2018年
開催日時

入場料無料

10月19日
10:00～17:30

in

浜松

(入場 17:00まで)

会場

アクトシティ浜松

展示イベントホール 第1ブロック
〒430-7790静岡県浜松市中区中央3-12-1

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
出展メーカー数 68社 75ブース
APRESIA Systems株式会社/EIZO株式会社/MMD Singapore Pte Ltd/SCSK株式会社/Sky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/アルプスシステムインテグレーション株式会社/ヴイエムウェア株式会社/エプソン販売株式会社/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/オムロン株式会社/カシオ計算機株式会社/株式会社コムリンクス/株式会社来夢/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/サンワサプライ株式会社/シスコシステムズ合同会社/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/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/ダイワボウ情報システム株式会社 (Appleソリューション)/ダイワボウ情報システム
株式会社 (iKAZUCHI)/"ダイワボウ情報システム株式会社(文教ソリューション)"/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/
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/トレンドマイクロ株式会社/ネットアップ株式会社/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/ピー・シー・エー株式会社/ブラザー販売株式会社/マカフィー株式会社/メガソフト株式会社/ヤマハ株式会社/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/株式会社R.O.D/株式会社アイ・オー・データ機器/株式会社インターコム/株式会社インタ
フェース/株式会社カスペルスキー/株式会社クリエイティブマシン/株式会社コンテック/株式会社ソリトンシステムズ/株式会社バッファロー/株式会社フォースメ
ディア/株式会社プリンストン/株式会社マウスコンピューター/株式会社沖データ/株式会社日本HP/東芝クライアントソリューション株式会社/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/日本電気株式会社/富士通株式会社/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/明京電機株
式会社
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セミナー２
セミナー 2

13：30
13:30～14：30
14:30

生産性向上を後押しするNECのRPAソリューション！
日本電気株式会社
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。

絶好の働き方改革チャンス到来！
Windows10の革新的な管理運用手法とは？
ヴイエムウェア株式会社
Windows10導入は企業内のモバイルワーク実現の可能性を拡げ、働き方改革を実現します。一方で
Windows as a Service(WaaS)という継続的にアップデートが続く提供形態となり、その対応方法は多
くの企業IT部門で共通の悩みとなっています。本セミナーでは、IT管理者が気になるセキュリティ対策は
もちろんのこと、人手をかけずにOS設定やアップデート制御をする仕組みなど、VMware Workspace
ONEを活用することで、WaaSモデルに対応できる新しい管理運用手法をご紹介いたします。

セミナー３
セミナー
3

15：30
15:30～16：30
16:30

工場セキュリティ最新動向と 生産停止に追い込まれない為に必要な対策
トレンドマイクロ株式会社
直近1年でサイバー攻撃による工場ラインの稼働停止被害が多く見受けられる中、今、工場において、
生産設備の見える化や障害予兆検知のシステムを導入することで生産性を向上する取り組みが急速
に進んでいます。この取り組みを実現するために、汎用OSやネットワーク接続が増加し、ランサムウェア
のような脅威にこれまで以上に晒されやすくなってきています。日本国内においても、工場のサイバーセ
キュリティリスクが無視できないレベルになってきている状況にあり、脅威からお客様環境を守る最適な
方法や考え方をご案内致します。

※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。

Di
S タイワホウ惰報システム株式会社

※出展社、出展内容は変更される場合があります。
製
造
業

出展概要

展示タイトル

プラットフォーム
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、被害の拡大防止をセキュリティ製品との連携により実
APRESIA Systems株式会社

サイバー攻撃対策ソリューション

現する「AN-Tracker」。 展示予定機器 イーサネットスイッチ
「APRESIAシリーズ」 サイバー攻撃対策ソリューション「ANTracker」
・展示製品のアピールポイント

国内設計、国内生産の産業用パソ

コン、I/Oモジュール、エッジコンピュータを展示します。

耐環

境性に優れ、FANレス、-30℃～70℃の広温度範囲、耐振動、耐衝
株式会社インタフェース

撃など、過酷な使用環境でもご利用頂けます。

産業用パソコン、IoT、
エッジコンピュータ製品

長期供給10年、長

期保守15年（最長）で、長期間安心してご利用頂けます。 ・製品の
実績が拡大している業種

これまでご利用の多い製造業の分野に加

え、医療、農業、食品などへのご利用にも広がっています。 ・現時
点では未発売ですが、展示会当日に
「Workspace ONE」 (旧 Airwatch)は、従来のiOSやAndroidに加え
Windows 10の管理機能も強化されています。 特にニーズのある場
面は2つあり、1つ目は働き方改革などで持ち出しPCのニーズが増
ヴイエムウェア株式会社

