ニューノーマルで変わる、

IT ビジネス。
その影響と対策を
学び、考える。

イベ ン トガ イド
2021 年 2 月 4 日版

2021 年 2 月16 日（火）〜 19 日（金）
https://www.dis-world.com/
digital_days2021/

今年度の DIS

WORLD は、

オンラインで開催します。

Keynote や Special Session などセミナー・講演も多数開催！

1

公式サイトから事前登録を！

https://www.dis-world.com/digital_days2021/

2

期間中にオンライン会場へ！

会場エントランス（イメージ）

3

ゾーンエントランス（イメージ）

各ブースで気になるソリューションをチェック！

展示ブース（イメージ）

講 演 ・ セ ミ ナ ー タ イム ス ケ ジ ュ ー ル
Day 1
2 / 16（火）
10:00

K-11

Day 2
2 / 17（水）

Day 3
2 / 18（木）

Day 4
2 / 19（金）

Opening Session

開会ご挨拶

10:30
11:00
11:30

K-12

Keynote

【講演】
多様性を尊重し共創する
日本の未来のために

K-21

Keynote

【講演】
イノベーションの価値を
パートナー様と共に

K-31

Keynote

【講演】
ニューノーマルを見据えた
DX実現に向けて

K-41

Keynote

【講演】
インテルの戦略 : データ・セントリック・
トランスフォーメーションに向けて

12:00
12:30
13:00

S-41
S-11

Special Session

【講演】

13:30

COVID-19時代を生き抜くために必要な
「個の力」
の磨き方

S-21

Special Session

【パネルディスカッション】
クラウド時代におけるカスタマー
サクセス志向のビジネススタイルとは

S-31

Special Session

【講演】
ハイブリッド・クラウド時代のHCI：
企業が今取るべき施策

Special Session

【パネルディスカッション】
今こそ、
企業経営のワークスタイル
変革を！
〜業績を伸ばすための
「攻め」
の
テレワーク〜

14:00
B-11

14:30

B-12

B-21

B-22

B-31

Breakout
Session

Breakout
Session

Breakout
Session

Breakout
Session

Breakout
Session

強靱化モデルを強
化・改善するため
の最適なソリュー
ションとは？

“New”Azure
Stack HCI が

今だからこそ求め
られる、
クラウドに
よるイノベーショ
ンの促進

セキュリティに
変革を − ヴイエ
ムウェアの挑戦

今からでも遅くな
いHCI 導入提案
のポイント

実現する新しい
Hybrid Cloud の
形とは

B-32

Breakout
Session
〈最新PDF活用
術〉
これで解決！
最新Acrobatで
ワークフローの効
率化

B-41

B-42

Breakout
Session

Breakout
Session

ここまでできる！
デジタル時代の仕
事のやり方、進め
方

WVD（クラウド
リモート
VDI）で、
ワークをよりス
ムーズに

15:00
B-13

Breakout
Session
15:30

「自治体情報シス
テム強靭化」実現
に向けてNECが出
来る事

B-14

B-23

B-24

Breakout
Session

Breakout
Session

Breakout
Session

クラウドとオンプ
レミスを上手に
使うHCI、Azure

Nutanixでハイブ
リッドクラウドを
シームレスに実現

ゼロトラスト時代
のセキュリティと
インシデント対応
〜EDRからXDRへ
〜

Stack HCI

B-33

B-34

B-43

B-44

Breakout
Session

Breakout
Session

Breakout
Session

Breakout
Session

結局何が違うの？

学びを止めないオ
ンライン教育をど
う進める？
- ICT教育先進自
治体 戸田市の実
践事例に学ぶ -

Google
Workspace の

はじめの一歩！
AWS認定クラウド
プラクティショナー
のススメ

HCIの売り分け方
をHPEが伝授しま

す。

ご紹介

16:00
B-15

16:30

B-16

Breakout
Session

Breakout
Session

自治体強靭化の
見直しで必要とさ
れる提案とは？

ひとり情シスでも
さくっと始められ
る、
Arcserveクラ
ウドとは？／バッ
クアップとセキュ
リティを完全統合
しました！

B-25

B-26

B-35

B-36

B-45

B-46

Breakout
Session

Breakout
Session

Breakout
Session

Breakout
Session

Breakout
Session

Breakout
Session

VMware Cloud

DIS mobileを活
用して新規ビジネ
スを創出しません
か

ファイルサーバも
HCIに統合！？
究極のユニファ
イドストレージ／
Nutanix Filesで
NASの運用もバッ
クアップもまとめ
て究極シンプル化

GIGAスクール構

Microsoft
Teams − リモー

電子契約がすぐ提
案できる
「Adobe
ワンパッ
Sign」
ケージセミナー

の“売りやすさ”の
理由とは

想で実現する子ど
もの学び
- 尼崎市の取り組
みから -

トワークでのコ
ミュニケーション

17:00
17:30

お申し込み・詳細は公式 Webサイトで

https://www.dis-world.com/digital_days2021/
DIS WORLD

講 演 ・ セミナ ー のご 案 内
Day 1 2 / 16（火）
10:00

K-11

▼

開会ご挨拶

10:15

Opening Session

登壇者：ダイワボウ情報システム株式会社 代表取締役社長

松本 裕之
11:00
▼

12:00

Keynote

K-12

【講演】
多様性を尊重し共創する日本の未来のために
（To Power an inclusive Future for Japan）
登壇者： Cisco Systems, Inc.

Chairman and Chief Executive Officer

チャック ロビンス （Chuck Robbins）氏

Cisco Systems, Inc.
President, Asia Pacific, Japan, and China

デイヴ ウェスト （Dave West）氏

シスコシステムズ合同会社
代表執行役員社長

中 川 いち朗 氏

【講演概要】昨今、
日本だけでなく世界中の企業は、不確実性への対応を行い、事業継続と新しいビジネスモデルを創造するため、迅速なデジタルシフトが求められています。今回は
「多様性を尊重し共創する日本の未来のために」
と題しまして、
ニューノーマル時代におけるシスコの先進的な取り組みや可能性を提示し、
日本のデジタル変革をいかにして支援さ
せていただくかをご紹介いたします。

13:00
▼

14:00

Special Session

S-11

講演概要：

【講演】

COVID-19時代を生き抜くために必要な「個の力」の磨き方
登壇者： 株式会社圓窓 代表取締役

澤 円氏

14:30
▼

15:00

B-11

Breakout Session

COVID-19によって、世界は完全にリセットされました。今ま
で我々を支えてくれていた社会システムは機能不全を起こ
し、個人で生きる力が試される時代になりました。
どうやって
個の力を磨いていけばよいのか。
その方法についてお話しし
たいと思います。
B-12

Breakout Session

強靱化モデルを強化・改善するための
最適なソリューションとは？

“New” Azure Stack HCI が実現する
新しい Hybrid Cloud の形とは

登壇者： シスコシステムズ合同会社

登壇者： 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 プロダクトマーケティング部
プロダクトマネージャー

公共事業 ビジネスディベロップメントマネージャー

林山 耕寿氏

【講演概要】
『自治体情報システム強靭性向上モデル』
に基づき、
三層の対策を中心とした
佐藤 壮一氏
『強靱化』
が施されてからまもなく5年を迎えます。
巧妙化するサイバー攻撃を意識した新
その概要と
しい自治体向け情報セキュリティ対策モデルが提唱される中、
次期システム構築に向けた 【講演概要】Azureのサービスとして新生する新世代「Azure Stack HCI」。
何を実現しようとしているのか、
「Azure Stack HCI」
を構成する各要素の解説含めてソ
対応策を検討中ではないでしょうか。
そのような課題に対してシスコのソリューションがど
のように対応し、
次期ネットワーク強靭化をどのようにご支援できるかをご紹介いたします。 リューションの全体像をご説明します。

