
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

広島県立広島産業会館
西展示館
〒732-0816  広島市南区比治山本町16-31

参加料無料
入退場自由

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

組織全体として業績を上げながら生産性向上や労働時間削減を目指
す”働き方改革”を継続的に推進するためには、ICTの利活用が不可
欠です。現場ごとに異なる課題を解決しつつ、企業競争力の向上と
柔軟なワークスタイルの実現を両立する、様々なソリューションをご
紹介します。

様々な視点から
「働き方改革」にアプローチ

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、ITテクノロジーを活用して業務を自動化・効率化する
動きが急速に広がっています。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91社 全113ブース!

ICT EXPO 見どころ!

Arcserve Japan合同会社／株式会社R.O.D／RSUPPORT株式会社／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／株式会社網屋／株式会社アユート／アライドテレシス株式会社／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／株式会社インタフェース／インテル株式会社／ヴィエムウェア株式会社／ウェルコムデザイン株式会社／EIZO株式会社／株式会社エーディテクノ／株式会社エク
シード・ワン／SCSK株式会社／NEC (日本電気株式会社)／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／沖電気工業株式会社／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／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／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／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／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／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 (東芝クライアントソリューション株式会社)／株式会社ディー・ディー・エス／デジタルアーツ株式会社／デジタルテクノロジー株
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ES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／富士電機株式会社／ブラザー販
売株式会社／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／三菱電機株式会社／明京電機株式会社／メガソフト株式会社／株式会社MetaMoJi／ヤマハ株式会社／株式会社よんでんメ
ディアワークス／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 (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

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91社、113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.

1.25㈮
10:00 ▶ 17:30



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

広島第1支店  TEL 082-511-7735 山 口 支 店  TEL 083-974-5060
広島第2支店  TEL 082-511-7736 高 松 支 店  TEL 087-811-0232
岡 山 支 店  TEL 086-235-1710 松 山 支 店  TEL 089-947-6379

広島県立広島産業会館
西展示館
〒732-0816  広島市南区比治山本町16-31

■  広島電鉄南区役所前駅 徒歩約1分
■  広島バス皆実町1丁目バス停 徒歩約1分
■  約470台収容可能な駐車場を完備
　（3時間まで150円/30分、3時間超は100円/30分）
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広島県立広島産業会館
西展示館

セミナーのご案内!

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 瀬戸内」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。

本館・東展示会館

※受付開始は15分前からとなります。

講　　師 内　　容

1
特別対談

展示会場内大セミナー会場

10:45 > 12:00
（75分）定員120名

坂本 信義 氏
広島県 総務局 業務プロセス改革課　政策監 

小林 良 氏
ヴイエムウェア株式会社
ゼネラルビジネス営業本部  公共 第三営業部
シニア アカウントエグゼクティブ

大規模災害から学ぶ
地方自治体のBCP対策とは
2018年7月に発生した西日本豪雨災害で甚大な被害を受けた広島県。県
ではその教訓を活かし、災害に強い情報基盤や災害に負けない働き方を追
求することとしています。答えはすぐに出ませんが、「今 広島県は、何を考
えているか？」を少しでも知っていただくと同時に、仮想基盤によるBCPソ
リューションを手掛けるVMwareとの対談を通してその答えを探ります。

2
ITビジネスセミナー
展示会場内小セミナー会場

10:45 > 11:45
（60分）定員50名

田中 耕輔 氏
レッドハット株式会社
テクニカルセールス本部　西日本ソリューションアーキテクト部
部長

攻めの ITを実現するために
～ 自動化とコンテナ基盤を考える
クラウドファーストと言われて久しくなる中、ITインフラを管理・運用す
る上での複雑性は日に日に増しています。レッドハットのソリューション
を活用することで、現行の IT資産からこれからの IT資産まで、トータル
で生産性の向上を実現することができます。そのキーとなる、 「Ansible 
Automation」 のご紹介と 「OpenShift」 によるコンテナ基盤のご紹介を
いたします。

3
コラボセミナー

展示会場内大セミナー会場

13:00 > 14:30
（90分）定員120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

梶川 祐朗 氏
株式会社 エネルギア・コミュニケーションズ 経営戦略本部
ITサービス事業部長

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

「BizRobo!」 によるRPAの
スケール・高度化・大衆化の実現へ!
「デジタルレイバー（仮想知的労働者）」として進化が期待されている 
「BizRobo!」。
AIやOCRとの連携により、定型作業に留まらない進化を続けています。
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の自社導入事例のご紹介。また、エネルギア・コミュ
ニケーションズの展開するRPAサービス 「EneRobo（エネロボ）」 のご紹
介など、 「BizRobo!」 の最新事例をぜひお楽しみください。

