
本展示会のお問い合わせ先 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。

ダイワボウ情報システム株式会社
大宮支店：TEL 048-640-1985

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev17/powerday2017omiya.html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「PowerDay 2017 in 大宮」からお申し込みください。

【電車】 JR・東武野田線　大宮駅西口から
 徒歩約3分（歩行者デッキにて直結）

【車】 ソニックシティビル地下に
 有料駐車場完備（200円/30分）

2017年2月3日㊎
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大宮ソニックシティ B1F 第1展示場
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5

http://www.sonic-city.or.jp/
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※ご来場の際は名刺を2枚お持ちください。

セ ミ ナ ー
時間 タイトル・概要 講　師

11:00～
12:00

広がる無線LAN、新たな活用術のご紹介 !
働きかた改革から、教育、観光、防災への活用を、提案ポイントを導入事例とともにご紹介いたします。

櫻井  仁史氏
シスコシステムズ合同会社
ソフトウェア&ネットワーク事業
シニアプロダクトセールススペシャリスト

13:00～
14:00

真のランサムウェア対策とは?
ウイルス対策ソフトを導入する事だけがランサムウェア対策であるとお考えではございませんか？
未知の脅威にも対応できるKaspersky Endpoint Security を導入し、正しく運用する事で真に必
要な対策を講ずることが可能となります。
本セミナーではランサムウェアから重要なデータを守る方法について、ご紹介いたします。

逸見  利介  氏
株式会社カスペルスキー

14:30～
15:30

ソニーのビジネス戦略
～2020年に向けた顧客価値向上のためのブラビア・ビジネスソリューション提案～
2020年に向けて拡大が期待される業務用ディスブレイ市場において、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て、文教やセキュリティ、企業ユースからデジタルサイネージまで、ブラ
ビアを活用したさまざまな用途におけるソリューション提案を行います。

樺山  拓  氏
ソニーマーケティング株式会社
法人営業本部 BRAVIA B2B ビジネス部
統括部長

16:00～
17:00

ワークスタイル変革を実現する
モバイル/クラウドツールのご紹介
少子高齢化による労働力の確保が問題になる中、従業員一人一人の生産性向上が重要とされています。
モバイルワーク環境を整備することで、生産性向上に加え、コスト削減や更にはフリーアドレス化による
新たな労働環境まで可能性が広がります。本セミナーではWindows 10 Mobile、Office365などのツー
ルを中心に企業の中でどのような活用が可能か、またご提案のポイントをご紹介いたします。

塚本  小都
ダイワボウ情報システム株式会社
東日本営業本部 営業推進グループ



最新 IPカメラシステム　AIカメラ検索エンジン レコーダー「VioStor」「DIGISTOR」を中心に、AI技術を使ったカメラシステムを提
案いたします。 株式会社R.O.D 

大画面テレビが大変身 !　
テレビをタッチモニタへ

大型テレビをタッチパネルに変身させるてれたっちや、液晶モニタを使用したサイネー
ジソリューションをご紹介します。 株式会社アイ・オー・データ機器

サーバログ管理ツール「ALog ConVerter」／AMIYAの
クラウドネットワーク

アクセスログ管理は始めていますか？　ALogは重要データへ「いつ／誰が／何を
したか」を管理します。拠点間VPNやリモートアクセス、無線LANなど、面倒なネッ
トワーク管理をクラウド管理で一発解決！

株式会社網屋

アドバンテックが提案する最新の IoTソリューション ハードからソフトまで！　Windows10とAzureを使用した IoTトータルソリューショ
ンをご提案いたします。 アドバンテック株式会社

Adobe Creative Cloud
Adobe Acrobat DC製品とAdobe Document Cloudを活用した業務効率化をご
紹介します。 アドビシステムズ株式会社

ネットワークインフラの柔軟で効率的な管理・運用 「一元化」「簡素化」「自律化」を有線・無線に関わらず実現する「Network AI」をご
紹介します。 アライドテレシス株式会社