15:30
▼

16:00

B-13

Breakout Session

B-14

「自治体情報システム強靭化」
実現に向けてNECが出来る事
登壇者： 日本電気株式会社
プラットフォームソリューション事業部

登壇者： デル・テクノロジーズ株式会社
データセンターコンピュート＆
ソリューションズ事業統括 製品本部

金澤 良氏

【講演概要】自治体情報システム強靭性向上モデルで総務省が発表した、セキュリ
ティ要件を満たすことのできる多くの製品を、NECでは取り扱っています。今回は『イ
ンターネット分離』
『ファイル無害化』
を実現し、
コストパフォーマンスに優れ、
セキュリ
ティ対策と利便性を両立する統合型ソリューション
「Application Platform for SCVX
（AP4SCVX）
」
を中心にご紹介します。

16:30
▼

17:00

B-15

Breakout Session

クラウドとオンプレミスを上手に使う
HCI、Azure Stack HCI

Breakout Session

津村 賢哉氏

【講演概要】
『クラウド利用のメリットはもちろん分かっている』
『しかし、新しい仕組みの
理解や運用など“クラウドならでは”の部分で運用負荷が増大』多くの企業が、
これまで
に構築したシステムをすべてクラウド化することは難しいと気付いています。本セッショ
ンでは、
いかにコストを上昇させずにオンプレミスとクラウドを管理するか、従来にはな
いアイデアやノウハウでの取り組みをお客様事例を交えてご紹介します。
B-16

自治体強靭化の見直しで
必要とされる提案とは？

Breakout Session

【arcserve】一人情シスでもさくっと
始められる、
Arcserveクラウドとは？/
【アクロニス】
バックアップと
セキュリティを完全統合しました！

登壇者： 株式会社ソリトンシステムズ
ITセキュリティ事業部
パブリック推進本部 本部長

富本 正幸氏

【講演概要】三層分離を中心とした自治体強靭化事業の構築から、早くもリプレイスの
時期が迫ってきました。
当時はタイトなスケジュールの中、
ガイドラインに沿ったシステ
ムを導入されたと思います。一方、運用を始めると現場の職員の方々からは事務効率の
低下で苦労されている、
という声を多く聞かれました。今回のガイドラインでは、利便性
の向上とセキュリティの確保の両立を考慮して改定されています。
その提案のポイント
をご紹介します。

登壇者： arcserve Japan 合同会社
ソリューション統括部
プリンシパルコンサルタント

戸村 珠美氏

戸村氏

青山氏

アクロニス・ジャパン株式会社
セールスエンジニアリング統括部
統括部長

佐藤 匡史氏

営業統括部
パートナーアカウントマネージャ

青山 明日未 氏

佐藤氏

【講演概要】
どのソリューションを選択するべきか悩んだこ
arcserve：クラウド導入の際、
とはありませんか？そこで専門知識不要で簡単に運用いただける
「Arcserveクラウド」
をご紹介します。iKAZUCHI（雷）対応、災害対策専用クラウドとして、企業のBCP対策に
ご検討ください。 アクロニス：コロナ禍で働き方が見直される中で、IT環境も変化が求
められています。
その裏で急激な変化に翻弄される企業をターゲットに、凶悪なマルウェ
アが世界中で猛威を振い、国内でも被害が発生しています。追加投資を抑え、
より強固
な安全と安心を提供する全く新しいサービスをご紹介します。
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講 演 ・ セミナ ー のご 案 内
Day 2 2 / 17（水）
11:00
▼

12:00

K-21

Keynote

【講演】 イノベーションの価値をパートナー様と共に
登壇者：

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
代表取締役社長

長崎 忠雄氏

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
執行役員 パブリックセクター 統括本部長

宇佐見 潮氏

講演概要： Amazonの一員として、AWSが目指すイノベーション及びお客様がクラウドで実現されたイノベーションについてご紹介します。
また、新しくダイワボウ情報システムを通じてビジネスを開始するAWSのパブリックセクター ビジネスについてもご紹介いたします。

13:00
▼

14:10

S-21

Special Session

【パネルディスカッション】
クラウド時代におけるカスタマーサクセス志向のビジネススタイルとは
登壇者： 【パネリスト】
アマゾン ウェブ サービス ジャパン
株式会社
シニアエバンジェリスト

亀田 治伸氏

【パネリスト】
ダイワボウ情報システム株式会社
販売推進本部 販売推進3部
部長

土方 祥吾

【コーディネーター】
株式会社レビューマガジン
月刊PC-Webzine 編集長

下地 孝雄氏

講演概要： 急成長しているクラウド市場において、多くのビジネスプレーヤーはビジネスチャンスをつかみ切れていません。
そこで、
アマゾン ウェブ
サービス ジャパンとダイワボウ情報システムの担当者が、
国内クラウド市場の現状と見通し、
クラウドビジネスへの取り組み方について
対談形式で解説します。

14:30
▼

15:00

B-21

Breakout Session

B-22

セキュリティに変革を
− ヴイエムウェアの挑戦

登壇者：

登壇者：

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
シニアエバンジェリスト

亀田 治伸氏

▼

16:00

B-23

Breakout Session

講演概要： 仮想化だけではなく、ITのインフラと変革を目指す VMware の取り組み
について、昨年買収した次世代型エンドポイントセキュリティ
「 VMware
クラウ
Carbon Black」を中心とした、セキュリティビジョンをご紹介します。
ド時代のセキュリティとITインフラの統合を、
皆様と共に実現します。
B-24

Nutanixでハイブリッドクラウドを
ニュータニックス・ジャパン合同会社
マーケティング統括本部
プロダクト・マーケティング・マネージャー

登壇者：

三好 哲生氏

講演概要： デジタル技術のビジネス活用が企業戦略の最重要項目となっています。
Nutanixは業界をリードするクラウド由来のHCIテクノロジーで、IT基盤を
変革し、
シームレスなハイブリッド・マルチクラウド運用を実現します。
シン
プルで安全、
セキュアなIT運用、
データ統合、
クラウドを活用した俊敏なIT
サービスで、企業のビジネス変革をサポートします。
これからのIT運用基盤
を探しておられる方に、
おすすめのセッションです。

16:30
▼

17:00

B-25

Breakout Session

ゼロトラスト時代のセキュリティと
インシデント対応
〜EDRからXDRへ〜

シームレスに実現
登壇者：

ヴイエムウェア株式会社
セキュリティ事業部 SE ディレクター

奥野木 敦氏

講演概要： クラウド導入によりお客様のIT環境がビジネスにどのように変化をもたら
すのか、企業や都市の大小を問わず活用されるシーンや、
クラウドの新規
導入のために押さえておくべきポイントについてご紹介いたします。

15:30

Breakout Session

今だからこそ求められる、
クラウドによるイノベーションの促進

Breakout Session

トレンドマイクロ株式会社
ビジネスマーケティング本部
エンタープライズソリューション部
シニアマーケティングマネージャー

釜池 聡太氏

講演概要： ゼロトラストの考え方が普及する中、EDRの導入などセキュリティ対策を
見直すお客様が増えています。一方で、エンドポイントにとどまらず、他の
セキュリティレイヤーも含めてDetection and Responseを実現しようと
する動きが出てきています。本セッションでは、
トレンドマイクロが提供す
るセキュリティレイヤーを横断した検知と対処を実現する
「Trend Micro
XDR」をご紹介します。
B-26

Breakout Session

VMware Cloudの
“売りやすさ” の理由とは

DIS mobileを活用して

登壇者：

登壇者：

新規ビジネスを創出しませんか

ヴイエムウェア株式会社
クラウドサービス事業部
事業部長

鈴木 拓也

神田 靖史氏

講演概要： 【パートナー様必見！】
ヴイエムウェアが掲げるマルチクラウド戦略の中核
オンプレvSphereをご利用のお客様
となる
「VMware Cloud on AWS」。
がAWSを利用されたい場合のユースケースや、
テナント単位で複数のお客
様へ提供可能な
「VMware Cloud Director service」、
ディザスタリカバ
リに最適なソリューションなど、
「VMware Cloud」
の “売りやすさ” をご紹
介します。
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講演概要： ダイワボウ情報システムでは、2009年から通信サービスを提供しておりま
す。年間パッケージを活用した再販可能なモデルや販売店様によるオリジ
ナル通信サービス提供のお手伝いと多様な提供形態をご用意しており、
様々なユーザー様へご提供しております。例えば、
自治体・教育機関・一般
企業・IoT利用など様々です。本セッションでは、DIS mobileの概要から実
際の提案シーンや導入事例などをご紹介いたします。