柔軟な働き方とセキュリティを両立する
「VMware Workspace ONE」

える事に対するセキュリティ対策です。 2つ目は、Windows10で行
われる半年に1回の機能更新や月1回のセキュリティ更新の自動適用
への対策です。
遠隔操作でのロックやワイプはもちろんのこと、データ暗号化な
ど、豊富なセキュリティ対策が可能な「Workspace ONE」をご紹
介します。
IoTソリューションカンパニーとして産業用PCのロジテック、セン

エレコム株式会社

グループ一体型のトータルソリューション

シング技術のD-CLUEなど、グループ各社のソリューションをご用
意し、皆さまのご来場お待ちしております。
AutoCADのサブスクリプションで、AutoCAD 2D および 3D CAD ソ

オートデスク株式会社

新しいAutoCADが発売されました！

フトウェアのほか、業種別ツールセットを利用できるようになりま
した。
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

HA構成ならオムロン！

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・

ネットワークカードでの

オムロン株式会社

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

ソリューションのご紹介！

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。
次世代コラボレーションツールである 「WebEX Teams」 。フルス

シスコシステムズ合同会社

タックで導入できるクラウド管理型ネットワーク機器 「Meraki」

クラウド管理型ソリューション

。Ciscoが提供するクラウド管理型ソリューションをご紹介いたし
ます。
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

シュナイダーエレクトリック株式会社

世界でも日本でも最も選ばれている
UPSブランド

APC！！

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 2017 UPS部門 最優
秀賞受賞し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。
ソニーマーケティング株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社(Appleソリューション)

ダイワボウ情報システム株式会社 (iKAZUCHI)

業務用ディスプレイ、VAIO、デジタルペー
パー、ビデオ会議など最新機種をご紹介
DIS

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)

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。また、デジタルペーパーの実機を展
示、VAIO新製品、高画質ビデオ会議システムもご紹介致します
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。
サブスクリプション管理ポータル「iKAZUCHI(雷)」は7月末現在、
16メーカー41サービスと益々充実。楽に管理して、ユーザーの満足
度・売り上げもUP！
導入前のエンドユーザー様に合わせた初期設定・インストール作業
のキッティング、延長保証(のびるクンSelect、まもるクンFlat)、

ディーアイエスサービス&サポート株式会社

DIS One Stop Total Support

データリカバリー、データ消去、法人向け買取まで幅広いサービス
を展開しています。これらのICT製品のライフサイクルに関わるサー
ビスをトータルサポートすることでお客様のビジネスを効率化しま
す。
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

デル株式会社

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

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頂きます。

株式会社日本HP

世界で最も安全なビジネスPC

HPで確立するワークスタイルの新常識

未来のワークスタイルを実

現する世界で最も安全な真のビジネス仕様製品の紹介
働き方改革を推進する2つのソリューションをご紹介。「RPA」は
定型業務をソフトウェアロボットが代行し、PC上の画像認識、マウ

日本電気株式会社

NECが考える働き方改革
（RPA・働き方見える化サービス）

ス・キーボード操作を含む一連の作業を&#12163;動化します。
「働き方見える化サービス」はPCの利用情報やスケジュールをタス
ク別・アプリ別に集計して業務工数を見える化。これらの情報の活
用やテレワーク等の柔軟な働き方の導入により、働き方改革の推進
を支援するクラウドサービスです。
【低コスト】【手間いらず】【投資保護】を兼ね備えた元祖コント

APだけで実現できるしっかり制御のWi-Fi
日本ヒューレット・パッカード株式会社

ローラ内蔵APを展示しています。また、今話題のCloud WIFIや、

環境(IAP)。最先端のAIによる技術型のスト ネットワークセキュリティなど、企業ユースに必要な機能をご紹介
レージ(Nimble)

いたします。さらに、HPEが提唱する最先端のAIによる技術型のス
トレージ。Nimble Storageの紹介と展示もいたします。
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※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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出展概要

プラットフォーム
データベースをはじめとした企業システムの性能を最適化するアプ
ローチは一般的になってきました。 では、ハイブリッドクラウド時
ネットアップ株式会社