モバイルのビジネス活用「VAIO Phone Biz」
加速するモバイルのビジネス活用 :Windows10 Mobileの導入メリットとVAIO 
Phone Bizが選ばれる理由。Windows10のモバイル活用 :SIMフリーLTE対応、
VAIOでモバイルワークを変革。

VAIO株式会社

EMM AirWatch　働き方改革への第 1歩 管理者・利用者から選ばれるEMMツール AirWatch、その理由と機能をご紹介し
ます。 ヴイエムウェア株式会社

バーコード・ICタグで現場の業務改善 !! 新型ハンディターミナル、ウェアラブルターミナルなどをご紹介します。 株式会社ウェルキャット

モバイルバーコードリーダ 超小型の2次元イメージャ、Android一体型スキャナ、smart POS周辺機器など
をご紹介します。 ウェルコムデザイン株式会社

「AS400クラウド」／「AGS奉行クラウド」 ホスティングサービス「AS400クラウド」や、『奉行 i10』の公式対応クラウドであり、
スムーズなシステム構築が可能な「ＡＧＳ奉行クラウド」をご紹介します。

AGSビジネスコンピューター
株式会社

ビジネスシーンに役立つ、ASUSソリューション 法人向けノートPC・AIO「ASUS PRO」シリーズや法人向けTablet「ASUS 
Zenpad for Business」を展示します。 ASUS JAPAN株式会社

出来ないことができる、EIZOモニターの世界。 見えないモノが見える監視用モニターやグッドデザイン2016を受賞した純白モニター
をご紹介します。 EIZO株式会社

多業種で活躍　
小型液晶モニター・TV

アナログ入力対応の小型モニターやTV、小型TVチューナーBOXなどを展示します。 エスケイネット株式会社

次世代ネットワーク・セキュリティソリューション SCSKは長年ネットワーク・セキュリティ対策製品を取り扱ってきた経験を活かし、
より良いネットワーク環境構築をサポートいたします。 SCSK株式会社

情報コンセント内に埋め込む小型無線アクセスポイント 省スペースで快適かつ安価な無線環境を実現する、小型アクセスポイントを導入事
例を用いてご紹介します。 FXC株式会社

メリットたくさん、しかもプリントコスト1/2
ビジネスインクジェットならプリントコストはレーザーの半分。今選ぶならエプソンの
ビジネスインクジェットです。 エプソン販売株式会社

話題のVRを体感 !　
産業用PCのご提案も可能です! 

話題のVR製品を活用したご提案や、グループ力を活用し、エンベデッド製品をご提
案します。 エレコム株式会社

基幹業務システム「大臣シリーズ」 会計、販売管理、人事・給与、顧客管理といった、目的や用途に応じた製品で基
幹系業務の効率化を実現します。 応研株式会社

オフィスのお悩み解決 !
5年間無償保証でTCO削減

新サービスCOREFIDO 3Sと幅広いビジネスシーンで活躍中の複合機・プリンタを
展示します。 株式会社沖データ

仮想環境にも対応 !　
UPS用新シャットダウンソフトのご紹介

Hyper-V/VMwareなどの仮想環境でも、機器やデータをしっかり保護するUPSや
シャットダウンソフトによる最適な構成をご提案いたします。また、アイ・オー・データ
機器社製NASのNarSuSを使用してのUPSとNASの一元管理もご提案いたします。

オムロン株式会社

秒速投映プロジェクター
新製品の御提案

カシオLED& レーザー光源プロジェクター
速 :すぐ点く最短5秒投映　楽 :長寿命光源　耐 :埃に強い防塵設計 カシオ計算機株式会社

感染を防ぐ最後の砦
脆弱性パッチマネジメント

面倒なパッチ適用を自動化するソリュ―ションのご紹介。攻撃のほとんどはパッチ適
用にて予防可能です。 株式会社カスペルスキー

マルウェア対策ソフト
ESET（イーセット）

「検出率」「動作の軽さ」が特長のウイルスソフトです。「残期間保証サービス」を活用
し、乗換検討しませんか?