講 演 ・ セミナ ー のご 案 内
Day 3 2 / 18（木）
11:00
▼

12:00

K-31

Keynote

【講演】 ニューノーマルを見据えたDX実現に向けて
登壇者：

日本マイクロソフト株式会社
執行役員 常務 パートナー事業本部長

檜山 太郎氏

【講演概要】
お客様においてもリモートワークが新しい日常になりつつある一方で、
コミュニケーション環境や紙ベースの業務フロー、
セキュリティリスクなど乗り越えなければいけ
ない障壁や課題があります。
その解決に役立つためにマイクロソフトが考えるニューノーマルを見据えたデジタルトランスフォーメーションについてご紹介し、
より多くのお客様がリ
モートワークに対応したハイブリッドな働き方環境構築に向けて、
はじめの一歩を踏みだすためのヒントや考察をお話しします。

13:00
▼

13:40

S-31

Special Session

【講演】 ハイブリッド・クラウド時代のHCI：企業が今取るべき施策
登壇者：

ガートナー ジャパン株式会社
リサーチ＆アドバイザリ部門・ITインフラストラクチャ＆セキュリティ
シニア プリンシパル アナリスト

青山 浩子氏

【講演概要】
ハイブリッド・クラウドの時代に入り、企業では自社インフラを再考する重要性が増している。HCIベンダーは更なる競争の状況にあり、
ユーザー企業は、
オンプレ仮想基
盤刷新やプライベート・クラウドを経てパブリック・クラウドへといったアプローチと適用シナリオの見直しに迫られている。本セッションでは、HCIトレンドを概説し、企業がこれから
のHCIをどう捉えるべきか、5年先のシナリオに向けて今取るべき施策について述べる。

14:30
▼

15:00

B-31

Breakout Session

B-32

〜調査データから紐解く〜
今からでも遅くないHCI 導入提案の
ポイント
登壇者：

登壇者：

株式会社ノークリサーチ
シニアアナリスト

岩上 由高氏

【講演概要】
HCIは単なるサーバ仮想化の手段としてだけではなく、今後のサーバ市場全
体に大きな影響を与える可能性を秘めています。本セッションでは市場調査データを元
にクラウドや他のストレージ形態との比較を含めた広い観点から、HCI導入提案を成功
させるためのポイントを解説してきます。

15:30
▼

16:00

B-33

Breakout Session

アドビ株式会社
デジタルメディア事業統括本部
パートナー営業統括部
アカウントマネージャー

寺尾 健登

氏

【講演概要】
『紙文書の手続きや管理に時間をとられている』
『契約書にハンコを押すた
めだけに出社している』
『Acrobatを導入しているものの、
もっと活用できるのでは？』
と
いうような方は必見です。
「Acrobat」
はPDF作成だけでなく、
ドキュメントワークフロー
効率化や業務改善にも効果的です。
B-34

結局何が違うの？
HCIの売り分け方をHPEが伝授します。
登壇者：

Breakout Session

〈最新PDF活用術〉
これで解決！
最新Acrobatでワークフローの効率化

Breakout Session

学びを止めない
オンライン教育をどう進める？
- ICT教育先進自治体 戸田市の
実践事例に学ぶ -

日本ヒューレット・パッカード株式会社
プリセールスエンジニア統括本部
エンタープライズ技術本部
パートナー技術部 シニアITスペシャリスト

登壇者：

江澤 竜起氏

【講演概要】
昨今乱立するHCI
（ハイパーコンバージド インフラ）
ソリューション。
何がどう
違うのかよくわからない！ というお客様に。全部持ってるHPEだから語れるHCIの売り分
け方講座です。

戸田市教育委員会事務局
教育政策室
主幹 兼 指導主事

布瀬川 裕貴氏

インテル株式会社
パブリックセクター・
スマートシティ事業推進部
教育事業推進担当部長 兼
働き方改革ソリューション担当

竹元 賢治氏

【講演概要】緊急事態宣言下での一斉休校要請後の対応やGIGAスクール後のオンライ
ン教育への取り組みについて、ICT教育の先進自治体である埼玉県戸田市のご担当者
様をお招きし、
教育委員会・学校の取り組みや実践事例などを伺います。

16:30
▼

17:00

B-35

Breakout Session

B-36

ファイルサーバもHCIに統合！？
究極のユニファイドストレージ／
Nutanix FilesでNASの運用も
バックアップもまとめて究極シンプル化
登壇者：

Breakout Session

GIGAスクール構想で実現する
子どもの学び

- 尼崎市の取り組みから 登壇者：

ニュータニックス・ジャパン合同会社
システムエンジニアリング本部
システムズエンジニア

放送大学
教授

中川 一史氏

中川氏

尼崎市教育委員会事務局

行成 哲也氏

ICT推進担当
係長

HYCU, Inc.

瀧本 晋作氏

システムエンジニアリング部
システムエンジニア

吉田 幸春氏

【講演概要】高い拡張性、短期間で構築できる容易さ、監査証跡などの解析機能を標準
で備えるNutanixのファイル共有製品である
「Nutanix Files」
とともに、HYCUを活用
し、バックアップとリカバリも含めてNutanix上での管理に統合して、
シンプルさのレベ
ルをもう一段階引き上げることが可能となります。HCIから、
さらに一歩進んだIT運用を
目指す方には必聴です。
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【講演概要】GIGAスクール構想下での端末整備を経た今後の活用について。
また学習
者用デジタル教科書の実証研究を通じて見えてきた今後の展望について、有識者にお
話しを伺います。

講 演 ・ セミナ ー のご 案 内
Day 4 2 / 19（金）
11:00
▼

12:00

Keynote

K-41

【講演】 インテルの戦略：データ・セントリック・トランスフォーメーションに向けて
登壇者： インテル株式会社
代表取締役社長

鈴木 国正氏

インテル株式会社 執行役員 パートナー事業本部 本部長 兼
クライアントコンピューティング事業統括

井田 晶也氏

【講演概要】
インテルではDXによって生み出されるデータの民主化と利活用
（DcX:データ・セントリック・トランスフォーメーション）
を提唱し、推進しております。本セッションでは、
DcXの重要性、データの活用に向けた具体的な取り組みや、DcXを支えるインテルのテクノロジーを解説します。DcXにおいてクラウド、クライアントコンピューティングの役割がよ
り重要になっていく中、最新のコンピューティングの進化もあわせてご紹介します。

12:30
▼

14:00

Special Session

S-41

【パネルディスカッション】
今こそ、
企業経営のワークスタイル変革を！
〜業績を伸ばすための
「攻め」
のテレワーク〜
登壇者： 【パネリスト】

【パネリスト】

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員
エバンジェリスト

西脇 資哲氏

【パネリスト】

株式会社ソリトンシステムズ
取締役 兼
執行役員 ITセキュリティ事業部長

橋本 和也氏

【パネリスト】

株式会社はらぶん
執行役員
本社営業推進室長

江角 修一氏

【コーディネーター】

ダイワボウ情報システム株式会社
サブスクリプション推進グループ
マネージャー

塚本 小都

株式会社フィラメント
代表取締役CEO

角 勝氏

【講演概要】
コロナ禍をきっかけに日本全体のデジタル化が加速しつつある今、企業運営刷新も待ったなしの状況となっています。
テレワークについても、
これまでの
「守り」
（事業の
継続・維持）
の目的に留まらず、生産性や売上向上のための
「攻め」
のテレワークを実践できる体制を構築していくべきです。
「攻め」
のテレワークの成功事例の紹介を交えながら、社
会全体の生産性向上のポイントについてもディスカッションを展開します。

