
業務のみならず社会のあり方を変える技術やビジネススタイルが急速に

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。

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・オー・データ機器／アイコム情報機器株式会社／アイテック阪急阪神株式会社／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／株式会社アスク／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／株式会社インタフェース／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／株式会社映像センター／EIZO株式会社／AOSデータ株式会社／
株式会社エクシード・ワン／株式会社エステック／NEC (日本電気株式会社)／FXC株式会社／エフセキュア株式会社／エムオーテックス株式会社／エム・ティ・プランニング株式会社／株式会社　L is B／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／株式会社ガイアエデュケーション／カコムス株式会社／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／キヤノンマーケティングジャパン株式会社／光昭株式会社／株式会社コムリンクス／株式会社コンテック／株式会社サードウェーブ／サイバーソリューションズ株式会社／サイボウズ株式会社／株式会
社サンセイテクノス／サンワサプライ株式会社／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／ジャパンメディアシステム株式会社／シュナイダーエレクトリック株式会社／ジュピターテクノ
ロジー株式会社／Sky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／ダイトロン株式会社／
Dynabook 株式会社／株式会社たけびし／タッチパネル・システムズ株式会社／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／デジサート・ジャパン合同会社／デジタルアーツ株式会社／株式会社
テンダ／トレンドマイクロ株式会社／日本アイ・ビー・エム株式会社／日本エイサー株式会社／株式会社 日本HP／日本AMD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／株式会社ネオキャリア／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／株式会社PFU／ピー・シー・エー株式会社／華為技術日本株式会社／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／富士電機ITソリューション株式会社／ブラザー販売株式会社／ぷらっとホーム株式会社／株式会社プリンストン／株式会社ブルーポート／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／三菱電機株式会社／メガソフト株式会社／株式会社モリサワ／ヤマハ株式会社／UPSソリューションズ株式会社／横河レンタ・リース株式会社／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・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社／レノボ・ジャパン株式会社／株式会社ロゼッタ／ロックンチャージ (グレイスリンクス・エンタープライズ株
式会社)（五十音順・2019年12月22日現在）
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

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）

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

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

ICT EXPO 見どころ

出展メーカー 114社  150ブース以上！

関西2020  『ICTによる未来共創』
DISがお届けするICT総合展示会

in関西
ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター

グランフロント大阪

〒530-0011 
大阪市北区大深町3-1 
グランフロント大阪 北館 B2F

関西2020『ICTによる未来共創』をテーマに、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商談に役

立つ幅広い商材を幅広く展示いたします。スマートデバイスやIoT、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。

10：00～17：30

（水）1.29
2020.

参加料無料
入退場自由

セミナー情報は次ページをご覧ください。

https://www.congre-cc.jp/access/


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 2020 in 関西」からお申し込みください。
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev11/ict_expo2020_kansai.html

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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阪神
梅田
駅

阪神高速道路池田線
梅田出口

グランフロント大阪

コングレコンベンションセンター
ナレッジキャピタル

北館 B2F
インターコンチネンタル

ホテル大阪

■ JR大阪駅 中央北口より徒歩5分
■ 地下鉄御堂筋線梅田駅より徒歩5分
■ 阪急大阪梅田駅より徒歩5分

交通

〒530-0011 
大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F

ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター

グランフロント大阪会場

1
パネルディスカッション

ルーム1&2

（60分）定員120名

10:30～11:30

2
特別講演
ルーム1&2

（60分）定員120名

13:00～14:00

3
特別講演
ルーム1&2

（45分）定員120名

14:45～15:30

4
特別講演
ルーム1&2

（60分）定員120名

16:00～17:00

講 師 内 容

富田 直美 氏
株式会社 hapi-robo st 代表取締役社長
ハウステンボス株式会社 取締役 CTO

古山 早苗 氏
ヴイエムウェア株式会社　
ソリューションビジネス本部 クラウド技術統括部 クラウド技術部 部長

佐藤 壮一 氏
日本マイクロソフト株式会社
マーケティング＆オペレーションズ部門
Azure ビジネス本部 製品マーケティング＆テクノロジ部
プロダクトマネージャー

島崎 聡史 氏
ニュータニックス・ジャパン合同会社
ソフトウェアテクノロジーセンター　テクニカルエバンジェリスト

井田 晶也 氏
インテル株式会社
執行役員 パートナー事業本部 本部長

『人を幸せにするテクノロジーの活かし方』

森本 登志男 氏
キャリアシフト株式会社 
代表取締役

総務省委嘱 地域情報化アドバイザー／
総務省委嘱 テレワークマネージャー／
岡山県 特命参与（情報発信担当）／
甲南大学 非常勤講師

世界初のロボットホテルである「変なホテル」、ハウステンボスでの
ドローンライトショーなど、ハウステンボス最高技術責任者として携
わる富田氏。テクノロジーを活かしきれていない日本の現状に問題提
起し、何のためにテクノロジーを用いるのか、人が幸せになる為のテ
クノロジーの活かし方とは何かについてお伝えします。

東京2020オリンピック競技大会に向けた
インテルの技術貢献

テレワークとは？ 働き方改革最新事情と導入のコツ

東京2020オリンピック競技大会に向けた、インテルの先進技術を活
用した取り組みをご紹介します。
テクノロジーがスポーツ観戦体験をどのように変えてゆくのか。私た
ちの生活を変える可能性を秘めたテクノロジーとその活用をお伝えし
ます。

「働き方改革」を実現するための方法の一つとして、テレワークが注目
を集めています。テレワーク制度を導入した企業では、社員のワーク
ライフバランスが向上するだけでなく、会社の業績に好影響を及ぼす
ケースが出始めています。
多くの自治体や企業のテレワーク導入促進支援を手掛ける豊富な経験
に基づき、自治体や大企業に限らず、中堅中小企業まで、幅広い業種
におけるテレワークの最新事情や導入のコツをお話しします。

※受付開始は15分前からとなります。
セミナーのご案内

HCIを牽引する3社が議論、
「各社のビジョンと戦略の違い」
「vSAN HCI」に「Nutanix HCI」 、「Azure Stack HCI」 。
HCI（ハイパーコンバージド・インフラストラクチャ）を牽引する
VMware・Nutanix・Microsoftの3社が各社HCIの特徴や、今後のビ
ジョンなどについて触れ、ディスカッションします。

https://www.congre-cc.jp/access/
https://www.congre-cc.jp/access/
https://www.congre-cc.jp/access/
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev11/ict_expo2020_kansai.html
https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev11/ict_expo2020_kansai.html