キヤノンITソリューションズ株式会社

次世代ファイアウォール  クラビスタ― ランサムウェア対策にも有効な、次世代ファイアウォール/UTM Clavister（クラビスタ―）です。

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

出 展 内 容
タイトル 出展概要 出展社名



映像監視ソリューション「SeeIT」 モバイルボックスを使用したLAN工事不要のクラウド型映像監視ソリューションをご
紹介します。

キヤノンマーケティングジャパン
株式会社

M2M/IoTシステム基盤をワンストップで!!
「簡単」「便利」「使いやすい」を追求したM2Mデバイス・クラウドサービスをご紹介し
ます。 株式会社コンテック

「kintone」 / 「サイボウズ Office」
安心のシェアNo.1グループウェア「サイボウズ Office」に加えて、企業ごとに異なる
ビジネスニーズに合わせファストにクラウドの業務アプリを用意できる「kintone」を
展示します。

サイボウズ株式会社

留守番見守りカメラ 「ATOM」
WIFIタイムラプスカメラ 「TLC120」

WIFI接続で簡単接続。360度回転し、顔認証が出来る見守り防犯カメラ ATOM。
スマホで簡単に撮影ができるタイムラプスカメラ TLC120を展示します。 株式会社サイホープロパティーズ

話題の電動昇降デスク
タブレットをより便利に!

「立ち・座り」を取り入れ、健康的な働き方をサポートする、『電動昇降デスク』をご
紹介いたします。 サンワサプライ株式会社

法人向けタブレットを小ロットからカスタマイズ製造 深センに自社工場を構え、小ロットから、ご要望スペックに過不足なく最適にカスタ
マイズ製造いたします。 株式会社ジェネシスホールディングス

安定稼働をお約束するシスコ無線LAN
セミナーで紹介する製品を展示。新製品の無線LANソリューションを中心に、
Cisco Startシリーズ＆Merakiシリーズを展示いたします。 シスコシステムズ合同会社

① 電子黒板BIGPAD
② 簡単デジタルサイネージ

①プロジェクターに代わり、電子黒板としてもご活用いただけるシャープ70型
BIGPADをご提案いたします。
②USBメモリ等で簡単にコンテンツの再生が可能なシャープのサイネージディスプレ
イをご提案いたします。

シャープビジネスソリューション
株式会社

世界で最も選ばれているUPSブランドAPC!!
12月に新製品を発売 !PC含めNAS・NW機器・監視カメラ向けに最適なUPSを
ご紹介します。 シュナイダーエレクトリック株式会社

情報セキュリティサービス「MSKクラウド」 「MSKクラウド」は24時間365日、ネットワークの安心安全を「多層防御」で守るク
ラウドサービスです。 新興サービス株式会社

クライアント運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」

IT資産管理・ログ管理・デバイス管理など「情報漏洩対策」と「IT運用」に必要な機
能を搭載しています。 Sky株式会社

法人向けブラビアのご紹介
各種業務用製品のご紹介

様々な業務用途でご利用いただける製品を多数ご提案しております。法人向けブラ
ビアのセミナーも行います。 ソニーマーケティング株式会社

クラウド管理コンソールで各製品の機能連係開始 ネットワークからエンドポイントまで製品同士の機能連係が開始。それらをクラウド
上で一元管理可能です。 ソフォス株式会社

企業無線LANの必需品！
不正接続をシャットアウト

企業無線LANに求められる安全性と運用性。それらをシンプルに実現する
NetAttest EPS/D3をご紹介します。同製品は、MACアドレスやパスワード、電子証
明書による認証までを1台でカバー。導入・運用が容易な、実績No.1の国産製品です。