14:30
▼

15:00

Breakout Session

B-41

B-42

ここまでできる！
デジタル時代の仕事のやり方、
進め方
【登壇者】
シスコシステムズ合同会社
APJC アーキテクチャセールス ビジネス開発担当

中元氏

田名部氏

望月氏

吉田氏

中元 聡氏

リモートワークをよりスムーズに
登壇者： 日本マイクロソフト株式会社
パートナー技術統括本部
シニア クラウドソリューションアーキテクト

高添 修氏

パートナー事業 コラボレーションビジネス開発マネージャ

田名部 朋子氏

クラウドネットワーキンググループ
ディストリビューション アカウント マネージャー 望 月

武史氏

シスコシステムズ合同会社 セキュリティ事業
パートナーアカウントマネージャー

Breakout Session

WVD（クラウドVDI）で、

【講演概要】
マイクロソフトが提供する
「Windows Virtual Desktop」
は、withコロナ
/afterコロナの救世主として、サービス登場以来ずっと注目され続けています。本セッ
ションでは、着実に実績を積み上げている本サービスの紹介に加えて、
ゼロトラスト時
代の新しい働き方について解説します。

吉田 勝彦氏

【講演概要】
働き方改革が注目される中、
突然に迫られたテレワークへの対応。
一時しのぎ
の対応になっていませんか？ 避けては通れない、
必要なのは、
ビジネス継
DXへの取り組み。
続を超えビジネス変革や新たな価値創造を見据えた、
デジタル時代に立ち向かうビジネス
基盤です。
非接触/ゼロタッチのインフラ管理、
効果的なウェビナーの実施、
なりすまし防止
のクラウドセキュリティなど具体的なユースケースについて実演デモを交えてお伝えします。

15:30
▼

16:00

B-43

Breakout Session

Google Workspace のご紹介
登壇者： グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
パートナーエンジニア

浦底 博幸氏

【講演概要】
コロナウイルス感染症拡大の影響により、急速に変化した私たちのビジネ
ス環境。
グーグルは、
「Google Workspace」
のクラウドテクノロジーを用いて、企業の競
争力向上や、
コラボレーションを実践する方法についてご提案いたします。

16:30
▼

17:00

B-45

Breakout Session

B-44

Breakout Session

はじめの一歩！ AWS認定
クラウドプラクティショナーのススメ
登壇者： アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
パートナーアライアンス統括本部 テクニカル
イネーブルメント部 Partner Solutions Architect

髙橋 敏行氏

【講演概要】
近年、
スキルの証明としてAWS認定資格の人気が高まっています。
AWSクラ
ウドの初学者に向けた資格として、AWS認定クラウドプラクティショナーがあります。本
セッションでは、
これからAWSを学ぶ方に向けて、AWS 認定プログラム全体の紹介から
クラウドプラクティショナーの概要、
そして勉強の仕方までをご紹介します。AWSクラウ
ドを学ぶ最初の一歩となるセッションです、
ぜひご視聴ください。
B-46

Breakout Session

Microsoft Teams

電子契約がすぐ提案できる
ワンパッケージセミナー
「Adobe Sign」

登壇者： 日本マイクロソフト株式会社
Microsoft 365 ビジネス本部
エグゼクティブ プロダクト マーケティング

【登壇者】
アドビ株式会社 デジタルメディア事業統括本部
パートナー営業統括部

− リモートワークでのコミュニケーション

マネージャー

春日井 良隆 氏
【講演概要】新型コロナウイルス感染症が日本に与えた示唆を踏まえながら、
日本マイク
ロソフトではリモートワークをどのように実践しているか、
「Microsoft Teams」
をはじ
めとする自社のツールを活用しながら、
どのようにコミュニケーションをとっているかを
お伝えします。

アカウントマネージャー

寺尾氏

岡山氏

村上氏

角谷

寺尾 健登氏

サイボウズ株式会社 営業本部
パートナー第2営業部

岡山 弘樹氏

k&iソリューションズ株式会社 代表取締役

村上 啓一氏

ダイワボウ情報システム株式会社 サブスクリプション推進グループ

角谷 友洋

【講演概要】
『電子契約の取り扱いを始めたいけど、
やり方がわからない』
『
「Adobe Sign」
は聞いたことあるけど、
どんな製品なの」
とお悩みの皆さまへ、
「Adobe Sign」
のトータルソ
リューション提案ができる電子契約丸わかりセミナーです。
電子署名・文書管理・電子帳
簿保存法対応・コンサルメニュー・DISオリジナルパートナー制度を一挙にご紹介します。

申し訳ございません。心より深くお詫び申
（講演時間変更のお詫びとお知らせ）
当初発表しておりましたタイムテーブルから、B-41とB-45の講演順を入れ替えることとなりました。発表後の変更となり、
し上げます。何卒ご理解を賜ります様、
よろしくお願い申し上げます。

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

出展内容

社名（展示会出展名）

ITインフラ
テレワーク・リモートワーク

IoT

新時代を見据えたインテルの
取り組み

新時代を見据えたインテルのDcX（データ・セントリッ
ク・トランスフォーメーション）
への取り組みや、様々な
業界でのワークスタイル変革の事例、
それらを支える
インテルの最新テクノロジーをご紹介いたします。

インテル株式会社

ゼロトラスト
ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

VMwareソリューションの

ご紹介

VMware の強固なデジタル基盤を活用することで、あ
らゆるアプリケーションを、
あらゆるクラウド、
あらゆ
るデバイスで、利用可能環境をご提供可能です。

ヴイエムウェア
株式会社

サブスクリプション

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

IoT

教育ICTソリューション
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

テレワーク・リモートワーク

Withコロナにおける新しい生活、新しい働き方、新し
ニューノーマル時代の
新たなご提案

我々はデジタル変革の加速を
サポートします

新しい働き方を加速させる
パソコン情報

い学びといった変化のなかで、Dynabook株式会社は
ニューノーマルな時代に求められる新たな価値を、
デ
バイスとソリューションで提案いたします。
業界随一の製品ポートフォリオをもつ弊社よりクラウ
ド・オンプレから在宅ワークまで今お客様に必要な製
品・ソリューションのご紹介をいたします。
ぜひお立ち
寄り下さい。
「高い業務効率」
「ストレスフリー」
「セキュリティ」
を兼
ね備え、
テレワークを加速する最新機能搭載のパソコ
ンからプリンター製品まで日本HPの最新情報をお届
けします。

Dynabook株式会社

デル・テクノロジーズ
株式会社

株式会社日本HP

iKAZUCHI（雷）
ゼロトラスト
教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化
テレワーク・リモートワーク

できたらすごいを社会に創る。

労働環境改善・HRtech
非対面営業

毎日をもっと自由に。毎日をもっと面白く。
夢を見るのは楽しい。
けれど夢を叶えるのはもっと楽しい。
実現のために必要なテクノロジーや多くの共創。
夢を叶えるそばにいつも、NECがいます。

日本電気株式会社

サブスクリプション

iKAZUCHI（雷）
教育ICTソリューション

■ HPEに提案できないHCIは無い！ HCI売り分けの勘

ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

DXを支える
HPEの最新ソリューション

IoT
AI

所を伝授します。
■ 売れてます！Aruba製品のご紹介
『 HPE GREEN
■ オンプレ環境をクラウドライクに。
LAKE』
ご来場お待ちしております！

日本ヒューレット・
パッカード株式会社

BCP
サブスクリプション

ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

ITインフラを劇的に改善するHCI

NutanixはHCIの元祖としてマルチクラウドアーキテ
クチャの構築、運用に貢献しています。
サーバー統合
やVDIソリューション、大規模なデータセンターのス
ケールアウト環境まで1クリック運用が可能です。

BCP

ニュータニックス・
ジャパン合同会社

サブスクリプション

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

IoT

新働き方改革の実現を
富士通とご一緒に!