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
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 人材育成・
情報共有

情報
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セキュリティ
強化

BCP 対策
（防災対策）

教育の
情報化

インテルの最新テクノロ
ジーデモ

インテルが提唱する次世代のモバイルPCを定
義した「Project Athena」は、次世代テクノロ
ジーを活用した新しいモバイルPC体験の実現
を目指す、非常に薄くて軽量、かつ長時間バッ
テリ駆動で、インテル® CoreTM プロセッサー
搭載のノートブックPCです。 またそれらに搭
載されているインテル® Wi-Fi 6 ソリューショ
ンは、最速の PC 向けワイヤレス速度を達成
し、より応答性の高いパフォーマンスを発揮す
る最新のテクノロジーです。その他、メモリを
変えるだけでPCの応答性が高まるインテル® 
OptaneTM メモリなどをご紹介します。

インテル株式会社

NECが誇る、顔認証技
術を採用した製品・サー
ビスを中心とした体験型
ブース

■顔認証技術（登録～認証までの実機を使った
デモを体感、「NeoFace Cloud - akerun連
携」 によるドア開錠システム等）
■共創ワークソリューション クラウド型 遠隔
ミーティングサービス  「Zoom」
■ 文 教 向 け ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 連 携 端 末 

「Chromebook Y1」

NEC
（日本電気株式会社）

「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、S a a S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

Collaboration ＆
Cloud Networking

「Cisco Meraki」 の特長であるクラウド管理
機能を活用したネットワークの可視化・シンプル
な運用、今後のデジタルマーケティングに向け
たデータ分析機能をご紹介させて頂きます。ま
た、クラウド会議サービスの 「Webex」 では
簡単操作で高品質なコミュニケーションの実現
を体感いただき、リリースされた新機能につい
ても紹介いたします。

シスコシステムズ
合同会社

法人利用に
最適なデバイス
“Windows 10 Pro
モダンPC 2020”

" モ ダ ン P C という言 葉 を ご 存 知 で しょう
か？薄 く軽 く、動 作 が 快 適 で 、デ ザ イン
も 洗 練 さ れ てい る  W i n d o w s  1 0  デ バ
イスとして 店 頭 な ど で 展 開 して い ま す 。 
ブースでは法 人 向けモダンP Cを特 集し、各
メーカーの デバ イスを一 挙 にご 紹 介 いたし
ます。またクラウド時 代 の 展 開 手 法 である 
Windows Autopilot のデモもご体験頂けま
す。ぜひ、Microsoftブースにお立ち寄りくだ
さい。"

日本マイクロソフト
株式会社

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 P C 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「 S h a d o w 
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

「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

【クラウド対応】
サイバー攻撃対策
ソリューション

クラウド対応の情報漏洩対策ソリューション「InterSafe　
I L P 」、多 様 化 するサイバ ー 攻 撃 対 策へ向 けて進 化し
たWe b 分 離ソリューション「 I n te r S a fe  We b Fi lte r 」＆

「InterSafe WebIsoration」、ChromeBookにも対応し
たクラウドWebフィルタリングソリューション「InterSafe 
GatewayConnection」などをご紹介します。

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

社 外 で 使 うP C からの 情 報 漏 洩 を 防 ぐ 。従 業 員 の 残
業 状 況 や テレワーカーの 勤 務 状 況 などを 可 視 化 する

「MaLionCloud」と お客様や現場の問題を遠隔でスピード
解決する、「RemoteOperator Helpdesk」をご紹介

株式会社インターコム
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クラウドベースの
エンドポイントセキュリティ
プロテクションサービスビジネス

PC、モバイルデバイス、サーバを守る、クラウドベースの包
括的なエンドポイントセキュリティパッケージです。

エフセキュア株式会社

統合エンドポイント
セキュリティ

PCの資産管理から内部セキュリティ、次世代型のAI外部
脅威対策に至るまで対応できる「LanScope Cat」をご紹
介します。またスマホ・タブレットも管理できるMDMである

「LanScope An」に加え、ビジネスチャットで自動化できる
特許出願中の新製品「Syncpit」もご覧ください。

エムオーテックス株式会社

「AutoCAD」で働き方改革を
実現!

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

最新の脅威対策から
Win10対応も含めた
唯一無二のセキュリティ対策
ソリューション

通常のウイルス対策ソフトに加え︑別売りオプションにて 
Windows 10のFU（大型アップデート）の管理、OSクローニ
ング/配信によるキッティングやトラブルに役立つ機能、デ
スクトップ共有によるヘルプデスク支援機能を網羅したオプ
ション製品の販売を強化しております。 

株式会社カスペルスキー

様々なニーズに応じて
柔軟に提案
セキュリティソフト「ESET」の
ご紹介

「ESET」ソフトウェアシリーズでは、ますます巧妙化・悪質化
するサイバー攻撃に対抗するために、エンドポイントセキュ
リティだけではなく、仮想サンドボックスや機械学習機能を
組み合わせたクラウド型レピュテーション製品の提供もして
おります。また手続き簡略化、自動更新、利用台数の変動
等にも柔軟に対応可能な iKAZUCHI（雷）版も提供してお
ります。お客様のニーズに応じて柔軟にご提案させていた
だきます。ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

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、社内に
乱立するファイルサーバの管理には何が最適かなど、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。また、最新の製品も一部参考出
展いたします。

株式会社ソリトンシステムズ

「DigitalArts@Cloud」Webと
メールとファイルを安心安全に
運用。手元を離れたあともコン
トロール

モバイルワーク・働き方改革に合わせて、利用シーンがこ
れまでの社内利用から、インターネットを介してデバイス・
OS・ロケーションもマルチで対応する必要がございます。

「DigitalArts@Cloud」ならそんなマルチ環境においても
安心・安全・便利な環境をお客様へすぐにご利用頂けます。
管理者の皆様が時間を取られるインシンデント対応も遮断・
隔離・侵入検知まで自動化できる「業務負荷軽減」を実現で
きるツール、それが「DigitalArts@Cloud」です。

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

人事を経営のセンターピンに
「jinjer（ジンジャー）」

「jinjer」は企業の人事バックオフィスデータの一元管理が
行えるプラットフォームサービスです。勤怠・人事・労務・経
費・モチベーション管理など多数プロダクトを展開してお
り、クライアント様の課題感に合わせて自由な組み合わせ
でのご提案が可能です。クラウド型でありながら、従業員
データベースを活用し各プロダクトのマスタ情報を統一可
能なサービスです。

株式会社ネオキャリア

「desknet's NEO」/
「ChatLuck」

累計400万ユーザー様以上に導入実績のある 国産のグ
ループウェアです。スケジュールの管理・共有から、企業
ポータル、ワークフロー、掲示板、日報、ウェブ会議、安否
確認まで、企業の情報共有基盤として、業務改善と働き
方改革に役立つ様々な機能を提供します。また、日経コン
ピュータ誌の顧客満足度調査 にて5年連続No.1のご評価を
いただいており、徹底した 『現場主義』 で 使いやすさにこ
だわったグループウェアです。

株式会社ネオジャパン

サービス開始12年!
導入実績13,000法人!
基幹業務に「PCAクラウド」!!