株式会社ソリトンシステムズ

No.1 デルソリューション VDIを実現するハイパーコンバージド製品とシンクライアント端末、顧客満足度 1位
評価のPC製品をご紹介します。 デル株式会社

モバイルワーク生産性向上
東芝 dynabook

オフィスでもモバイルでも快適な使い心地で業務生産性の向上をサポートする東芝
dynabookシリーズをご紹介します。

東芝クライアントソリューション
株式会社

東芝テックの軽減税率対策補助金対象製品 軽減税率対策補助金対象製品に登録済のシステムレジスターMA/FS-2055シリー
ズをご紹介します。 東芝テック株式会社

トレンドマイクロ 最新セキュリティのご紹介 Office365やモバイル等、様々な環境に対応するクラウド型最新セキュリティをご紹
介します。 トレンドマイクロ株式会社

新しいワークスタイル提案　モバイルワークの活用 Acerの2in1 タブレットやWindows Phone、Chromebookなどをご紹介します。 日本エイサー株式会社

日本HPがご紹介する最新テクノロジー ジネス向けモバイルデバイス「HP Elite x3」他、日本HPの最新テクノロジーをご紹
介します。 株式会社日本HP

簡単・安心のセキュリティ
YubiPlus/SMLデスクトップ

簡単・安全・安心のセキュリティ
指タッチだけで簡単ログイン：Yubi Plus
情報漏えい対策ツール：SMLデスクトップ

日本情報システム株式会社

防犯対策や入退室の管理に顔認証システム導入セット 実際の利用シーンに見立てたデモ展示で顔認証のスピードと正確さ、そして便利さ
を体感いただけます。 日本電気株式会社

「Aruba」インスタントアクセスポイント
APにコントローラ機能を内蔵し、AP1台から使えるArubaのインスタントアクセス
ポイントを展示し、日本語化されたGUI、ウィザードによる簡単設定などの特長をご
説明します。

日本ヒューレット・パッカード
株式会社

「Office 365」「Azure」で実現する
働き方変革とBCP対策

Office 365で実現できる働き方変革と安全安心クラウドバックアップサービスをご紹
介します。 日本マイクロソフト株式会社

出 展 内 容
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。



出 展 内 容
タイトル 出展概要 出展社名

desknet's NEO + ChatLuck 顧客満足度No.1グループウェアdesknet's NEOに、 ChatLuckで更に業務効率化。 株式会社ネオジャパン

ネクストセットアドオン for Office365
Office365をもっと便利に安全に利用したい !
ネクストセットのアドオンで解決可能です。 株式会社ネクストセット

小規模事業者様に最適な監視カメラのご紹介 小規模事業者様向け監視カメラシステム及び、10GbEのLANポートを搭載した法
人様向けNASのご紹介します。 株式会社バッファロー

企業課題の見える化　
～今を視る・過去を診る・未来を変える!～ 

・ネットワークカメラとつながるパトライト　・パトライトの簡単 IoTソリューション 
・BCP対策　緊急速報「エリアメール」対応警報装置 株式会社パトライト

高速ネットワークインフラの構築と運用 アップリンク10Gスイッチ、雷サージ耐性強化スイッチ、IEEE802.11acの無線アク
セスポイントなど止まらない高速ネットワークを紹介します。

パナソニックESネットワークス
株式会社

ビジネスモバイルPC & 頑丈タブレット ・モバイル性を重視した軽量・長時間・高性能なノートPC
・頑丈タブレットで現場業務の IT化を促進

パナソニックシステムネットワークス
株式会社

基幹業務パッケージソフト「PCA DXシリーズ」 新製品『PCADXシリーズ』がいよいよリリース。「つながる×ひろがる」基幹業務シス
テムとして業務を大幅改善。 ピー・シー・エー株式会社

日立 「指静脈認証装置」&「SOLIDWORKS」 ・マイナンバー制度対応にお勧め !PCログオンセキュリティー強化 !　・機械系3次
元CAD市場シェアNo1!