ニューノーマルにおいて、お客様の生産性やイノベー
ション力の向上にお役立ていただけるソリューション
と、
これを支えるプロダクトを用意してお待ちしており
ます。富士通展示ブースを是非ごゆっくりご覧下さい。

富士通株式会社

ニューノーマル時代を
Lenovoと共に

withCovid19というNewNormal時代でも対応でき
る新たなワークスタイルへのお手伝いを致します。教
育専用デバイス、会議デバイス、IoT、
セキュリティなど
を当社ブースにてご紹介いたします。

レノボ・ジャパン
合同会社
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出展概要
解決できる課題

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

ブースタイトル

出展内容

2020年度から始まっているGIGAスクールについての
GIGAスクール&テレワーク

ソリューション、新型コロナウイルスで話題となってい
るテレワークについてソリューションを紹介します。

社名（展示会出展名）

ダイワボウ情報
システム株式会社

（アップルソリューション）

iKAZUCHI（雷）
教育ICTソリューション
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
労働環境改善・HRtech

IoT

インフラ構築のリソースを気にしなくても、
日々のバッ
災害対策・事業継続・データ保護

を簡単に!

BCP

クアップ運用に費やす時間を大幅に削減可能な新し
い2種類のクラウドサービスの提供を開始しておりま
す。
※クラウド製品はiKAZUCHI
（雷）
にも対応。

arcserve Japan
合同会社

サブスクリプション

次世代アンチウイルス、バックアップ、ディザスタリカ

iKAZUCHI（雷）
テレワーク・リモートワーク

BCP

AIベースの

最先端サイバープロテクション

サブスクリプション

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

ASUSの幅広い

製品ラインナップをご紹介

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

ニューノーマルに向けた
EIZOの新製品!

AI

ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

HCI・仮想化環境ならオムロン!

BCP

Microsoft Surface

非対面営業

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

BCP

教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化

よって、
データ、
アプリケーション、
システムに対して高
品質なサイバープロテクションを提供します。

ASUSブースでは14インチ最軽量クラスのノートPCや
Chromebook、PCを手厚くサポートするあんしん保
証、
タッチパネル搭載モニターやオールインワンPCの

NetAppによる
DX時代のIT最適解!

■ テレワーク・フリーアドレスにも!USB Type-C対応
モニター ■ クリエイターの皆様に。
ケーブル1本で
カラーマネジメント ■ PC不要の監視システムで省
人化! ■ AI学習に活用!最先端視認性向上技術

HCI構成・3Tier構成のシャットダウン・起動まで自動
化。別立ての電源管理サーバが不要なので導入コス
トの削減が可能。
また、SIerの設定作業負担を軽減で
働き方、学び方が著しく変化する中、マイクロソフト
Surfaceでのみ実現できる Microsoft 365 ・ Teams
との連携、
セキュリティ強化ポイントなどを分かりやす
くご理解いただけます。
新 FAS/AFF 、新 NetApp HCI 、SaaS Backup for
Microsoft 365、クラウド版ONTAP（CVO）で実現す
るDX時代の次世代のITインフラを一挙ご紹介いたし

スマートフォンで培ってきた技術を応用したPCとタブ
レットを提案させていただきます。

ファーウェイ
エンタープライズ製品

コストパフォーマンスに優れた高品質 / 高性能 / 高機
能であるエンタープライズ製品を提案させていただき
ます。

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

IoT
AI
BCP

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

DXを実現する為の自動化と
コンテナ活用!

DX推進のポイントを紹介します

ASUS JAPAN株式会社

EIZO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
日本マイクロソフト
株式会社
（Surface）

ネットアップ合同会社

ます。

ファーウェイ PC & タブレット

テレワーク・リモートワーク

アクロニス・ジャパン
株式会社

新製品をご紹介します。

きるソフトウェアもご紹介。

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

バリ、
エンドポイント保護管理の統合ソリューションに

コロナ禍の中で今や当たり前となったIT自動化と今後
のDXの鍵を握るコンテナ活用。
そのスタンダードとも
言える Ansible、OpenShiftの導入から活用方法まで
丁寧に解説いたします!
お客様のDXを推進するため、Lenovoのお客様事例
や、最新のITトレンドと、
テクノロジーやサービスをご
案内いたします。Lenovoの HCI・サーバー・ストレー
ジにご興味のある方はぜひお越しください。
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ファーウェイ

（華為技術日本株式会社）

レッドハット株式会社

レノボ・エンタープライズ・
ソリューションズ
合同会社

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

出展内容

教育ICTソリューション

国内メーカー発の総合システムソリューションシリー

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

総合システム保護ソリューション

ズのご紹介。開発、
サポート、
セールス全てを一貫して
行う事により、お客様への支援体制に自信がありま

社名（展示会出展名）

iKAZUCHI（雷）

IoT

株式会社 アクティファイ

す。

BCP
サブスクリプション

iKAZUCHI（雷）

テレワーク中のデータ保護は
「Shadow Desktop」
に

教育ICTソリューション
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

テレワーク中のデータ保護は
簡単・確実に!

BCP

お任せください。簡単で使い心地も変わらずにお使い
いただけます。
また軽量でセキュアなバックアップソフ

アップデータ株式会社

トも2種ご紹介します。

サブスクリプション

ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

テレワーク・リモートワーク

統合監視ソフト
「X-MON」

リモートワーク時代のシンクライ
アント端末

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

在宅で必要な会議システムを
紹介

非対面営業

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
労働環境改善・HRtech

RPA・ChatBot

RPAをより便利に活用する

ソリューション

サブスクリプション

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

奉行xkintoneで
業務をデジタル化

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

RPA・ChatBot

kintoneから
精細な帳票生成を実現!

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

IoT

お客様に最適な
オリジナルのデバイス提供

AI
VR・AR

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

IoT
AI

グリーンコンピューティング
ソリューション

VR・AR

ネットワーク強靱化
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

病院から倉庫まで提案できる
モバイル端末

IoT

ネットワーク強靱化

VadeSecure
メールセキュリティ

はサーバ・ネットワーク・クラウド環境の統
「X-MON」
合監視ソフトです。使いやすさを重視し、官公庁から
医療、工場から一般企業まで300社以上での導入実
績。仮想・物理アプライアンス製品もございます。
『Windows 1 IoT Enterprise』搭載
特定用途向けOS
端末です。
Lenovo/Dell/VAIO/Microsoft Surfaceの

株式会社エクストランス

エス・アンド・アイ株式会社

中から、
業務に応じて自由に端末を選べます。
現代の働き方にマッチしたペーパレス会議システムを
ご紹介します。弊社は長期に渡りペーパーレス会議の
実績を積んでまいりました。
コロナ禍で働き方が変わ
り弊社製品にて
『脱三密』
『在宅』
にも対応しセキュア
な環境で会議が図れます。

株式会社エステック

RPA は業 務の効 率 化に非 常に強力なツールです
が、
より便利に使い倒すにはいくつか考えるべき課
題もあります。課題を解決するために
「WinActor」
＋
の活用方法や機能を説明致します!
「Hinemos」

NTTデータ先端技術
株式会社

『 奉 行クラウドkintone 連 携用ツール』は、奉 行と
kintoneの自動連携を簡単に実現できるツールです。
業務のデジタル化により現場部門と管理部門をシーム
レスにつなげ、
業務の生産性を大幅に向上できます。
「Qanat Universe 帳票生成サービス for kintone」
業務に合わせた細かい帳票生成ニーズへお応えし
ます。既存で利用している帳票の変更を最低限に

JBアドバンスト・テクノロジー
株式会社

kintone でご利用いただけます。
■ お客様にピッタリのデバイスが見つからない
■ 不要な機能があってコスト高
■ 専用の自社端末が欲しい
■ 端末設定の手間が掛かる

JENESIS株式会社

■ サポートの電話対応が大変
などの課題解決をお手伝いをいたします。
クラウド、
データセンター、AI/ディープラーニング、仮
想化、
エンタープライズから IoT&エッジに至るまで、
市場で最も高性能、省スペース、省エネルギーを実現
する、
ハードウェアのソリューションを提供。

Super Micro Computer,
Inc.