4
ITビジネスセミナー
展示会場内小セミナー会場

13:00 > 13:45
（45分）定員50名

竹元 賢治 氏
インテル株式会社 インダストリー事業本部
ビジネスPCクライアントソリューション
推進担当部長 兼
文教&働き方改革ソリューション担当

インテルの働き方改革。
会議のインフラを支えるUnite。
働き方改革を成功するためには、従業員の働き方を改善するとともに企
業側は業務効率や生産性を向上するための取り組みを行うことが重要で
す。その取り組みの中でも最も大きな成果をあげるのが会議改革です。
本セミナーでは、インテルが長年培った会議やコミュニケーション、コラ
ボレーションの進め方をご紹介するとともに、会議室の IT化により、さら
なる改善を目指して導入した会議ソリューションシステムの活用をご紹介
いたします。

5
特別講演

展示会場内大セミナー会場

15:00 > 15:50
（50分）定員120名

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

AI・5Gが切り開く未来
AI・5Gが企業や社会の基盤にどう入ってきてどう活躍するのか?
世界の最先端事例や近未来の世界感をもとにお届けします。

6
ITビジネスセミナー
展示会場内小セミナー会場

15:00 > 16:20
（80分）定員50名

赤井 誠 氏
MKTインターナショナル株式会社
日本マイクロソフト　公認トレーナー

【赤井 誠 氏 プロフィール】
大手サーバーメーカーでソフトウェアR&D、経
営企画、マーケティング、営業に従事後、独立。
メーカー在籍時は Windows Server アジアパ
フィック部門No.1 アワード をはじめとして、各
種のソフトウェアビジネス販売において、国内
1位に押し上げる等の功績を残す。Windows 
Server をはじめとするソフトウェアごとの強み
とハードウェアとのシナジーを熟知し、新規領域
立ち上げの実績をもとに多くの IT企業向けのコ
ンサルタントとして活躍している。

渡邊 結子 氏
arcserve Japan合同会社 ソリューション統括部
プリンシバルコンサルタント

明日から使える！ Windowsサーバー
リプレースの提案ポイントをお伝えします。
Windows Server 2008のサポート終了まで残り約 1年です。移行先
はオンプレ、仮想化、クラウド…。多くの選択肢があります。しかし、
選択肢が広がった反面、「自分たちにとって最適な移行先はどれなのか？」
とお悩みになるお客様も増えています。そのようなお客様にリプレース
をご提案される販売店様は必見のセッションです。
本セミナーでは、最新OS 「Windows Server 2019」 の特徴を踏まえ
つつ、各移行先のメリット・デメリットをお伝えし、最適な対応の移行ポ
イントを分かりやすくご説明します。
そして、セミナー後半では、ゲストスピーカーとして arcserve が登壇し、
Windows サーバーの効率的に移行できるツール 「Arcserve UDP」 
を、ケースごとにご紹介します。



次世代テクノロジー
RPAテクノロジーズ ソリューション 出展内容は、Webサイトでご確認ください。 RPAテクノロジーズ株式会社

LPWA（LoRa）無線方式
環境監視装置 「WD-100」

LPWA（LoRa）無線遠隔制御装置 「WD-100」 を中心に展示します。 農業、FA向けの
温度湿度などの環境監視、制御を一元的に行えます。生産者向けビニールハウス内、流
通倉庫内の環境監視に最適なデバイスです。 対象は1次産業、流通、FAを想定しています。

株式会社アイエスエイ

モーションキャプチャーとVRビジネス

「PERCEPTION NEURON 2.0」 は、全身に対応した世界初のワイヤレスモーションキャ
プチャーシステムです。特別な部屋を用意してカメラの設置をする必要もなく、手軽にモー
ションキャプチャーシステムを導入できます。また、VRを利用した教育系デモを体験で
きます。

株式会社アユート

Interfaceの産業用エッジシステム
IoTの為の産業用エッジシステム 現場の様々な情報を収集する為のフィールドデバ
イス 「CoolIOs」シリーズや現場に設置して情報の加工などを行うエッジコンピュータ 
「SuperCD」 シリーズなどIoT向け製品をご用意してお待ちしております。