基幹業務クラウドサービスの紹介です。PCAクラウドWeb-
APIを利用し60を超えるクラウドサービスとのシームレスな
データ連携が実現できます。2019年4月からの働き方関連法
施行労基法では、初めて罰則規定が設けられコンプライアン
スが求められます。「クロノスPerformance」では各種アラー
トにより法令順守を促進します。ぜひご体感ください。

ピー・シー・エー株式会社
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Windows 10 時代の新しい
エンドポイントの紹介

Windows 10 についている MS Defender でいいや。という
ユーザーが増えている中、管理はどうするのかというポイン
トが抜けていますので、マカフィーが既存のエンドポイント
と同様に管理します。ターゲットは、Windows 10 ユーザー
です

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）

31メーカー／93サービス（2019年12月現在）を提供する国
内最大規模のサブスクリプション管理ポータル 「iKAZUCHI

（雷）」 をご紹介します。

iKAZUCHI（雷）
（ダイワボウ情報システム

株式会社）

DIS mobile（通信・ITデバイス）

当社が取り扱う通信サービスも拡充を重ねラインアップも豊
富に。 『通信コストを再販できる』年間パックのご紹介。SIM
フリーデバイスのご紹介と共に各キャリア通信SIMプランを
組み合わせて、ユーザー様の用途にあわせた最適な通信サー
ビスをご提案いたします。今回、クラウドPBX（モバビジ）や
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、スマート翻訳機もご紹介いたします。

DIS mobile
（ダイワボウ情報システム

株式会社）

ビジネスソフト&クラウド

企業の命、データをセキュアな
クラウドに保管・管理

・バックアップソリューションは、生産性向上に直結するソ
リューションではないため、企業様は予算がとれないことが
ほとんど。いかにコストをかけずにデータを保護できるかがポ
イント。AOSBOX Businessは、圧倒的な低コストにて企業ご
担当者さまの課題を解決いたします。・弊社はデータ復旧事
業も行っており、自然災害の影響を受けた機器の復旧依頼も
多く寄せられます。しかしながら、これは治療策であり、完全
に復旧できるかはリスク。予防策となるバックアップの重要性
はこれまで以上にご理解いただけると考えます。

AOSデータ株式会社

確定し次第、Webサイトで
お知らせします。

確定し次第、Webサイトでお知らせします。 株式会社エクシード・ワン

現場のチカラを最大化するビ
ジネスチャット「direct」

チャットボットでビジネスはさらに進化する。 株式会社 L is B

Office 365の導入支援、
有効活用や最新アプリを
ご紹介

弊社では、Office 365を円滑に導入するための導入支援
サービスから有効活用や新たなアプリのトライアルの視点
から研修サービスや研修動画配信サービスなどOffice 365
のことならなんでも一気通貫にサポートできるよう多様な
サービスをご提供しております。ぜひお立ち寄りください。

カコムス株式会社

Office 365／G Suite 専用
オールインワンセキュリティ
ソリューション

Office 365 G Suiteには添付ファイル自動暗号化機能・
メールアーカイブ・遅延送信やBCC強制変換のような、高
度なメールセキュリティ対策機能が十分ではありません。 

「Cloud Mail Security Suite」 は Office 365 や G Suite を
利用する企業が必要とするメールセキュリティ機能を強化す
るサービスです。 「情報漏洩対策」「標的型メール攻撃対
策」「メールアーカイブ」「アクセス制御」といったメールセ
キュリティ機能の強化を、1つのサービスで実現できます。

サイバーソリューションズ
株式会社

Web会議で
コミュニケーションを
もっと便利に

さまざまなワークスタイルの変化に対応できるコミュニケー
ションシステムです。場所限らずスマホ・タブレットでも利用
可能。100%自社開発で業界の先駆けとして2001年より
開発・販売を行っております。ビジネス現場だけでなく、教
育・医療・公共など、あらゆるシーンで経費削減やコミュニ
ケーション活性化のお役立ちができます。

ジャパンメディアシステム
株式会社

パートナー様との協業による
クラウド型ソリューション作り

IBMクラウドをプラットフォームとした、全国のパートナー様
とご一緒にソリューション作り&仲間作りをいたします。具
体的な事例もご紹介いたします。

日本アイ・ビー・エム株式会社

Office 365 アドオン、
ビジネスLINEなど、
最新クラウド・IoT活用

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

働き方改革の決定版!
社内情報資産を簡単・確実に
伝えるソフトウェア「iTutor」

「iTutor（アイチューター）」は、『伝わる』『理解できる』を
効率よく実現します。PCを一度操作するだけで、取込・編
集・出力の簡単な3ステップで文書・動画・トレーニングコンテ
ンツがすぐ完成。また携帯などで撮った動画を取り込み現
場手順動画や機能紹介動画、さらにはドキュメントマニュ
アルにも。PowerPoint感覚で誰でも簡単に内製化可能
オールインワンツール。御社の働き方改革を推進します。

株式会社ブルーポート

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です。

メガソフト株式会社
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UD（ユニバーサルデザイン）
フォントで拡がる「伝わる」「つ
ながる」コミュニケーション

2020年東京五輪・パラリンピック競技大会へ向け、外国人
の受入れや障害を持った方々への配慮が求められるなか、
多言語やUD（ユニバーサルデザイン）に対応したコンテン
ツ作りを支援するフォント製品をご紹介します。

株式会社モリサワ

「X-point」／「AgileWorks」、
「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

ATLED／OKWAVE／
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

ついにクラウドサービス
新登場!