業務用Android端末世界シェアNo.1のZebraから、
消毒できる病院用端末のご紹介や、最新のモバイル
端末のご提案をさせていただきます。

Zebra Technologies

日々進化を遂げる攻撃を食い止めるために、ルール
化したアルゴリズムによる分析、AI機械学習の最新の
防御技術を搭載した
「Vade Secure for Microsoft
365」についてご紹介します。

高千穂交易株式会社
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出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

出展内容

社名（展示会出展名）

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

IoT
AI
VR・AR

AMDのサーバー向けCPU AMD EPYCプロセッサー。
AMD EPYC 新たな選択肢の

登場

BCP

圧倒的なパフォーマンス、強力なセキュリティーとス
ケーラビリティー、
ビジネスに革命を!新たな選択肢と
なるEPYCの特徴と事例をご覧ください。

日本AMD株式会社

サブスクリプション

Nutanixとの優れた連携によるオンプレミスのデータ
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

BCP

Nutanixに特化したデータ保護

保護に加え、
クラウドバックアップ、
クラウドとの双方
向移行やDRを実現し、容易な操作により運用負荷と
TCOを低減します。

HYCU, Inc.

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

HDD/SSDによる自動階層化、クラウド連携など、豊

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

QNAP ハイエンドに匹敵する
ミドルNAS

IoT

富な機能と低価格で中小企業から高い評価のQNAP
NASは、大企業での採用も拡大中。導入規模や予算
に合わせたモデル選定と将来の拡張が可能です。

株式会社フォースメディア

AI

iKAZUCHI（雷）
教育ICTソリューション
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

物理/仮想/クラウド、
全てを保護

BCP

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

革新的双方向
コミュニケーションデバイス

IoT

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 」: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

各企業様ではテレワークを導入されている中で内
外とのコミュニケーション方法が課題となってます。
「MAXHUB」
を使えば双方向コミュニケーションが可
能となり、生産性が向上するコミュニケーションデバ
イスです。

株式会社MAYA SYSTEM

クラウド＆アプリケーション
Acrobatでペーパーレスな

働き方を
iKAZUCHI（雷）
教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

Adobe Signで電子署名を実現

ペーパーレス・ワークフロー
非対面営業
サブスクリプション

CCでコンテンツを内製化

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

BCP

はじめてのAWS

教育ICTソリューション

「Google Workspace」
の
ご紹介

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

2 週間の無料お試しも可能

AI
BCP
非対面営業

活用した、
テレワーク時代にもあったペーパーレスな
働き方をご提供いたします。

PDFの生みの親であるAdobeが提供する電子サイン
サービス「Adobe Sign」の製品説明を始め、
プラン
紹介やデモをお見せします。

セキュリティ第一

アドビ株式会社

PhotoshopやIllustrator、Premiere Proといった
Adobeのクリエイティブ製品を活用した、コンテンツ
制作における内製化ソリューションをご提供いたしま
す。

AWSのサービス提案は何から始めるべきか?? AWS
のトレーニングは? といったはじめてAWSをご提案い
ただくために必要な情報をここにまとめてご用意して
おります。
ぜひお立ち寄りください。

サブスクリプション

ゼロトラスト

PDFを作成・編集・共有できる「Adobe Acrobat」を

アマゾン ウェブ
サービス ジャパン
株式会社

統合型コラボレーションツール
「Google Workspace」
をご紹介いたします。
メール、
ビデオ会議、
カレンダー、
ド
ライブ、
チャットから表計算などのツールまで、
様々なア
プリケーションがご利用頂けます。
「 Google Workspace 」各プランのユーザーあたり
の月額料金は、Business Starter : ¥680、Business

Standard : ¥1,360、Business Plus : ¥2,040です。
Google では多くのセキュリティの専門家を擁し、堅
牢でグローバルなインフラストラクチャを運営しなが
ら、革新を推し進めています。
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グーグル・クラウド・
ジャパン合同会社

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

出展内容

社名（展示会出展名）

iKAZUCHI（雷）
教育ICTソリューション

コロナ禍のDXは、物理的な感染防止の実現はもちろ

ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

今後の
『差をつくる』
DXと働き方

IoT

ん、
ビジネスや企業文化をDXした企業とそうでない
企業の間に歴然たる差を生み出しつつあります。
今、
「差をつける」
ために必要なテクノロジーを紹介し
ます。

日本マイクロソフト
株式会社

非対面営業
サブスクリプション

テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

パナソニックの働き方改革

テレワークの課題を解決する
「Letʼs note」
と現場業
務の生産性向上を図る
「 TOUGHBOOK 」のソリュー

ソリューション

ションをご提案。
「HDコム」
はビデオ会議とWeb会議

サブスクリプション

の混在会議が可能で働き方の新しいカタチを実現。

iKAZUCHI（雷）

直感的に利用できるクラウド型
ワークフロー

「X-point」! 今、新たな
導入実績3,000社以上となる
働き方が求められている中で、利便性を追求し直感
的に利用いただけるワークフローです。企業における
様々な業務課題を解決できるようご提案させていた
だきます。

BCP

教育ICTソリューション
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

iKAZUCHI（雷）
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

クラウドワークフロー
「コラボフロー」

労働環境改善・HRtech

iKAZUCHI（雷）

め、
申請・承認の業務改善を簡単に始められます。

あなたの
『その仕事』
に
「kintone」

キントーンは、
あなたの
「その仕事」
に合わせた業務シス
テムになります。
日々の業務課題を解決しながらも、
快
適なコミュニケーションを実現します。
あなたのチーム
の仕事が集まる場となるクラウドサービスです。

かんたんらくらく
「サイボウズOffice」

日本人のワークスタイルの変化を見つめてきたサイボ
ウズ。
時代に合わせ、
常に進化させ続けてきたチームの
ための機能をワンパッケージで提供します。
誰でもかん
たんに使える機能でコミュニケーションを助けます。

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
サブスクリプション

WebとExcelが使える方なら誰でも簡単に作り直せ
る、直感的な操作性を持つワークフローです。
お使い
のExcel帳票をそのままWebフォームに変換できるた

中堅・大規模グループウェア

「Garoon」

メール業務をチームで

「mailwise」

チームワークを創造し、企業の成長を支え続ける。
「 Garoon 」は全社の情報共有を集約し、チームの力
を最大限に高めるグループウェアです。
あらゆるビジ
ネスシーンで使いやすいことが評価されています。

パナソニック株式会社

株式会社エイトレッド

株式会社
コラボスタイル

サイボウズ株式会社

チームでのメール対応を一元管理して効率化できる
メール共有システムです。複数人によるメール対応で
直面する対応漏れや誤送信・二重送信を防止します。
また、顧客対応の品質向上にも活用できます。

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

IoT
VR・AR
BCP

TeamViewerは世界最大級のクラウド型リモート接
安心・簡単・高品質の
リモート接続

続ソリューションで、最高レベルのセキュリティと高品
質な接続を提供します。複雑な設定やハードウェアな
しですぐに導入が可能。
ARやIoTにも対応。

サブスクリプション
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TeamViewerジャパン
株式会社

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

出展内容

社名（展示会出展名）

iKAZUCHI（雷）
教育ICTソリューション
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

IoT
AI

IBMはパートナー様のソリューションとクラウドやAI
パートナー様との

DXビジネス協業モデル

VR・AR

テクノロジーを連携させて、DX 時代における革新的
な協業ビジネスモデルの創出に取り組んでいます。
ぜ
ひ、
お気軽にIBMブースまでお立ち寄りください。

日本アイ・ビー・エム
株式会社

BCP
RPA・ChatBot
非対面営業
サブスクリプション

iKAZUCHI（雷）
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

脱ハンコ、
グループウェアで
業務改善

「desknetʼs NEO」
のワークフローとAppSuiteで、
も
はや紙にしか見えない
［ウェブ申請書］
を簡単にデザ
イン。散在する
［すきま業務］
のデジタル化、台帳管理
や会計ソフトなどとの連携を容易に。

株式会社ネオジャパン

iKAZUCHI（雷）

PCA基幹業務クラウドサービス「PCAクラウド」やオン
プレミスのサブスクリプションモデル「PCAサブスク」
をご紹介します。
また、勤怠管理やストレスチェックな
どHRソリューションも展示します。