株式会社インタフェース

インテルの最新テクノロジーデモ インテルの最新のテクノロジーをデモを交えてご紹介します。 インテル株式会社

「働き方改革」の最新ソリューション
（RPA・Web会議・クラウド勤怠）のご紹介

働き方改革推進ツールとして「働き方改革関連法」の順次施行に伴い勤怠管理の入口提案
にて 「勤革時（きんかくじ）」、テレワークに最適な次世代Web会議システム 「ZOOM（ズー
ム）」、業務効率化・自動化RPA 「RoboSol（ロボソル）」 を実機デモを交えてご紹介いた
します。皆さまのご来場をお待ちしております。

NEC（日本電気株式会社）

IoTスタートアップから多拠点設備IoTまでを、
簡単に実現。

「CONPROSYS」 は、センサー/制御機器からデータ収集や蓄積をするIoT環境を簡単
に実現することが出来るアプリケーション機能を、標準で搭載しております。 既存設備の
監視システムを最小限の初期投資でスタートできます。

株式会社コンテック

モバイルエッジコンピューティング&
スマートグラス

エッジコンピューティング。それは、蓄積したデータを、遠く離れたクラウドではなく、
現場に近隣する場所で処理するテクノロジー。 そこで求められるのは、現場での業務効
率化や生産性向上を実現すること。 Dynabook が提供するモバイルエッジコンピューティ
ングデバイスは、高い汎用性と高度な処理能力を持つ、小型 Windows 10 デバイスです。
エッジコンピューティングを持ち歩くことで、ビジネスを一歩先の未来へ。

Dynabook 株式会社
（東芝クライアントソリューション株式会社）

ワークスタイル変革

■ 「Ai-OCR（DynaEye）」 ＋ 「fi-7140G」 大量の書類をスキャナーでスピーディに電子
化/高精度のOCRで効率的にデータエントリーする”スキャナー×OCRソリューション” 
■ 「ScanSnap ix1500」 『カンタン・スピーディ・コンパクト』なカラーイメージスキャナ。
様々な書類をワンプッシュで電子化 ■ 「Interdevelop Axelute」 人の操作をそのまま記
録し定型作業はロボットが代行。定型業務の生産性向上が図れるRPAツール
■ 「LiveTalk」 高度な音声認識と翻訳技術により、発言内容を複数端末にリアルタイム
で翻訳・テキスト表示するダイバーシティ・コミュニケーションツールです。

株式会社富士通パーソナルズ

【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などなど、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

モバイル・クラウド

高画質・高性能のネットワークカメラと
最新のインテリジェントソフトウェア

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

セキュアなバックアップは
簡単・高速・安全のアクロニスで。

ランサムウェア対策やバックアップデータの公証機能が搭載されたセキュアなバックアッ
プソリューションや、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、Windows 10 移行に最適なキッティングツールなどをご紹介します。

アクロニスジャパン株式会社

共同作業のための最高のクリエイティブ環境 「Adobe Creaitve Cloud」 をご紹介します。 より早く、より快適に、アイデアを思い通
りに表現するためのすべてがここに揃っています。 アドビシステムズ株式会社

『インターコムが提案する2つの働き方改革』

■ 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」
■ iKAZUCHI（雷）登録製品の 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

もっとモバイルデバイスを
活用してみませんか?

VMwareは、 「AirWatch」 / 「Workspace ONE」 により、ユーザーが安心・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。

ヴィエムウェア株式会社

Android端末スマートデバイスソリューション

● ウェラブルリングスキャナ :機器の出し入れの手間が省けて読取作業と文字を書いたり
荷物を持ったりといった作業の切り替えがスムーズに行え、作業効率が高まります。
●プリンタ一体型Android端末SUNMI-V1S スピーディで精度の高い専用リーダを内蔵
し、 POS、免税など様々な用途でオススメの機種となります。

ウェルコムデザイン株式会社

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

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、Window機では2017年下期に実施した大幅なモデルチェンジに
伴う新製品の展示もさせていただきます。

日本エイサー株式会社

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。

出展概要!



展示タイトル 出展概要 出展社名

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

「Azure IoT Suite」 と 
「Office365」 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

Surface製品のご紹介を致します
「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）

ウェブ会議搭載の 「desknet's NEO」 、
メールの非効率を解消する  「ChatLuck」

「desknet's NEO」 上で、いつでもどこでもミーティングを行えるウェブ会議機能を新搭
載。また最新バージョンよりoffice365連携やSAML認証にも対応。また、紙・メール・
Excel主体で行われている非効率な業務を簡単に社内システム化できる 「AppSuite（アッ
プスイート）」 や、 連携するビジネスチャットシステム 「ChatLuck」 もご紹介します。

株式会社ネオジャパン

Office 365 アドオン、 
ビジネス版LINE など、最新クラウド・IoTで
働き方改革

マイクロソフト Office 365 を日本のグループウェアのような操作性で、より便利により
安全に活用できる導入3万社以上のアドオンツールをご紹介。 他にも、LINEの使いや
すさはそのままに、情報漏えい対策などセキュリティを強化したビジネス版LINEなど、
最新の人気クラウドツールをご紹介 !