「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。また今年は、バックアップデータ専用の災害対策
向けクラウドも満を持して新登場。さらに提案や導入の幅
を広げて、皆様をお待ちしております。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

AI検索装置 「VS-AI」

■ 「VS-AI」：● 最大16チャンネル ・キーワード入力による検
索が可能！ ● アラート機能により、外部機器への通知もOK！ 
■ 外部ファイルのアップロードにも対応！ 「DIGISTOR」 ● ４
K対応！ ● H.265対応！ ● ライセンスアップにより登録カメラ
台数が増やせる！ ● デュアルモニター仕様！

株式会社R.O.D

クラウド型インターネット
分離サービス

「Cloud Shield -i」

「Cloud Shield -i」はインターネット分離をクラウドにて提
供することで、初期導入コストの大幅な削減と導入スピー
ドの迅速化を実現。既存ブラウザでインターネット閲覧が
可能な上に、Web無害化とファイル無害化機能を標準搭載
しているため、安全なブラウジングとダウンロードファイル
からの感染リスクの極小化を実現します。また、脅威が内
部ネットワークに侵入する前に分離して封じ込めるものであ
るため、未知のウイルスに対しても有効です。

アイテック阪急阪神
株式会社

ペーパーレス会議
「ECO Meeting」/
無線環境調査

「NetworkDoctor」

会議準備に係る資料作成、印刷と人件費のコスト削減や機
密性が高い情報の管理と情報漏洩対策が行えます。自治
体・金融・大学・病院・官公庁で採用されているペーパーレス
会議のご紹介と屋内外問わず無線LANの電波調査をもと
に快適な無線環境の提案から工事まで行います。

株式会社エステック

エンドポイントレベルで
不正検知と情報漏洩を防止

外部からの攻撃や内部からの脅威にさらされる事は避け
られませんが、データの漏えいや損失を防ぐ事は可能で
す。ジュピターテクノロジーでは、エンドポイントで、機密
情報の漏えいや不正な操作を行っている端末を検知するソ
リューションEndopoint Protector+e-Patrolと有害なWeb
サイトのアクセスを制御するWebtitanをご紹介します。

ジュピターテクノロジー
株式会社

Ｓｋｙが提供するソリューション
【情報セキュリティ対策】
【学習活動サポート】など

■「SKYSEA Client View」は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、長時間労働対策を支援するソ
リューションです。 ■「SKYDIV Desktop Client」は「ネット
ワーク分離によるセキュリティ強化」に特化したシンクライ
アントシステムです。■「SKYMENU Class」はタブレット端
末を活用した学習活動をサポートするソリューションです。

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です。

SONICWALL
（ソニックウォール・ジャパン

株式会社）

セキュリティ対策の
自動化ソリューション

ファイアウォールとエンドポイントの連係によるインシデント対
応の自動化であるシンクロナイズドセキュリティについてご紹
介します。脅威の検出、ネットワーク隔離、脅威の駆除、ネッ
トワーク復旧を自動化させることで、セキュリティ対策が自動
化されます。これにより、IT管理者がいない企業でも、大手
企業クラスのセキュリティ対策が実現できます。自社にセキュ
リティ管理者がいらっしゃらない企業様は、ぜひこの自動化さ
れたセキュリティ対策を、ソフォスブースでご覧ください。

ソフォス株式会社

DX活用で働き方改革。
テレワーク時も情報資産を
守る多要素認証。

本格化するDXやテレワークのなりすまし対策、監督官庁や関
連機関などが示すセキュリティガイドラインに示す多要素認
証に対応したソリューションをご紹介。Windowsログオン、
アプリケーション、VDI環境接続を一つの認証基盤でセキュ
アに運用。煩わしいパスワード管理からも解放されます。

株式会社ディー・ディー・エス

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

ブラウザで「保護されていない通信」、こんな警告を見たこと
がありませんか？ Webサイトには本物のサイトであることがわ
かるようにSSLサーバ証明書を導入し、HTTPS暗号化通信
で運用することが求められます。日本ベリサインとして設立以
来、24年にわたり電子証明書の発行ベンダーとして国内で
豊富な実績とノウハウを保有する、デジサート・ジャパンのSSL
サーバ証明書とWAF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）

PC証跡管理「MylogStar」&
データ持ち出し制御

「DeviceLock」

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PCの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!
現場開発実績No.1!
RPAテクノロジーズの

「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

ヒヤリハンター/スマホ決済
最新自動認識ソリューションICタグを活用した重機衝突防
止システム「ヒヤリハンター」を始め、最新の自動認識ソ
リューションを業界別にご提案いたします。

光昭株式会社

積層信号灯IoTで設備の
稼働状況を素早く簡単に
見える化&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・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。また展示会場では、
積層信号灯IoTキットで設備の稼働状態を見える化するデモ
も実施予定です。コンテックは、M2M/IoTシステム構築の
課題解決に役立つソリューションをご提供します。また、他
社にない尖がった仕様の最新産業用PCも出展いたします。

株式会社コンテック

交通機関、飲食、ホテル、
病院、官公庁など続々導入！
進化した通訳機ポケトーク！

ポケトークSは74言語※で双方向に翻訳、会話可能なAI通
訳機です。名刺サイズの大きさで、翻訳スピードもアップし、
カメラ翻訳、定型文登録機能、通貨、単位換算機能など、
新機能も増えました。「通訳を雇うコスト削減」、「接客でき
たことによる売上げアップ」、「技能実習生の離職率対策」、

「職場環境改善」など、お客様の様々な課題解決で利用さ
れています。※55言語は音声とテキスト、19言語はテキスト
に翻訳。

ソースネクスト株式会社

モバイルエッジ
コンピューティング&
スマートグラス

モバイルエッジコンピューティングデバイス「DE100」と
インテリジェントビューア「AR100」。モバイルエッジコン
ピューティングが現場の業務効率化、生産性向上をトー
タルに支援します。「Vision DE Suite」は、「DE100」と

「AR100」に向けて開発されたソリューション。熟練者が
現場作業者を支援するためのさまざまな機能を提供しま
す。新機能「作業ナビゲーション」が追加され、作業計画か
ら現場作業、遠隔支援、証跡管理までの業務サイクル全体
をサポートできるソリューションに進化しました。