代を見据えた際にストレージ管理者がとるべき次の一手は何でしょ

NetAppが提供する
データストレージシステムのご紹介

うか? SANとNASの共有 / 統合環境で、充実のデータ管理と容易な
クラウド接続を提供できるように設計されたNetAppのFAS/AFFシ
リーズをご紹介します。
さまざまな分野で盛んに導入が進んでいるWi-Fiインフラについて、

株式会社バッファロー

業種別ネットワーク製品のご提案/教育/観
光/防災/民間分野でWi-Fiインフラを支援

それぞれの業種にマッチした法人様向けアクセスポイントをご紹
介・ご提案いたします。 アクセスポイント以外にも、NASなどのス
トレージ製品、オフィス向けサプライ製品など数多くの製品を現物
展示いたします。ぜひともお立ち寄りください。
様々なものが、インターネットにつながるIoTの時代が到来していま
す。モノとインターネットをつなぐネットワーク機器の設置環境
は、整った環境ばかりではなく、工場等に設置する場合は、熱や粉

パナソニックESネットワークス株式会社

パナソニックのIoT向け スイッチングハブ

塵等が発生する悪環境であることが多いです。そんな悪環境に耐え
るスイッチングハブをパナソニックではご用意しております。これ
からのIoT時代で想定される様々な環境下で、安定通信を確保する
耐環境スイッチングハブをぜひご覧ください。
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

株式会社フォースメディア

「TurboNAS」「WEB会議用タッチディス
プレイ」「データ完全消去ソフト」

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/アナログ
変換ビデオサーバなど、ハードウェアがすべて揃った「監視カメラ
ソリューション」

株式会社富士通パーソナルズ

富士通最新ハードウェアご紹介
（PC、Tab、サーバ、スキャナ他）

お客様の幅広いニーズにお応え出来る富士通製パソコン・タブレッ
ト・サーバをご紹介させて頂きます。また併せて業務用スキャナ専
用機として実績のあるPFU製FIスキャナをご紹介させて頂きます。
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

富士電機ITソリューション株式会社

BCPをサポートする電源ソリューション

株式会社プリンストン

CISCO

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。

x

CISCO

Princeton

コラボレーション製品の展示 WebexTeams、RoomKit、DX80、SX10

等
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

繋ぐ音、創る音、防ぐ音を

ヤマハ株式会社

ヤマハの技術がお届けします

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」 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」
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

企業のIT自動化を支援する

レッドハット株式会社

レッドハットソリューション

/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。企業システムにおける
『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

レノボ・ジャパン株式会社

これ一台で会議室をスマートに＆中小規模向けハイ 『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
パーコンバージドで働き方改革

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！

テクノロジー
カメラをセンサーデバイスとして活用することで、これまで見えなかった情報を
可視化し、生産性向上や売上アップなどに有効な情報を取得することが出来るよ
うになってきました。製造、小売、サービス業などへご提案いただける商品をご
アクシスコミュニケーションズ株式会社

カメラで出来る！映像IoTによる「見える化」

紹介いたします。
【商品】アクシスコミュニケーションズ（株）「ネットワークカメラ、人数カウ
ントソフト」、（株）ネットカムシステムズ
KxViewPro-WD」、（株）パトライト

「かんたんIoTソリューション

「エアグリッドWDシリーズ」

AdobeCerativeCloudは共同作業の為の、最高のクリエイティブ環境を提供致し

アドビシステムズ株式会社

AdobeCreativeCloud

エプソン販売株式会社

EPSONが提案するイノベートソリューション

ます。
働き方改革へ向けた新しい考え方を受けつつ、変革していく気づきを与えるソ
リューションとして、インプットからアウトプットまでの製品ラインナップを展
示致します。
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

MMD Singapore

Pte

Ltd

PHILIPS最新液晶ディスプレイ

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。

株式会社沖データ

ビジネスの効率化を追求しつづけて10年。コスト削 2018年。COREFIDOシリーズはブランド設立10周年を迎えました。LED技術に
減を実現できるのは、COREFIDOシリーズ。