株式会社ネクストセット

パナソニックPC
「レッツノート」 
「TOUGH BOOK/TOUGH PAD」

「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ツールとして最適
なレッツノート&タフブック/タフパッドのシリーズを展示いたします。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】を実現するソリューション、
また空間採寸や温度センシング技術を利用した現場作業を支援するソリューションで、貴
社の働き方改革をサポートいたします。

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

働き方改革は 「PCAクラウド」 から!
導入実績10,000法人突破 ! 信頼と実績、おかげさまで10年以上 ! 「PCAクラウド」 の
ご紹介です。 自社サーバ不要 !インターネット経由で基幹業務ソフトを手軽に利用できる
サービスです。 今なら1か月無料体験実施中 ! 是非、皆さんで実感してみてください !!

ピー・シー・エー株式会社

働き方改革を、ブラザーとともに。

「OmniJoin」 iKAZUCHI（雷）経由でもサービスを提供しているWEB会議システムです。 
通常は年額でのパッケージ販売ですが、iKAZUCHI（雷）経由で月ごとのご契約も可能で
す。 遠隔で相手の機器設定を変更することができ、不慣れな方でもスムーズに会議を行
うことができます。 また、スマホ/タブレットでも簡単に接続できるので、外出先でも会
議に参加、遠隔フォローのツールとしてご活用いただけるとか存じます。【使用用途】 ●
店舗間の会議ツールとして ●遠隔で大学講義に参加するツールとして ●作業現場での作
業指示ツールとして

ブラザー販売株式会社

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」 シリーズ■タブレットで直観的に
『歌づくり』ができるデジタル教材 「ボーカロイド教育版」■会話のプライバシーを守る 
「VSP-1」

ヤマハ株式会社

オンライン会議をスマートに&クラウド感覚で
仮想化を実現!ハイパーコンバージド

『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
地とオンライン会議を実施することができる最新の専用端末に加え、テレワークに最適な
レノボの多様なスマートデバイス& Windows 2008 のEOS対策にもピッタリ!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

DISグループが支援するサービス ●延長保証サービス ●キッティングサービス ● iPad導入支援 ●G Suite for 
Education導入支援

ディーアイエスサービス&サポート
株式会社

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ます。

X-point
（ディーアイエスソリューション株式会社）

Apple プログラム（VPP/DEP/ASM）&
ソリューションのご紹介

アップルの独自プログラム（VPP/DEP/ASM）を展示します。企業の方はもちろん文教
の方にも日頃気になっている iOS デバイスについての相談、およびビジネス活用など幅
広くご案内いたします。 「iPad」 を活用した、 「Airレジ（リクルート提供）」 のデモを実施
します。軽減税率に対応したレジの入れ替え需要への対応についてご紹介いたします。

ダイワボウ情報システム株式会社
（Appleソリューション）

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。

ダイワボウ情報システム株式会社
（iKAZUCHI（雷））

DIS mobile（通信サービス）

弊社が取り扱う通信サービスも拡充を重ねて参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
サービスご提案させていただきます。今回、ONKYOの 「CATスマホ」 や、フリービット
の 「モバビジ（クラウドPBX）」もご紹介いたします。

ダイワボウ情報システム株式会社
（モバイル・通信）

セキュリティ

ArcserveによるBCP対策 Arcserveの最新情報をお届けします。 Arcserveを利用したBCP対策やアーカイビン
グなどご紹介いたします。 Arcserve Japan合同会社

画像検索サーバー 「VS-AI」
「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時検索を実現した、
キーワードによる検索システムです。 直観的な操作で、ストレスなく画像や動画を見つ
けることが出来ます。

株式会社R.O.D

安心・安全・コスパ最高のテレワークツール
『テレワーク』で安心・安全・快適にご利用いただけるリモートソリューションを紹介いた
します。ブース内ではデモ試演や相談コーナーを設け、お客様の課題に則したソリューショ
ンを提案いたします。