Dynabook 株式会社

データ入力業務効率化ツール 
「ファイルアーク Officeエディ
ション」（手書き文字対応）

紙の書類をシステムへインプットする業務を効率化。 スキャ
ンした紙の書類から、OCR（文字認識）機能を用いて文字
データ化し、帳票レイアウトを一度登録するだけで、自動で
データへのインプットが可能。 また、インプットするデータを
システム側に合わせた加工ができ、システム側の改修作業
が発生することなく使用できる。活字文字だけでなく、手書
き文字にも対応したAI機能搭載のOCRエンジンにより、高
度な読取精度を実現。

株式会社たけびし

RPA化すべき業務の洗い出しと
可視化＆導入を加速する！

■  R PA の 導 入 前 、展 開 時 の 業 務 可 視 化 、分 析 を 効
率 化し導 入を加 速させる 「 D -An a ly ze r 」、「 Do j o 」、

「D-Analyzer」。RPAの導入時に、課題となる “RPA化す
る業務の可視化＆分析＆判断” を、時間とコストをかけず
に実現できる導入支援ツールです。 ■ 「Dojo」 導入実績
2,600社超のマニュアル自動作成ソリューション：RPA化を
行う際に、現場が手作業でまとめていた業務手順を、網羅
的に且つ自動でドキュメント化できるようにすることで、担
当者の負担軽減を実現するサービスです。

株式会社テンダ

働き方を変える、
日本HPの最新ラインアップ

確定し次第、Webサイトでお知らせします。 株式会社 日本HP

人と人とをつなげる
ネットワークソリューション

■「arrows hello」マルチ通訳機 世界と『話す』『聞く』『読
む』が自由自在　 ■「SR-M」無線LANソリューション 強固
な企業ネットワークを実現するIEEE802.11ac対応無線LAN
アクセスポイント　 ■「SR-S TR1シリーズ」セキュアスイッ
チ 追加投資なく既存スイッチからの置換えで確実で迅速な
端末の可視化を実現。

株式会社
富士通パーソナルズ

IoT・制御・ネットワーク
あらゆる場面で活躍する
マイクロサーバー

社会インフラ・通信インフラ・社内インフラ、様々なインフラ
においてIoT・制御・ネットワーク構築をスピーディーに実現
するマイクロサーバーをご紹介いたします。

ぷらっとホーム株式会社

高精度AI自動翻訳「T-400」

最大精度95%! プロ翻訳者に匹敵する正確さ! 3000社以
上の企業が導入されています。「T-400」は2,000分野か
らなる専門分野データベースと、ユーザーごとの御社専用
データベースを兼ね備えた、最新AI自動翻訳です。

株式会社ロゼッタ

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
を活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、ぜひブースへお立ち
寄りください。

ダイワボウ情報システム
株式会社（RPA）
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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

FAコンピュータ、
IoTエッジ端末

高信頼性の超小型FAコンピュータ、IoTの構築に最適な
EtherCATマスタ、スレーブ。セキュリティ対策装置の展
示。

株式会社インタフェース

eスポーツ関連ハードウェアを
中心とするサードウェーブ製品

eスポーツ関連のハードウェアのご紹介や文教向け取組事
例やAI用ワークステーション、バッテリレスタブレットなど
小型デバイスをご紹介します。

株式会社サードウェーブ

働き方改革支援ソリューション

様々な方面から貴社の働き方改革をご支援する製品をご紹
介します。■日々の業務と実働時間のログから仕事を「見
える化」し働き方改革促進! ■ビデオ会議HDコムとWeb会
議（Teams・Zoomなど）の混在会議を低コストで実現! ■複
数の現場が一つにつながるモバイル映像伝送システムで現
場共有、意思決定を迅速化! ■配送状況の「見える化」で
配送業務を効率化! ■通訳なしで外国人をスマートに誘導・
案内! 【新シリーズLet’s note 展示中!】

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

働き方改革を支える
モバイルPCとタブレット、
新製品ウルトラスモール
デスクトップ

■「X400」シリーズは、4コア/8スレッドに対応する高
性能なCPUを搭載。マグネシウム合金採用で、軽量&ス
リムな14型フルHDモバイルノートパソコン（PC）です。■

「P116B」シリーズは高さ75cmからの落下衝撃耐性、防塵 
を兼ね備えた堅強なボディの 2in1 タブレットです。工場で
の作業端末 / 倉庫でのピッキング端末/教育現場での教材
端末/営業の外回り用端末など、屋外を含めた幅広い用途
にてお使いいただけます。

株式会社
マウスコンピューター

レンタル会社が考える所有か
ら利用のサブスクリプションビ
ジネス

レンタル会社が考える "所有" から "利用" のサブスクリプ
ションビジネスをご紹介します。

横河レンタ・リース株式会社

ダイワボウ情報システム
株式会社

（Appleソリューション）
Appleのソリューション及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）

ITインフラ（サーバー&プラットフォーム）

災害・DR対策バックアップ・
サイバープロテクションを実現
可能なソリューション

「Acronis Backup」は、データ保護にランサムウェア対策
やバックアップデータの公証機能などのセキュリティ機能を
実装した唯一の製品です。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揃えており、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

働き方が変わる!?
アスクからの提案!!

単なるデータ置き場にしない攻めのバックアップソリュー
ション。セキュリティを担保したモバイル端末。効率良い作
業に欠かせないGPUなどをご紹介！

株式会社アスク

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

仮想化システムならオムロン！
最新のUPSを用いた
構成事例をご紹介

仮想化システムの電源管理には、従来のシステム構成と比
べ、『機器コスト』と『設定作業負担』がかかってしまうこと
が、SIerの課題でした。オムロンの新シャットダウンソフト 

「VirtuAttendant」と「ネットワークカード SC21」により、導
入コスト削減とSIerの設定作業負担削減を実現します。 

オムロン
ソーシアルソリューションズ
株式会社

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

NetApp、Nutanix に最適!
「Eaton UPS」の
電源管理ソリューション

オンプレミスでUPSを導入する際に考慮すべきことの1つ
が、停電発生時のシャットダウン方法。Nutanix・NetAppと
テクノロジーアライアンスを結ぶ「Eaton」だからこそ実現で
きる電源管理ソリューションをご紹介。また、200V機器に
も対応した「Eaton UPS 9PX」シリーズで 『低価格・高信頼
性』 を実現。ぜひ弊社ブースにお立ちよりください。

ダイトロン株式会社
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AMD搭載製品による
新たな選択肢のご提案