株式会社日立製作所

新製品登場 !
Android搭載サイネージ

三年間オンサイト保証付き、全てのニーズに答えるフィリップスサイネージをご紹介
いたします。 Philips （MMD Singapore Pte Ltd） 

QNAP×クラウド連携 & 画面投影はワイヤレスで!
PCとNAS をUSBでも直接接続することができるNASと簡単に画面投影がワイヤ
レスでできるTRUCASTを出展します。 株式会社フォースメディア

お客様の業務課題解決 !
富士通の最新機種ご紹介

文教市場向けタブレットや、セキュリティを高める静脈認証装置、最新 IoT製品など
幅広い製品を出展いたします 株式会社富士通パーソナルズ

高効率性UPSの電源ソリューション提案 非常用発電装置・高効率性UPS等、富士電機の電源ソリューション技術を集結し
た製品をご紹介いたします。 富士電機株式会社

ファブリケーション＆プログラミング教育用教材のご紹介 ファブリケーション教育用3D-CAD教育用ソフトウェア「作ってみよう」や、プログラ
ミング教育用教材「動かしてみよう」をご紹介します。 富士電機 ITソリューション株式会社

ブラザーソリューション【モバイルワーク】 クラウドサービスと連携可能な複合機やモバイルプリンター等を用いた業務改善を図
るソリューション紹介します。 ブラザー販売株式会社

アクティブラーニング向け協同作業ソフト「Tidebrak」
新感覚テレプレゼンスロボット「kubi」

アクティブラーニングで使えるコラボレーションソフト、PBL型授業にも利用可能な
「Tidebreak」と、新感覚テレプレゼンスロボット「kubi」。通話先の相手が目の前
にいるかのような感覚となるビデオコミュニケーションを実現します。

株式会社プリンストン

簡単操作で会議をもっとスムーズに!
デジタルサイネージディスプレイとワイヤレスプレゼンテーションキットを活用したソ
リューションをご紹介します。 ベンキュージャパン株式会社

国内生産カスタマイズPC　選ぶならマウスでしょ!
幅広いカスタマイズPCに iiyamaモニタやモバイル端末、マウスの魅力全てをご紹
介します!

株式会社マウスコンピューター

Dynamic Endpoint
オールインワンであらゆる規模に対応。新たな脅威に対応する柔軟性を備えた、統
合的なエンドポイント保護スイートです。 マカフィー株式会社

「守る会話」「繋ぐ会話」 「会話漏洩を防ぐスピーチプライバシーシステム」
「遠隔会議に役立つマイクスピーカー」 ヤマハ株式会社

小型軽量な書画カメラ、ドライブレコーダーのご紹介 書画カメラは従来のパソコン環境に加え、タブレットでも使用可能。学校や企業の多く
のシーンで活躍します。またドライブレコーダーなどの自動車用機器のご紹介いたします。 株式会社来夢

コンパクトプロジェクター&コンテンツ配信のご紹介 リコーの最新のコンパクトプロジェクターやコンテンツ配信方法をご紹介します。 リコージャパン株式会社

ワークスタイル変革 ワークスタイル変革 （HCI/SDSアプライアンス、PC、タブレットほか） レノボ・ジャパン株式会社

アップルソリューションのご紹介 無料POSレジアプリ「Airレジ」や教育向けポータルなど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）

クラウド型サイネージ「Signex」 クラウドで手軽にデジタルサイネージを導入できます。独自コンテンツに、天気予報
やニュースを追加し、見てもらえるサイネージに!

ディーアイエスアートワークス
株式会社

DISが提供する サービス&サポート サーバー拡販プログラム、タブレットキッティング、パソコン・タブレット向け延長保
証をご紹介します。

ディーアイエスサービス&サポート
株式会社

No.1のワークフローソフト「X-Point」 スマートワーク、ペーパーレス、内部統制に必須のワークフロー。
サイボウズ、Office365との連携実績も豊富。 ディーアイエスソリューション株式会社

※出展社、出展内容は変更される場合があります。