RSUPPORT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

※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

社内のログを一元管理 「ALogシリーズ」

サーバからログを取得して 「いつ、誰が、どのファイルに、何をした」が 一目でわかる形
式に分析変換します。 ログに関する専門知識がなくとも ファイルやDBの操作内容を把
握することができます。ログの検索や自動のレポート、アラート出力設定もシンプルな
GUIから直感的に操作可能。 また、エージェントレスでサーバへの操作を 監視できるの
で、導入・運用の手間も少なくなります。

株式会社網屋

世界初のハイブリッドワイヤレスシステムと
SDNソリューションをご紹介

■1台の無線APでセル方式、ブランケット方式を同時に動作出来るAWC-CB■ネットワー
クの運用管理に必要なコストや技術スキルを大幅カットするAMFテクノロジー アライドテレシス株式会社

防ぎきれない脅威への対策は、
情報漏洩後も想定した 「InterSafe」 で!

個人情報保護法の改正、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
に最適な 「InterSafe　ILP」 や、タブレットなど増加する端末にも対応したWebフィル
タリングソリューション 「InterSafe WebFilter/InterSafeGateWayConnection」 な
ど、iKAZUCHI（雷）登録ソリューションをご紹介します。

アルプス システム インテグレーション
株式会社

Windows のフォルダ・ファイル
アクセス権管理アプリケーション

「ファイル権限デザイナー」 は、 Windows のフォルダ・ファイルのアクセス権を一括設
定・一覧表示・出力できるセキュリティー対策アプリケーションです。 アクセス権を簡
単に追加、変更、削除することができます。 また、アクセス権の設定状況を一覧表示、
EXCEL形式で保存することができますので、アクセス権の棚卸作業の基本資料としても
お使いいただけます。 

株式会社エクシード・ワン

ネットワークの統合セキュリティ対策と
運用効率化

セキュリティなら1台でお任せの 「FortiGate」 をご紹介 ! ネットワーク内の構成を一覧表
示・管理出来るヤマハLANマップ機能紹介 ! 大規模から小規模まで、ネットワーク構築
に最適なヤマハL3スイッチ新登場 !

SCSK株式会社

内部不正対策から外部脅威対策まで、
統合型エンドポイント管理（UEM）へ

Windows 7 の延長サポート終了まで1年を切りました。サポート終了後、セキュリティ
更新プログラムの提供が受けられなくなると、ご利用中のPCがウイルスに感染するリ
スクが高くなります。 このようなリスクを回避するために多くの企業では、Windows 
10への移行準備に入る最終段階の時期ではないでしょうか。 「LanScope Cat」 では、
Windows10へ移行後のFU（Feature Updates）、QU（Quality Updates）の管理や
セキュリティ対策の見直しポイントをご紹介いたします。

エムオーテックス株式会社

脆弱性対策強化、ランサムウェアを含めた
セキュリティ強化は弊社にお任せ下さい!

今、多くの企業様で脆弱性の修正対応は後回しにされています。約92%の攻撃者は脆
弱性を狙って攻撃しています。MS社製品は勿論、Adobe社、Oracle社などサードパー
ティ製品の脆弱性をも把握し修正する、本当に出来ていますか?弊社製品では脆弱性の
可視化、優先順位付、パッチ配布のサイクルを一元的に対応可能です。またランサムウェ
ア感染時、サーバのデータ被害を最小限に抑える独自機能もご紹介します。

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。攻
撃者は脆弱な環境を狙って攻撃をしかけてきます。当ブースでは、日経コンピュータ顧
客満足度調査で6年連続No.1を受賞している、軽快で検出力の高い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

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

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 Firewall」 + 「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

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

働き方改革の課題も解決!
二要素認証・多要素認証対応。
万能認証基盤 「Themis」

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 「万能認証基盤 Themis」 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

標的型攻撃に備えるセキュリティ

今年5月リリースの、内部からの情報漏えい・外部からの標的型攻撃にも一貫して対
応可能な 「i-FILTER Ver10」 と 「m-FILTER Ver.5」 のクラウド製品 「DigitalArts@
Cloud」（iKAZUCHI（雷）登録製品 :月額）、今年4月末に新機能を追加したファイルセキュ
リティ製品 「FinalCode」 もご紹介いたします。

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

大容量ファイルを添付したメールを、
特別な操作不要で送信出来ます。

「TempBox」 は、メール送信時の煩わしい暗号化作業からユーザーを解放。手動で行っ
ていたファイルのパスワード付ZIP化を自動化。サーバー側で暗号化するため、手動操
作は不要になります。 「Smooth File」 と連携することであきらめていた大容量の添付ファ
イルも送信が可能となります。受信者側は、Webブラウザを介してダウンロード、相手
のメールサーバに負担をかけません。