AMD搭載製品（ Ryzen 搭載PC及び EPYC 搭載サーバー）
による新たな選択肢のご提案、差別化提案でお客様のトラ
スティッド・アドバイサーに。 Ryzen 搭載パソコンなら競合
製品と同等性能、グラフィックス高性能ながら高コスト競争
力で付加価値提案も可能（台数ボリュームによっては端末
コスト削減により、予備機や周辺機器、サービスの付加提
案も可能です。）で、セキュリティも万全です。

日本AMD株式会社

最新かつセキュアな仮想基盤
インフラ＆無線ネットワーク
ご紹介

大幅な工数削減を実現するAIテクノロジを搭載した 最新
ハードウェアインフラをご紹介いたします。

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

システムの仮想&クラウド移行
&キッティング

Windows 2008 Server の延命のための仮想化、クラウド化
からシステム保守までとPCの保護とキッティングのご提案

株式会社ネットジャパン

「TurboNAS」
「高性能IPネットワークカメラ」
「データ完全消去ソフト」

■ 【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』 ■ 【VIVOTEK】 : IPカメラ、PoEス
イッチ、N V Rを取りそろえた 『 監 視ソリューション』 ■ 

【Blancco】:パソコン、サーバーだけでなく、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」』

QNAP/VIVOTEK/Blancco
（株式会社フォースメディア）

富士電機製電源ソリューション
及びパッケージソリューション

■ 【電源ソリューション】 ● サーバのBCP対策に、高効率ミ
ニUPSとコンパクト発電装置を組み合わせた長時間（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
のご提案。 ■ 【パッケージソリューション】 ● 働き方改革を
支援するセルフサービスBIツール 「軽技Web」 ● 効率的な
ワークフロー 「ExchangeUSE」 ● スマートファクトリー実現
に向けたディープラーニングを活用したAI画像検査

富士電機ITソリューション
株式会社

ビデオ会議システムとクラウド
web会議サービスで、
業務効率化を実現!

Poly社のテレビ会議端末とクラウドサービス「BlueJeans」
を組み合わせて、様々な環境のお客様が遠隔地同士での
意思決定を迅速化し、生産性の向上を実現できる製品をご
紹介します。

株式会社プリンストン

物理/仮想/クラウド、
全てを保護

高機能で柔軟性の高いデータ保護をご提供! ■「Backup 
Exec」:物理/仮想/クラウド全てを統合バックアップ ■

「System Recovery」：最新OS環境でもディスクまるごと簡
単高速バックアップ

ベリタステクノロジーズ
合同会社

導入実績拡大中!
リチウムバッテリUPS/
HCI対応UPSシステムのご紹介

■ 『実はここまでやらなきゃいけない!!自動シャットダウンと
自動起動』 大規模災害の懸念が広がるなか、UPSシステム
は万全ですか?　HCIや仮想化基盤、ストレージに対し、自動
シャットダウン及び復旧時の自動起動までを考慮したUPSシ
ステムをご紹介します。 ■ 『なるべく止めない電源ソリュー
ション!』 発電機に代る計画停電対策として、リチウムバッテ
リUPSを組み込んだソリューションをご紹介します。

UPSソリューションズ
株式会社

2025年の崖を乗り切るHCI・
IoT向けエッジサーバー・
お得なタワーサーバー

『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
テムや、来るIoT時代を見据えた堅牢性に優れるコンパクト
サイズのエッジ・コンピューティング・サーバー、お得なDISオ
リジナルモデルのタワーサーバーをご紹介します。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・エンタープライズ・
ソリューションズ株式会社

Lenovoの次世代型デバイスで
スマートに働き方改革

自分のワークスタイルにフィットしたICTを選択して、さらに
効率的でクリエイティブな働き方へ。Lenovoの多様なライ
ンナップから最新のスマートデバイスをご紹介します。

レノボ・ジャパン株式会社

スマートテレワークパッケージ
で簡単にテレワークを
始めませんか?

『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等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）
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ネットワーク

サイバー攻撃対策
ソリューション「AN-Tracker」

「AN-Tracker」はセキュリティ製品との連携により、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）を自動化し被害の拡大を防止します。

APRESIA Systems株式会社

見える化・分かる化・
安定運用を実現
WAN/LAN/無線/
セキュリティの統合管理

複雑になりがちなネットワーク管理・運用や、不安定になり
がちな無線LAN環境の問題を解決するソリューションをご
紹介いたします。アライドテレシスのネットワーク統合管理
システムはネットワーク機器の一元管理や、万一の故障の
際の早期復旧を手助けし、可視化ソフトウェアにて管理・運
用の簡素化を実現いたします。また、ハイブリッド無線LAN
システムはIoTデバイスが途切れず快適につながる無線
LAN環境をご提供いたします。

アライドテレシス株式会社

Cloud ソリューション
■「Wi-Wi」:無線アクセスポイントをCloudで管理  ■

「Webroot MR-EP」:フルCloud型エンドポイントセキュリ
ティー

COMLINKS
（株式会社コムリンクス）

ネットワーク機器を簡単設置・
運用・管理できる「Nuclias」

■「 N u c l i a s 」: D - L i n kの新しいクラウド管 理システム
「Nuclias」は、ネットワーク機器を統合管理し、運用管理
に掛かる業務負荷の軽減、運用コストの削減を実現しま
す。■ 種類豊富なPoEスイッチ:本格的な管理や冗長性を
兼ね備えたPoE製品から管理不要でコスト重視のPoE製品
まで幅広くご紹介します。

ディーリンクジャパン
株式会社

授業・業務を止めない
安心・安全なWi-Fi環境の構築

■ 多台数接続でも安定稼働の無線LANアクセスポイント ・
オフィスや屋外、学校現場などお客様の環境にあった、 最
適な無線LANアクセスポイントや付随製品をご紹介。 ■  

「TeraStation」 の新クラウドサービス、新製品のご紹介：
NASの運用管理をクラウドで。管理クラウドサービス 「キキ
Navi」 のご紹介。新製品はスナップショット対応のNASが
登場！ ■ 磁気データ消去装置 「MagWiper」 シリーズ：瞬時
にHDDデータを完全消去できる磁気データ消去装置 「マ
グワイパー」。

株式会社バッファロー

IoT化に向けた
ネットワークソリューション

耐環境スイッチングハブとして埃、静電気、高温、雷に強
い製品が製造業のお客様からのご採用が増えております。 
また、業界標準CLIのL3スイッチ（ZEQUO4500DL）は、
ファンレス・SDカード・電源冗長と特徴的な製品で文教や病
院市場でのご採用が増えております。