磨きをかけ、こだわり抜いた性能をぜひ体感して下さい。
水銀ランプを一切使わない環境にやさしいプロジェクタをご用意しております。

カシオ計算機株式会社

仕事で役立つオススメ商品のご案内

株式会社コムリンクス

クラウドソリューション

電源ON・OFFも最短５秒だから準備や片付けも時間をかけずにご使用できま
す。 またデジタル英会話学習機も展示しております。「大人の英活」で無理なく
楽しく英会話学習をはじめませんか？是非カシオブースにお立ち寄りください。
・Wi-Wi（無線APクラウド管理ソリューション） ・Webroot MR-EP（エンドポ
イントセキュリティークラウド管理ソリューション）
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

株式会社コンテック

5万円から始められるIoT:「CONPROSYS」
& 最新産業用PCのご紹介

り込みデータの見える化を 「CONPROSYS」 が簡単に実現します。「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、他社にない尖がった仕様
の最新産業用PCも展示いたします。
・Beaconを活用すると、人や物の位置を測定したり、温度や湿度、圧力などを

サンワサプライ株式会社

BLE Beaconを活用した情報管理サービスと
デジタル顕微鏡のご紹介

検知できます。Beaconが発した情報はサーバーに蓄積され、その情報を分析す
ることができ、マーケティングや管理、接客サポートなど、業務の向上・課題の
解決に役立てることができます。 ・光学ズーム最大500倍の映像の世界を手軽に
手元モニターや外部モニターで確認ができるデジタル顕微鏡です。
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テクノロジー
モバイルエッジコンピューティングデバイスとメガネ型ウェアラブルデバイスを
東芝クライアントソリューション株式会社

東芝が提唱する次世代テクノロジー

利用した遠隔支援ソリューションのご紹介。業務効率化や生産性向上により労働
力不足や後継者不在などの社会的課題に対応。

日本マイクロソフト株式会社

働き方が変わる？！Microsoft 365が実現する
これからのワークスタイル

Microsoft 365でPCの生産性とモバイルの利便性を最大化「時間・場所・デバイ
ス」に縛られない働き方を実現！社内と社外をシームレスに繋ぎ、いつでもどこ
でも仕事が出来る環境を提供します。
乃木坂46のCMでもお馴染み、マウスコンピューターのパソコンは、長野県飯山
市の自社工場で1台1台手作りしています。今回は、『設計・建築・3DCADに最

株式会社マウスコンピューター

マウスは創業25周年。長野県飯山市の工場で
心を込めて手作りしています。

適なハイスペックパソコン』、『デジタルサイネージや受付端末など特定用途に
もご利用可能な超小型パソコン』、『工場の作業端末・教育現場での教材端末な
ど様々なシーンに最適な衝撃耐性の高いタブレット』等、幅広い内容を展示致し
ます。
・リコーでは、超短焦点からハイエンドまで幅広くビジネスプロジェクターをラ
インアップしておりますが、その中から、わずか11.7cmで投影できる超短焦点モ

リコージャパン株式会社

リコージャパンはお客様の課題を解決するための、 デルと手のひらサイズで大きく映せるモバイルタイプのハンディプロジェクター
お役立ちをさせていただきます。 を展示いたします。・製造現場で、事前に登録した正しい作業結果の画像と現在
の撮影画像を比較し、作業状況に間違いがないかチェックしミスを防ぐ、作業支
援カメラシステムをデモいたします。