株式会社プロット

※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

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

マカフィーが提案する Windows 10 対応
セキュリティソフトのご紹介 Windows 10 Defender に対応した、新しいEndpointセキュリティの紹介を行います。 マカフィー株式会社

PCログ管理 & DLPソリューション
働き方改革をサポート！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
ワーク制御で情報の持ち出しを防ぐ 「DeviceLock （デバイスロック）」 をご紹介します。

株式会社ラネクシー

プラットフォーム
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

ネットワークエンジニアの為の働き方改革!
「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

沖電気工業 ソリューション 出展内容は、Webサイトでご確認ください。 沖電気工業株式会社 

vSAN・3Tier構成ならオムロン!
仮想に適した新ネットワークカードをご紹介!

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なども展示しております。

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・データ保護、クラウドへの移行に
最適なソリューションをご紹介

仮想環境の災害対策 （DR） ・事業継続 （BCP） ・データ保護にエージェントレスで簡単に
導入が可能で、クラウド環境への移行にもご利用いただけるソリューションをご紹介いた
します。

株式会社クライム

ビジネスを加速する
コンピューティングプラットフォーム

お客様のニーズに寄り添い、多彩でユニークなコンピューティングプラットフォームから、
最適な製品をご提案いたします。 株式会社サードウェーブ

クラウド管理型ソリューション
クラウド管理型ネットワーク機器である 「Meraki」 、Web会議とTV会議の両方のメリッ
トを実現できる 「Webex Teams」 をはじめ中小企業向けのCisco製品、Cisco Start
シリーズを中心に展示させていただきます。

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のイメージが強いですが、サーバだけではありません。
IoTの進化で、守るべき機器が急増しております。そういった機器に最適なUPSを、
BCN AWARD 2018 UPS部門 最優秀賞受賞してUPSの進化をリードする、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

脆弱性対策きちんとできていますか？
クライアント管理に必要な機能を提供する 
「ZOHO Desktop Central」 のご紹介

昨今、脆弱性を悪用した攻撃による被害への対策としてセキュリティパッチ適用への取
り組みが必須です。  「Desktop Central」 は Windows だけでなく Linux や Mac に
も対応し、パッチ管理もできる資産管理ソフトです。 Windows 10 が勝手にアップデー
トしてしまう問題にも対応可能です。 Adobe,Java,Chrome,Dropbox,Skypeなどの
200種類以上のアプリに対応した脆弱性パッチの一元管理を実現。必要なパッチ情報の
収集・配布を自動化し、パッチ適用の漏れ・遅れを防ぎます。

デジタルテクノロジー株式会社

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

HPEが解決!?ビジネス変革を促進?
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・ポイントをはじめ、情
報システムの働き方を変える 「Nimble」 ストレージを展示するなど、HPEソリューション
をご説明します。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

ニュータニックス ソリューション 出展内容は、Webサイトでご確認ください。 ニュータニックス・ジャパン合同会社

次世代データセンター・クラウドへの架け橋 
「NetApp HCI」

NetAppが提供するハイパー コンバージド インフラ ソリューションを導入し、ITインフ
ラを変革しませんか? 柔軟な拡張性と保証されたパフォーマンスでのアプリケーション運
用が可能な 「NetApp HCI」 をご提案いたします。

ネットアップ合同会社

Windows EOS キッティング&システム保護 PC入替前夜のキッティング関連をスムーズに行うためのソリューションや、社内システム
の実践的な保護ソリューションをご紹介します。 株式会社ネットジャパン

日本品質スイッチングHUBのご紹介
■迅速・簡単な復旧が可能となる、SDカードブート機能を持つ 「ZEQUOシリーズ 」
■工場等の IoT環境に最適な60℃対応SW-HUB ■日本品質の高耐久性PoE-SW
■文教ニーズに特化したファンレス、50℃対応L3-SW

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

広島県働き方改革実践企業の社内実践事例

会議の効率化および生産性向上は、どの企業でも重点テーマとして設定されるケースが
多く、リコージャパンでも重点テーマの1つでした。私共がどのように会議の効率化を図
り生産性を向上したのか、リコージャパンが実践している、ICTを活用したスマート会議
ソリューション（SMS:スマートミーティングソリューション）を実機を使ってご紹介します。