パナソニックLS
ネットワークス株式会社

確定し次第、Webサイトで
お知らせします。

確定し次第、Webサイトでお知らせします。 華為技術日本株式会社

ヤマハ製品で実現する
ネットワークの見える化

ヤマハ ネットワーク製品で社内ネットワークを構築する事
で、ネットワークの見える化を実現いたします。また、クラウ
ド型ネットワーク統合管理サービス（YNO）と組合せて利用
する事で、ネットワーク管理者の負荷低減に繋がり、生産
性向上とTCO削減を実現いたします。

ヤマハ株式会社

映像・ドキュメント・周辺機器

大画面ディスプレイを活用した
オフィスソリューション

クライアントPCに依存しない案件発掘のため、大型ディス
プレイを活用したソリューションをご紹介させていただきま
す。● WEB会議システム用セット商材 ● ネットワークカメ
ラ ● デジタルサイネージ
特に、WEB会議システム用セット商材に関しては、WEB会
議用ライセンスの販売見込み客への提案に最適です。機材
部分の製品選定・メーカーへの特価申請不要のセット型番を
ご用意いたしましたので、提案工数の削減にもお役立てい
ただけます。

株式会社
アイ・オー・データ機器

EIZOモニターで
業務効率が大幅UP!

■ ノートPCと相性抜群!モニターを使った作業効率UP方
法をご紹 介 。★  新 発 売の27 型フレームレスモニターと
Surfaceを使えば、限られたスペースでも上下2面にできて
作業が快適! ★ 新発売の22.5型モニターはコンパクトで縦
画面表示に最適! ★ メールやExcelなど縦画面で使用し、
作業効率UP ★ タッチモニターによるペーパーレス化! 指で
のタッチに加え、ペンを使った文字入力にも対応。PDFの書
き込み作業も簡単に行うことができます。

EIZO株式会社

タブレット端末の
充電保管ソリューションと
ペーパーレス会議システム

40台までのタブレット端末をまとめて充電保管して移動も
できるタブレット充電保管カートと、iPadを活用したペー
パーレス会議システム、Android端末同期用ソフトウェア

「TabletAdmin」を展示します。

エム・ティ・プランニング
株式会社

キヤノンだからできる!
ビジネスシーンにお届けする
新たな独自ソリューション

■ 【映像ソリューション】 マーケティング活用・顧客分析を
実現する「Profile Analyzer」をはじめとした映像解析ソフ
トウエア群をご紹介いたします。■ 【インクジェット複合
機】 店舗からオフィスまであらゆるビジネスに対応出来るイ
ンクジェット複合機をご案内いたします。大容量インク搭載
でコストダウン、大量給紙で大量印刷可能です。

Canon
（キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社）
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テレワーク環境を快適にする
商品のご提案

ワークライフバランスの実現や有能・多様な人材の確保、生
産性の向上など時間や場所を有効に活用できる柔軟な働
き方を推進するテレワークが注文されています。サンワサプ
ライは、パソコンサプライ製品でテレワーク環境について課
題を解決します。今回は電動昇降デスクをはじめマルチメ
ディア関連、モバイル商品などテレワークに最適な商品の
展示を行います。

サンワサプライ株式会社

オフィスでの日々の生産性を
高めるソニーのビジネス向け
ソリューション

■ 法人向け「ブラビア」と専用タッチパネルにバルコ社製
「clickshare」を組み合わせることで、タッチパネルを効率
よく活用し、会議進行の効率化をご提案。■ 働き方の多様
化に伴う、モバイルワークに最適な法人向け「VAIO」。充
実の接続端子を搭載し、在社時、外出先時を問わず、質の
高い仕事に貢献可能。■ 紙に近い運用でペーパーレスを
実現する、デジタルペーパーを活用したペーパーレス会議ソ
リューション。

ソニーマーケティング
株式会社

セキュリティ
強化

POSレジからサイネージまで
幅広いタッチパネル製品
ラインナップをご提案

キャッシュドロアー、レシートプリンター、二次元バーコード
リーダー、磁気カードリーダーを内蔵したPOSレジ用タッチ
コンピューター 「PayPoint」 とインタラクティブデジタルサイ
ネージ用大型タッチモニターを展示します。

タッチパネル・システムズ
株式会社

会議が変わる、
プレゼンシステム。

「ClickShare」/バルコの
医用画像表示用ディスプレイ

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。また、高画質と医師の画像観察を
サポートする先進的な機能により、世界で広く利用されている
バルコの医用画像表示用ディスプレイも展示いたします。

バルコ株式会社

スキャナーを活用した
『業務効率化』 働き方改革

窓口業務に最適なクラス最小サイズのコンパクトさと、簡単
操作を追求した業務用イメージスキャナー 「fi-800R」 をご
紹介します。2つの搬送経路 『デュアルパス』 を搭載し、1
台でパスポートから書類まで幅広い原稿の読み取りニーズ
に応えます。 また、DIS限定モデルの業務用イメージスキャ
ナー 「fi-7140G」 とOCRソフトウェア 「DynaEye10」 を活
用した業務効率化ソリューションをご提案します。

株式会社PFU

限られた時間でも生産性UP!
次世代のディスプレイ。

昨今、各企業で課題となっている「働き方改革」。残業を
減らすと1日に処理できる作業が減ってしまう・・・と頭をかか
える企業様も多いのではないでしょうか。この度ご紹介する
スーパーウルトラワイドディスプレイは、緻密で膨大な作業
を効率よくこなすのに最適な広作業域ディスプレイです。

PHILIPS
（MMD Singapore Pte Ltd. 
日本事務所）

お手軽電子看板
「カンタンサイネージ」

多機能、カンタン操作で好評の三菱電機「カンタンサイネー
ジ」新機種の4Kサイネージで実現した専用アプリを使わ
ずコンテンツデータをネットワーク経由で更新するカンタン
ネットワーク更新機能、また、三菱独自機能を使った新たな
ご使用方法について、実機を使ってご紹介します。ぜひご
来場ください。

三菱電機株式会社

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

「VSP1、VSP-2」を展示します。
ヤマハ株式会社

国内自社工場生産で安心の
3年保証のドラブレコーダー

セルスター社のドライブレコーダーをメインに展示いたしま
す。国内自社工場生産・3年保証が標準付帯しており、購
入後のアフターにも信頼がございます。お客様に安心して
販売できる商材となっております。その他にも災害時に活
躍するポータブル電源などを展示いたします。また、15イ
ンチから86インチまでのディスプレイのラインナップがある
JAPANNEXT社のディスプレイも展示いたします。