セキュリティ
ROD主力のNVR「VioStor」及び各社ネットワークカメラの展示。 録画ファイル

株式会社R.O.D

VioStorで広がるIP監視システム

株式会社アイ・オー・データ機器

電子データの安全な保管先を考える

アクロニス・ジャパン株式会社

トータルデータプロテクションはアクロニスだけ。

アルプスシステムインテグレーション株式会社

データ「流出後」に備えた自動暗号化ソフト

EIZO株式会社

EIZOモニターで働き方改革＆業務効率化

SCSK株式会社

ヤマハネットワーク製品とFortinet製品のご案内

検索は新たなステージを迎えています、新商品のAI画像検索装置の VS-AIを展示
データの保管・運用に使用されるファイルサーバー（LANDISK）を中心に、そ
の中でも特に重要なデータをどのように保存するかについて考えます。 ローカル
での超長期保管に適した「M-DISC」、汎用性を兼ねた各種クラウド連携など、
利用用途に合わせて紹介させて頂きます。
バックアップだけじゃない、セキュリティ機能も搭載したアクロニスのトータル
データプロテクションをご紹介します。
文科省が策定した「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に対
応したファイル自動化暗号化ソフト、USBメモリ暗号化ソフトなど「InterSafe
シリーズ」をご紹介
疲れ目対策機能・USB Type-C搭載モニターとモバイルを活用したオフィス環
境・業務効率の改善、監視用途などの産業用モニター・カリーナシステム製品を
使った生産現場の業務改善をご提案します。
ヤマハネットワーク製品を連携して見える化のご提案とFortinet社のセキュリ
ティ製品UTMのご紹介
昨今、セキュリティ事故における企業への影響が大きくなっております。その中
でサイバー攻撃の巧妙化や内部不正の多様化により、企業ですべき対策も複雑化

エムオーテックス株式会社

未知のマルウェアも内部不正もあわせて
”LanScope Cat”で対策

しております。LanScopeCatでは外部脅威から内部不正までエンドポイントの対
策をスマートに支援します。またスマートデバイスが企業へ普及しております
が、LanScopeAnであわせて管理いただく事が可能です。セキュリティ対策やス
マートフォン管理をご検討のお客様は是非ブースに御越しください。
マルウェア対策だけでなく、資産管理機能や脆弱性対策を標準実装した、ランサ
ムウェアにも強いセキュリティ製品「Kasersky Endpoint Security for

株式会社カスペルスキー

Kaspersy Endpoint Security for Business

Business」と、脆弱性の検知と優先順位付けを自動化し、150 種類以上のアプリ
ケーションから提供されるパッチやアップデートの自動配信を実現する脆弱性対
策の決定版。「Kaspersky Vulnerability and Patch Management」をご紹介しま
す。
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、クラウドでのク

キヤノンITソリューションズ株式会社

エンドポイントセキュリティ＋クライアント管理で ライアント管理製品をご用意しております。また、手続きの簡略化、ライセンス
より強固なセキュリティ対策を！ 費用の経費化、利用台数の変動に柔軟に対応したい環境にうってつけのサブスク
リプション製品をiKAZUCHIで販売開始しました。安心と信頼のブランド、ＥＳ
ＥＴソフトウェアシリーズを是非ご検討ください。
SKYSEA Client ViewはIT資産の安全な運用管理や 個人情報など重要データの情

Sky株式会社

報漏洩対策を支援する各種機能を搭載しています。 また、PCの操作ログを活用

SKYSEA Client View

して従業員の労働時間の把握や長時間残業の削減をご支援する機能も搭載してい
ます。

ソニックウォール･ジャパン株式会社

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
ソフォスUTMのXG Firewallと、ディープラーニング型AI搭載の次世代エンドポ
イントのIntercept Xで、セキュリティの自動対策を実現します。 これらを導入

ソフォス株式会社

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

頂く事により、インシデント発生時にUTMからクライアントを自動的にネット
ワークから切り離します。 また、エンドポイントで対処が完了すれば自動的に
ネットワークに復帰させるので、管理者のいないお客様にも高度なセキュリティ
を担保可能です。

安全安心な無線LANの構築と働き方改革を
株式会社ソリトンシステムズ

「安全安心な無線LAN構築と働き方改革を実現する」をテーマに、許可した端末

実現するため のみ無線LANに接続する仕組みや、モバイルデバイスで簡単に仕業務ができる
に

サービスをご紹介します。
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 Ver. 10とm-FILTER Ver. 5のクラウド製品

デジタルアーツ株式会社

標的型攻撃に備えるセキュリティ

“DigitalArts@Cloud”、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。また、昨年度iOS端末のアプリケーションの通
信制御機能も追加したi-FILTER ブラウザー＆クラウド、今年5月にリリースした
i-FILTER Ver.10搭載のアプライアンスD-SPA Ver.4についてもご紹介
直近1年でサイバー攻撃による工場ラインの稼働停止被害が多く見受けられる
中、今、工場において、生産設備の見える化や障害予兆検知のシステムを導入す

トレンドマイクロ株式会社

製造業向けセキュリティご紹介
（生産現場の現状と今後）

ることで生産性を向上する取り組みが急速に進んでいます。この取り組みを実現
するために、汎用OSやネットワーク接続が増加し、ランサムウェアのような脅
威にこれまで以上に晒されやすくなってきています。日本国内においても、工場
のサイバーセキュリティリスクが無視できないレベルになってきている状況にあ
り、脅威からお客様環境を守る最適なソリューションをご案内致します。

