帯
しております。 装着必須とまで言われておるドライブレコー
ダーや、災害時などで大活躍のポータブル電源なども展示
致しますので、是非ご覧ください。

株式会社来夢

一歩先ゆく新感覚の体験。
生産性の向上、業務の効率化、
クリエイティブな成果を。

■ 「今、書きたい」を実現する、手のひらサイズの一歩先ゆ
く新感覚のプリンター。■ 空間まるごと、まるでその場に
いるような360度映像受信によるビジュアルコミュニケー
ション。■ リコーが提供する最新ツールをご紹介させてい
ただきます。

リコージャパン株式会社

業種別ソリューション

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。その他、映像、
DTP/WEBデザイン、デジタルサイネージ導入支援のコン
テンツ制作サービスのご紹介もいたします。

ディーアイエス
サービス＆サポート株式会社

タブレット活用での
点検業務の効率化・
ペーパーレス化のご提案

防塵・防滴・対衝撃の堅牢製の高いタブレットを活用した点
検業務などのペーパーレス化をご提案します。 エレコム株式会社

製造現場・物流現場の
改革に繋がるソリューション

出荷ラベル・SCMラベル・PDラベルなど必要なラベルを
その場で印刷出来る、持ち運び可能で頑丈なモバイルプリ
ンターをご紹介します。送り状専用ドライバーを選ぶだけ、
面倒な設定いっさいナシ誰でもミスなくサクサク、送り状印
刷ソリューションをご提案します。

ブラザー販売株式会社

教育 ICT

DISの
教育 ICTソリューション

2020年からの新学習指導要領への対応に備え、2019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
ロダクトから教員研修、ICT利活用・運用まで一環してご提
案させて頂きます。

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）

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

大宮支店　TEL 048-640-1985
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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 大宮」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。
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ソニックシティビル

ソニックシティホール

パレスホテル大宮

大宮ソニックシティ
B1F 第1展示場

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

■　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）

https://www.pc-daiwabo.co.jp/office/kanto.html#pref_saitama