株式会社来夢

働く場所と社会の変革。
新たな価値創造を目指して。

新たな価値を生み出す働き方のご提案としてだれでも簡単
に使える直感的なインターフェイスである機器を活用しなが
ら、コミュニケーション、コラボレーションスタイルをご提案
します。また、場所にとらわれないかんたんなサイネージな
どリコーのビジュアルコミュニケーション活用事例をご紹介
いたします。

リコージャパン株式会社

クラウド配信型
デジタルサイネージ

「Signex（サイネックス）」

デジタルサイネージ、Webサイト、印刷物など各種コンテン
ツを制作します。

ディーアイエス
サービス&サポート株式会社

業種別ソリューション

広域でつながる音声通信や
画像伝送、ますます便利になる
構内Wi-Fiトランシーバー

IPトランシーバーの活用でますます広域でクリアな通信が
可能に！新型モデルの登場で構内PHSからWi-Fiトランシー
バーへの乗り換えでさらに便利に安価に構築！

アイコム情報機器株式会社

Ethernet OAM 対応メディコン
とホテル・マンション向け無線
LAN製品のご紹介

当社のメディアコンバータは通信キャリア、CATV、電力会
社など、光の通信状態をしっかりと管理・監視したいと言う
方々へオススメです。また、ホテル・マンション向け無線LAN
製品は、今や業界のトレンドとなりつつあるコンセント埋込
式アクセスポイントです。ぜひ、当社ブースへお立ち寄りく
ださいませ。

FXC株式会社
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『働き方改革』資料報告書の
作成時間40%削減、NASの設
置から運用までのご提案

■ タブレット活用で点検・報告書の作業時間を削減!「点検エー
ス」（ソフト）で写真付きの報告書を簡単作成。■ Windows 7 
はまだ手に入ります!　2022年3月31日まで。Windows7 Pro 
for Emb ■ NAS導入をサポート 設定サービス「NASみる」を活
用して『状態監視』 Linux NASではウイルス対策ソフトを無料
進呈!トータルのご提案をさせていただきます。

エレコム株式会社

品質・耐久性に自身があるから
実現できた長期無償サービス

長期無償サービス、用紙対応力、高い基本設計を生かし流
通小売業・医療の現場で活躍！

株式会社 沖データ

SHARP
4K ディスプレイソリューション

電子黒板シェア No.1!　SHARPの「BIGPAD」に4Kが登
場。新機能も追加し、更に使いやすくなりました。4Kディス
プレイも様々なラインアップをご用意。4Kのサイネージをお
手頃かつお手軽に始めていただけます。高精細の4Kディス
プレイソリューションをぜひご体感ください。

シャープマーケティング
ジャパン株式会社

業種別（製造/物流/医療/店
舗/金融）による業務改革提案

各業種におけるプリンタのご提案をいたします。【製造/物
流業】トレーサビリティ実現と部品管理をより効率化させる
ラベルプリンタのご提案とハンディターミナル連動による現
場印刷をご提案いたします。【医療】バックオフィス/診察室
での省スペース低コストプリンタ及び検査室や調剤薬局の
導入コストを削減するラベルプリンタをご提案いたします。

【店舗】レジ回りに置けるコンパクト電話付複合機や本部
から一元管理（エラー情報/印刷枚数/消耗品残量）できる
ツールをご提案いたします。

ブラザー販売株式会社

DISのサービス＆サポート
キッティング、延長保証、データ消去など、DISグループとし
て、ご提供可能なサービスと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ICT

電子白板・画面共有・ウェブ会
議 機 能 搭 載  オールインワン
Mtgボード“MAXHUB”

【オールインワンミーティングボード・MAXHUB（マックスハ
ブ）】 ：大型4K高画質・タッチパネル搭載ディスプレイ ：ホワイ
トボード/画面共有/WEB会議の機能搭載したICTツール ：準
備カンタン、電源入れたらすぐにミーティング開始！ ：面倒な
配線作業は必要なし ●搭載機能 Windows PC搭載 カメラ･
マイク･スピーカ内蔵型 ウェブ会議（ZOOM）搭載 ●幅広い
利用シーン プロゼンテーション／レクチャー／討議＆比較検
討 デザインミーティング／ブレスト シンポジウム／W

株式会社映像センター

学びが育つ教育空間づくりを
お手伝い致します。

■ 【教育ICTファニチャー】 教育現場へのICT機器導入が進
むにつれて、必要になる周辺機器。■ 【学びが育つAL教
室】 こどもたちがワクワクして積極的に行きたいと思える教
室空間づくり。

株式会社
ガイアエデュケーション

モバイルクラウドを活用した
デバイスと事例のご提案

様々なビジネスシーンに合わせた Windows デバイスの展示と
主に文教市場を席巻している Chrome デバイスの展示と活用
事例をご案内します。Chrome デバイスにおいてはノートブック
タイプからデスクトップタイプまで多様な機種を取り揃えており
ますので、ぜひ日本エイサーブースへお立ち寄り下さい。

日本エイサー株式会社

タブレットの配付・回収時間を
短縮して授業時間を増やせる
充電保管庫

ロックンチャージ独自のバスケット方式で機器の配付と回収
を5分以内に完了できる充電保管庫、「Carrier」シリーズ。
バスケットはエレベーターのない校舎でも安全な持ち運び
を可能にします。輪番充電器も標準装備。iPad専用保管庫
はLightningケーブル配線済みです。

ロックンチャージ
（グレイスリンクス・エンター
プライズ株式会社）

DISがお勧めする教育のクラウ
ド化&プログラミング教材

6月25日に文部科学省より公表された 『新時代の学びを支え
る先端技術活用推進方策（最終まとめ）』 でも 『Society5.0』 
の時代を見据えて教育のICTを基盤としたビックデータやク 
ラウド化を推し進める方針が示されています。本ブースでは
情報端末の生徒・児童一人一台環境及び教育のクラウド化
を実現する普通教室型ソリューション（デバイス・クラウド プ
ラットフォーム・プログラミング教材など）を展示いたします。

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）

Google for Education & 教育
クラウドのご提案

「Google for Education」 は、保育園から高等教育の教育
機関、教員、学生、研究者をサポートします。

Google（ダイワボウ情報
システム株式会社）

https://www.pc-daiwabo.co.jp/office/kansai.html#pref_osaka