マカフィー株式会社

マカフィーの新しいエンドポイント

明京電機株式会社

【PoEリブーター】 のご紹介

株式会社来夢

国産3年保証セルスター製ドライブレコーダー

8月に発表した新しいエンドポイントお披露目。モバイル端末フリーで使える新
しいエンドポイントをご紹介させていただきます
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。
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、安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。
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業務システム
給与明細の電子化が簡単に始められる「Web給金帳Cloud」とWin＆Macの混在
株式会社インターコム

インターコムが提案する２つの働き方改革

環境に強い情報漏洩対策＋資産管理ツールの「MaLionCloud」 （iKAZUCHI登録
製品）
各種プリンタの展示でさまざまな業種に合わせたプリント環境のご提案をさせて

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

さまざまな業種に合わせた、プリント環境のご提案

いただきます。 また、デジタルカメラも上級一眼レフカメラからコンパクトデジ
タルカメラまで展示いたします。

装置・治具設計に最適な機械系3DCAD

株式会社クリエイティブマシン

「IRONCAD」の紹介

IRONCADは操作性に優れ、直感的で、すぐに使いこなせるようになります。思
考を妨げられることがなく設計者は設計業務に専念する事ができます。その威力
は特に装置・治具などのFA分野において発揮されます。
「LiveOn」はPCやスマートデバイスを活用し、ワークスタイルの変化に対応で

ビジュアルコミュニケーションシステム「LiveOn」 きる革新的なコミュニケーションツールです。独自技術によるクリアな音声とス

ジャパンメディアシステム株式会社

ムーズな映像出力、更に便利な機能も搭載！
黒板一杯に投影できる、プロジェクター「ワイード」。一斉学習投影作成ツール
ダイワボウ情報システム株式会社(文教ソリューション)

ダイワボウ情報システム㈱

文教ソリューション

「kocri」等ICT製品の出展をしております。プログラミング・英語教材も展示し
ておりますので、文教ビジネス展開されているお客様は、是非お立ち寄り下さ
い。
「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

シェアNo1ワークフロー「X-point」「AgileWorks」

ディーアイエスソリューション株式会社

議事録作成支援システム「Amivoice」

ロー ・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1000種類以上が無料で使えます。 ・各グループ
ウェア連携も可能 大手・中堅企業向けエンタープライズワークフロー
「AgileWorks」 ・組織改編に強い。 ・稟議完全対応
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やキーボー
ドPC2 Pro Edition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

使い方いろいろ、コンパクトデバイス

テックウインド株式会社

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
ビジネスに最適「Lets note」（軽量・コンパクト） 過酷な環境でも使用可能

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

ビジネスを”飛躍”させる商品のご紹介

「TOUGHシリーズ」（頑丈・耐久 性） 監視・防犯システム「i-Proシリーズ」
（画質・信頼性）
PCAクラウドは、サーバー・VPN不要で複数台利用可能な業務アプリケーション
です。インストール台数は無制限の上、同時起動ライセンスのため、サーバー利

ピー・シー・エー株式会社

PCAクラウドは、コストダウンと生産性向上、
働き方改革を同時に実現します！

用時と比べて、利用ライセンス数を削減可能です。また、複数社管理も追加費用
無しで可能で、保守費用やバージョンアップ費用も利用料金に含まれますので、
大幅なコスト削減を行いながら、ネット環境があればどこでも入力可能なので、
生産性向上と働き方改革を、同時に実現します。
【ブラザーソリューションで「働き方改革」の第一歩を踏み出しましょう！】
ブラザーは簡単・安価に働き方改革を実現できるソリューションを提供致しま

ブラザー販売株式会社

働き方改革最前線！ブラザーソリューション！

す。 初期費用0円のWEB会議システム「OmniJoin」では移動費用・移動時間を
削減できます。 業務効率向上に役立つ感熱モバイルプリンター・小型レーザー
プリンターも展示させていただきます。是非とも弊社ブースまでお越しくださ
い！
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

メガソフト株式会社

ＶＲソリューションとＦＡＸシステム

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。

会 場

交 通

本展示会のお問い合わせ先
浜松支店
TEL：053-456-0661
静岡支店
TEL：054-202-0325
沼津営業所 TEL：055-954-3011

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。

お申込み（事前申込制、参加費・受講料無料）

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev.html?id=18188
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