リコージャパン株式会社

「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となりま
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
ドルウェア設定等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。主に仮想マシンの払い出しや夜間休日のパッチ適用やリリー
ス作業、膨大なノード数のネットワーク機器の設定作業などに効果を発揮します。

レッドハット株式会社



映像・コンテンツ

デジタルサイネージ、
Cloud×NASハイブリッド運用

■ デジタルサイネージ スティックPC（CLPC-32W1）を使い、大型ディスプレイやお手
持ちの小型ディスプレイへ電子広告を映し出します。特に4K大型ディスプレイの場合、
紙媒体に比べ鮮やかな映像はより関心を引くため訴求効果に優れます。 
■ Cloud×NASハイブリッド運用 社内はNASによる快適なファイル共有を、社外からのア
クセスや第2第3のバックアップはクラウドを利用する事で、効率良い環境が構築できます。

株式会社アイ・オー・データ機器

モニターを活用した生産性アップ

■1. 手書きで楽ちん、デジタル校正（DuraVision FDF2382WT）■2. ホワイトありま
す。スタイリッシュに生産性向上（FlexScan EV2785-WT）■3. 5秒で始められる、ケー
ブルレス会議（FlexScan EV2451）■4. セットアップがこんなに簡単に! IPカメラ映像ソ
リューション（DuraVision FDF2304W-IP）

EIZO株式会社

モノづくり現場やホール・施設等にて
ご利用いただける、小型業務用
液晶ディスプレイ

【確認・操作端末向け小型液晶モニター/タッチパネル液晶モニター】 モノづくり現場に
おいてライン全体/工程のモニタリングやシステム/マシンの操作・制御に活用いただく
事で生産性向上を支援します。また、ホール等各種施設での確認プレビューモニターと
してもご利用頂いております。

株式会社エーディテクノ

カシオの水銀ゼロプロジェクターをメインに、
電子辞書、ラベルライターなどをご紹介

『有害な水銀を使わない』『最短5秒投映』『長寿命光源』『防塵設計』 といった大きな特長
を持つカシオの水銀ゼロプロジェクターをご紹介します。 また、『小学生の日々の学習・
中学受験・進学後の学習をサポートする』 小学生モデル電子辞書、『パソコン・スマホで
多彩にラベル作成を行える』 ラベルライターなどもあわせてご紹介いたします。

カシオ計算機株式会社

コミュニケーションをもっと便利に、
もっと身近に。

「LiveOn」 は、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。場所を限らず、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。ビジネスの現場だけでなく、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ていた
だければ幸いです。

ジャパンメディアシステム株式会社

法人向け 「BRAVIA」 と 「VAIO」 。
DigitalPaper、Network Camera、
Video会議systemを紹介。

業務用ディスプレイとテレビの2つの 「法人向けブラビア」 を使ったビジネス用途の提案
と会議以外での利用も広がる 「ビデオ会議システム」 、オフィスや店舗向け、バスや列車
の車両規格に対応など豊富なラインアップの 「ネットワークカメラ」 、VGA/RJ45端子ま
でも搭載しビジネス用途に最適化した 「法人向けVAIO」 、紙のように読め、自然な書き
味の 「デジタルペーパー」 を教育現場や法人向けに提案いたします。

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いただくことが出来、スマートフォ
ン（iOS/Android）からも資料共有が可能です。

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。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.）

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

「カンタンサイネージ」 / 「Wi-Fiプリント」

1.カンタンすっきり配置 2.カンタン運用 3.簡単操作　のお手軽電子看板 「カンタンサイ
ネージ」を出展します。 曜日や時間帯に合わせてコンテンツを自動切替え、 自動で電源
ON/OFFも可能です。 写真を選んですぐに簡単にプリントができる Wi-Fiプリントを出
展します。 専用アプリが不要な簡単操作 ! スマートフォンで画像を選んで Wi-Fi接続し
たプリンターへ転送するだけで 直ぐに写真がプリントされます。

三菱電機株式会社

業種別ソリューション

世界最小サイズの Ethernet OAM 対応
メディアコンバーターのご紹介

「LEX3851-1F」 は、Ethernet OAM（IEEE802.3ah, IEEE802.1ag, ITU-T Y.1731）
機能でインバンド設定監視・導通確認に対応したメディアコンバータです。通信網の多様
化、大容量化、高速化する中、メディアコンバータの需要はますます拡大することが見
込まれております。

FXC株式会社

働き方改革
アプリ毎の業種別ソリューション提案

働き方改革をテーマにソリューション提案を行います。 ● ZEROSHOCKタブレット…本
体だけでなく、苛酷な環境に耐えられるタブレットのご紹介（業務報告システム、コンテン
ツ管理システム、貨物情報管理システム、モバイル情報システム、地理情報システム）ペー
パーレス、点検業務、報告書作成業務など現場でのお困り事の業務効率化を図ります。● 
NAS…「NASみる」を使ったクラウド型NAS状況管理サービスを中心にご紹介いたします。

エレコム株式会社

「AutoCAD」 で働き方改革を実現!
3次元の汎用CADソフトウェア。2019版より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

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、新たに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。

株式会社沖データ

シャープマーケティングジャパン
ソリューション 出展内容は、Webサイトでご確認ください。 シャープマーケティングジャパン株式会社

「TurboNAS」
「WEB会議用タッチディスプレイ」 
「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
■ 「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』 ■ 「VIVOTEK」 : IPカメラ、PoEスイッチ、NVR
を取りそろえた『監視ソリューション』

QNAP / Newline / Blancco / 
VIVOTEK（株式会社フォースメディア）

展示タイトル 出展概要 出展社名



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

アクティブラーニング支援システム 
「MEDIA-LAS」 ／ 
遠隔作業支援システム 「Jiglass」

■ 1. アクティブラーニング支援システム 「MEDIA-LAS」 は、動画教材で学習時間・授
業時間を確保し、視聴履歴により学習プロセスを可視化できるアクティブラーニングを支
援するクラウドサービスです。 ■ 2. 遠隔作業支援システム 「Jiglass」 は、現場作業員が、
AR対応のスマートグラスを装着し、遠隔地の管理者がオンラインでビデオ通話やテキス
トガイド、ナビゲーション （行動指示） などにより、効率的に作業を支援することができる
クラウドサービスです。

株式会社よんでんメディアワークス

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

教育

無線AP、スイッチ、NAS最大3000台を
低コスト集中管理

新学習指導要領の実施まであと2年、急がれる無線LAN整備に対する最適なご提案を
いたします。商業、観光、防災といった様々なシーンで今では身近となった公衆無線
LAN。実態と今後の展開をご紹介します。

株式会社バッファロー

タブレット向け「会議支援」&「授業支援」

● 「MetaMoJi Share for Business」 は、画面を共有して会議やプレゼンテーションを
したり、ドキュメントを複数人でリアルタイムに共同編集したりできるペーパーレス会議ア
プリです。 役員会議・職員会議からアイディア出し・ブレインストーミングといったミー
ティングまで幅広くご利用いただけ、働き方改革を強力に支援します。● 「MetaMoJi 
ClassRoom」 は、子どもの成長や授業内容に合わせ、シンプルなノート機能から高度な
協働学習まで幅広く柔軟に対応できるリアルタイム授業支援アプリです。

株式会社MetaMoJi

次世代教育 ICT クラウドソリューション

教育の情報化ビジョンに沿い、児童・生徒一人一台に向け各教育機関で教育用コンピュー
タの整備が進んでいます。また日本国内においてもスマートスクールをはじめとし、教育
ICTのクラウド化も加速化しつつあります。来るべきフルクラウド時代に備えた有用性の
ある整備として、シームレスで多様な学習スタイルを実現するクラウドソリューションをご
紹介いたします。

ダイワボウ情報システム株式会社
（文教ソリューション）

OSサポート終了対策

Windows EOS 対策　ご相談ブース
Windows 7 ・ Windows Server 2008 のOSサポート終了期限は、2020年1月14日（米
国時間）です。まだ先の話と思われがちですが、確実な移行のための準備期間を考えると、
今から対策を検討していく必要があります。本ブースでは、サポート終了・移行対策につ
いてご紹介いたします。

ダイワボウ情報システム株式会社
（Windows EOS）

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

広島第1支店  TEL 082-511-7735 山 口 支 店  TEL 083-974-5060
広島第2支店  TEL 082-511-7736 高 松 支 店  TEL 087-811-0232
岡 山 支 店  TEL 086-235-1710 松 山 支 店  TEL 089-947-6379

広島県立広島産業会館
西展示館
〒732-0816  広島市南区比治山本町16-31

■  広島電鉄南区役所前駅 徒歩約1分
■  広島バス皆実町1丁目バス停 徒歩約1分
■  約470台収容可能な駐車場を完備
　（3時間まで150円/30分、3時間超は100円/30分）
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広島県立広島産業会館
西展示館

セミナーのご案内!

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 瀬戸内」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。

本館・東展示会館

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev12/ict_expo2019_setouchi.html