ピー・シー・エー
株式会社

「無害化」
で標的型攻撃を
未然に防ぐ

Emotetなど高度化するサイバー攻撃に対する防御
ソリューションなどによっ
として有効な無害化（CDR）
て、現状のメール環境を変更せずにセキュリティを強
化する方法をご提案します

株式会社プロット

ビジネス版LINE
「LINE WORKS」

仕事の仕方が急速に変化していく世の中で、誰でも
使える、簡単なITが求められております。LINEのよう
な使い易さと仕事に必要な機能を搭載した「 LINE
WORKS」で新しい働き方を実現します。

ワークスモバイル
ジャパン株式会社

テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

IoT

PCA基幹業務

サブスクリプションサービス

BCP
サブスクリプション

ゼロトラスト
教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

BCP
サブスクリプション

iKAZUCHI（雷）
テレワーク・リモートワーク

BCP
非対面営業
サブスクリプション

WaWaD-Be（なんでもアプリ）

初期費用0円でタイムリーな情報共有ができるクラウ
ド型データベースです。導入前から導入後までしっか
りとサポートいたしますので、安心してご導入いただ
けます。

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
サブスクリプション

WaWaFlow（電子申請）

初期費用 0 円でExcelで管理しているデータをWEB
で共有できます。導入前から導入後までしっかりとサ
ポートいたしますので安心して、
ご導入いただけます。

WaWaOffice（グループウェア）

初期費用0円で社内の情報共有を促進できます。導入
前から導入後までしっかりとサポートいたしますので
安心して、
ご導入いただけます。

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

ニューノーマル時代の
働き方改革サービス

iKAZUCHI（雷）
テレワーク・リモートワーク

BCP

アイテック阪急阪神
株式会社

Shield -i」

サブスクリプション

教育ICTソリューション

■大阪メトロ沿線の企業様必見 !PiTaPa 法人向け
サービス
「pitaHo」
■現場部門の働き方改革アプリ
「SPIDERPLUS」
■インターネット分 離クラウドサービス「 C l o u d

株式会社アイアットOEC

【テレワーク対策】ISMCのご紹介

クラウド 型 エ ンド ポ イントセ キュリティ「 I S M
CloudOne」を提示します。テレワーク実施時に必要
なセキュリティ対策や勤怠管理などにご利用いただけ
ます。
テレワーク環境を強化されたい方は是非ご連絡
を。
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AXLBIT

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

出展内容

社名（展示会出展名）

教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

低価格&高性能DWG互換CAD：

ARES

■ ARESTrinity:ARESCommander（ PC 版）
ARESTouch（モバイル版） ARESKudo（クラウド版）
■ 製造業向けソリューション
「ARES Mechanical」

ARES

BCP
非対面営業
サブスクリプション

iKAZUCHI（雷）
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech
非対面営業

インターコムのサービスで
テレワークを推進

ゼロトラスト
テレワーク・リモートワーク

■ 電話受付のために会社に行かなければ……

株式会社インターコム

「テレワーク
（在宅勤務）」
の導入に、
インターコムがお
手伝いいたします。

サブスクリプション

iKAZUCHI（雷）

■ 在宅勤務者の状況把握や情報漏洩の心配
■ 訪問営業ができない、
でも商談件数をUPしたい

クラウドへさらなる安心と
便利を!

ニューノーマルの時代、
クラウドの活用が進んでいま
すがクラウド上の大切な企業情報への不正アクセス
を防ぐ方法として、
ログインできる環境を制限するア
クセス制御および利便性を向上するSSO が可能な

株式会社インターナショナル
システムリサーチ

サービスです。
ゼロトラスト
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

No.1のデータ保護 Veeam

BCP

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

VR・AR

テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech
サブスクリプション

クラウドストレージでデータを
共有

ファイル権限デザイナー・

Exment

AI

は、利用環境に合わ
「Vectorworks Designシリーズ」
せた柔軟な運用をサポートします。
プロジェクト共有
機能により、非対面でのデータの同時編集ができ、協
働設計に活用できます。

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』や、無料で利用可能な『データ管理Web

ヴィーム・ソフトウェア
株式会社

エーアンドエー株式会社

株式会社エクシード・ワン

システム』などをご紹介しております。

労働環境改善・HRtech
非対面営業

クラウド、HCI、物理、
あらゆるワークロードを管理し、
データ破損時は数分で仮想マシンを起動します。
この
機会にデータ保護の運用を見直しませんか?No.1に
は理由があります。

バーチャルロボットによる
情報発信サービス

サブスクリプション

ニューノーマル
（アフターコロナ）時代に向けた新しい
情報発信サービスです。お客様の『お仕事』をバー
チャルロボットに任せ、
クラウド配信することで、感染
症対策リスク、導入コスト、業務負荷の低減を実現し
ます。

エコー電子工業株式会社

iKAZUCHI（雷）
テレワーク・リモートワーク

9 年連続シェアNo.1!FAQ+Chatbot 。メガバンクで

労働環境改善・HRtech

も採用されている中規模〜大規模向けツールです。6
社以上の導入実績からノウハウを含めてご提案。
テレ
ワーク環境の自己解決ツールにも。

AI

OKBIZ.シリーズ

RPA・ChatBot

オウケイウェイブ

サブスクリプション

iKAZUCHI（雷）
テレワーク・リモートワーク

BCP

なぜ、
サブスクリプションが
いいの?

サブスクリプション

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

RPA・ChatBot

OBC奉行シリーズに

おまかせあれ

サブスクリプション

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

RPA・ChatBot
サブスクリプション

WVDで今の『働く』を変革!!

オートデスクのシングルユーザーサブスクリプション
ライセンスで実現できる在宅勤務・テレワークやBCP
対策、会社全体のコスト削減のご紹介をいたします。

奉行の導入実績累計 65 万社！
「奉行クラウド」は、
SaaS型の基幹業務システムです。従来の業務はその
まま、先進的な技術で業務のスピードと生産性向上
を実現します。
テレワーク需要の高まり、WVD（ Azure Windows
Virtual Desktop）の注目度が上がっています。
本ブースではWVDの概要や運用ポイントのご紹介し
ています。
ぜひご覧ください!
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オートデスク株式会社

株式会社オービック
ビジネスコンサルタント

カコムス株式会社

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

テレワーク・リモートワーク

IoT

機械設計用3DCAD

「IRONCAD」

VR・AR

概念で思考を妨げられずに設計作業に専念できその
威力は特に装置・治具などのFA 設計において発揮さ

株式会社
クリエイティブマシン

勤怠管理業務の効率化・残業時間の適正化と削減・

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
ペーパーレス・ワークフロー

に使いこなせるようになります。余計な制約や難しい

れます。

RPA・ChatBot

テレワーク・リモートワーク

社名（展示会出展名）

IRONCADは直感的でわかりやすく機械設計者はすぐ

ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

出展内容

コンプライアンスの強化を実現する勤怠管理システム

ADVANCE勤怠クラウド

労働環境改善・HRtech

です。
ニューノーマルな働き方にも対応しており、
お客

関彰商事株式会社

様の勤怠管理や働き方改革に関するお悩みを解決し
ます。
マイク、
スピーカーを搭載したweb会議
360 のカメラ、

AI搭載360 カメラで
web会議に活気

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

IoT

新発売AIボイスレコーダーで
作業短縮を

AI

進化するポケトークシリーズ

用カメラ
「ミーティングオウルプロ」。AIが発言者を感
知し画面を切り替え、臨場感と一体感を提供。発売後
5カ月で出荷台数7,台突破。
録音した音声ファイルを自動でテキスト化できるボイ
スレコーダー「オートメモ」。会議メモや議事録作成の
時間短縮、文字起こしの労力の削減に役立ちます。
テ
キストで検索でき見つけたい場所もすぐに見つかりま
す。

ソースネクスト株式会社

在住外国人対応にもニーズがある
「ポケトーク」
は対
応言語の拡充やハンズフリー翻訳機能を予定。
「ポケ
トークmimi」
は、難聴の方や聴覚障がいのある方との
コミュニケーションの円滑化に。

ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

iKAZUCHI（雷）
テレワーク・リモートワーク

BCP

新たな時代に、
ニーズのあるヒッ
ト商品

有限会社タッチ

ニューノーマル・W i t h コロナ時 代 の 新しい 生 活
様 式の一つとして推 奨されている『テレワーク』。
「 IntrameriTグループウェア」は、新しい時代に対応
するテレワーク/在宅勤務を促進します。

都築電気株式会社
（IntrameriT）

サイボウズ kintone
連携の定番ツール

サイボウズ社のkintoneと連携するサービスとして
No.1パートナーであるトヨクモが全製品を紹介しま
す。
また、kintone連携だけでなく、緊急時の連絡ツー
ルである
「安否確認サービス2」
もご紹介。

トヨクモ株式会社

「jinjer
（ジンジャー）
」

「jinjer」は企業の人事データを一元管理するための
HRプラットフォームです。勤怠・給与・人事をはじめと
し、
ワークフロー・経費・コンディション管理・雇用契
約など自由に組み合わせながら導入が可能です。

IntrameriTグループウェア

iKAZUCHI（雷）
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

有限会社タッチでは今の時代にピッタリなデジタルソ
リューションを展開し、全国に提供可能なサポート万
全の安定したサブスクリプションを提供しております。

労働環境改善・HRtech
サブスクリプション

株式会社ネオキャリア

iKAZUCHI（雷）
教育ICTソリューション
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

Microsoft 365 を

より便利に活用

ペーパーレス・ワークフロー

Microsoft 365／Office 365の利便性向上アドオン
ご紹介。階層化表示のカレンダー・アドレス帳、複雑
な承認ルートも対応のワークフローなど1種以上のメ
ニュー。
＠100円〜の親切価格も魅力。

株式会社ネクストセット

BCP

テレワーク・リモートワーク
サブスクリプション

仮想化&VDIソリューション

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
サブスクリプション

株式会社ピーエスシー

MacでWindowsを稼働させる仮想化ソフトでお馴染
みの
「Parallels Desktop」
ご紹介と、
弊社VDIソリュー
ションである
「Parallels RAS」
のご紹介をさせていた
だきます。
テレワーク時の生産性向上とガバナンス対策「 Coo
「Coo Kai」
とは、
コミュニケーション基盤として
Kai」。

Microsoft 365を劇的に使いやすくするクラウド特化
型の支援サービスです。
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Parallels / パラレルス
（コーレル株式会社）

株式会社ピーエスシー

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

出展内容

社名（展示会出展名）

ITシステムの停電対策・BCP対策に、高効率UPSと非
BCP【長時間停電】

常用コンパクト発電装置を組み合わせた長時間（ 24

対策ソリューション

時間以上）電源バックアップなど、
トータルな電源ソ
リューションをご提案します。

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

IoT
AI
BCP

■働き方改革を支援するセルフサービス BI「軽技
働き方改革・業務効率化の

ソリューション

RPA・ChatBot

実現。更には、検査工程に関わる課題に適用したソ

品質ソリューション

リューション商品のご紹介を行います。

iKAZUCHI（雷）
教育ICTソリューション

RPA・ChatBot

業務マニュアル作成ツール
「iTutor」

サブスクリプション

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

eラーニングクラウドサービス

サブスクリプション

IoT

iKAZUCHI（雷）
AI

富士電機ITソリューション
株式会社

AI 画像検査を適用した、検査精度 UP や省人化の

AI検査を中心とした

テレワーク・リモートワーク

Web」■効率的なワークフロー「ExchangeUSE」■
AI技術でお客様の声を企業全体に迅速・的確に伝え
るコールセンターシステム
「CSStream」

IoTで車両運行のコストを削減

5000社ご利用のAI自動翻訳
「T-4OO」

は、伝えたいPC操作を1度
「iTutor（アイチューター）」
行えばドキュメント・動画のマニュアル、
さらに疑似体
験コンテンツも簡単作成!その他リモートワーク環境

株式会社ブルーポート

での引継ぎなど、情報共有を効率的に推進します!

低価格! マルチデバイスでeラーニングを実現!
「e-HATCHING」
をご紹介します。
社用車の予約から運行管理、車両整備まで行えるク
ラウドシステムです。IoTセンサーを車両へ取り付ける
ことで、帰着遅延の自動予測や車両稼働率の可視化
を行い、社内の適正車両台数を見積もることができま
す。
「 T-4OO 」は2,000の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、最新のAI自動翻訳です。

三谷産業株式会社

株式会社両備システムズ

株式会社ロゼッタ

ネットワーク＆セキュリティ
ゼロトラスト
教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化
テレワーク・リモートワーク

クラウド管理型NW・コラボ・
セキュリティ

非対面営業

ハイブリッドワークを支えるクラウド管理型ソリュー
ションとして、ネットワークインフラ（「 M e r a k i 」
/「 Catalyst 」）、コラボ（「 Webex 」）、セキュリティ
（「Umbrella」
「
/ Duo」）をご紹介します。

シスコシステムズ
合同会社

iKAZUCHI（雷）
ゼロトラスト
ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

ニューノーマル時代に最適な
セキュリティ

テレワーク・リモートワーク

テレワークなどIT環境も変革が進む中、柔軟かつ効率
的に運用できるセキュリティが求められています。
当社
ブースではセキュリティ強化と効率的な運用を両立す
る最新のSaaS型セキュリティをご紹介いたします。

トレンドマイクロ
株式会社

サブスクリプション

iKAZUCHI（雷）
ゼロトラスト
教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化

ゼロトラスト時代の情報を守る
セキュリティ

テレワーク・リモートワーク

社内/社外の境界に囚われない最新のセキュリティソ
リューションをご紹介します。
出展内容：クラウド型 Webフィルタリング /Proxy 、
ファイル暗号化、
インターネット分離・無害化、
クラウ
ドSIEM、EDR

アルプス システム
インテグレーション
株式会社

iKAZUCHI（雷）
ゼロトラスト
ネットワーク強靱化
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

AI

セキュリティから業務改善まで
幅広く解決

IT 資産管理、内部情報漏えい対策、未知の外部脅威
対策などのセキュリティ対策から、LINE WORKSや
Microsoft Teamsなどに対応したFAQチャットボット
による業務自動化まで、幅広くご提案いたします。

サブスクリプション
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エムオーテックス
株式会社

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

出展内容

社名（展示会出展名）

iKAZUCHI（雷）
教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化

Wi-Fi、LAN、WANの「遅い、切れる、つながらないが

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

Mist AIドリブン

エンタープライズ

IoT

発生、調査ではログは正常」
という運用に終止符を打
つ、
ユーザー体感を重視した
「 Mist AI 」によるネット
ワーク運用を導入事例を含めご紹介します

ジュニパー
ネットワークス株式会社

AI
RPA・ChatBot
サブスクリプション

■ クライアント運用管理ソフト
「SKYSEA Client View」

教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

Sky製品のご紹介

テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

『SonicWall UTM』

教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化

『SonicWall SMAシリーズ』

BCP

Sky株式会社

■ファイルスキャンはパケット再構築不要&容量無制
限!
■独自技術マルチコアを採用、
トラフィックが集中して
も安定稼働
■サンドボックス機能はマルチエンジンを採用、隠れ
た脅威を逃がさない
■お手軽&セキュアなVPNを実現
■リモートアクセス専用機売り上げシェアNo1で実績

ゼロトラスト

テレワーク・リモートワーク

■ シンクライアントシステム
「SKYDIV Desktop Client」
■ 学習活動端末支援Webシステム
「SKYMENU Cloud」

豊富
■VPNを繋ぐだけじゃない!エンドポイントコントロー
ル機能標準搭載でデバイス制御
■二要素認証機能も標準搭載

ソニックウォール・
ジャパン株式会社

■次世代アンチウイルス+EDR
『CaptureClient』

■防御、検知、万が一の感染後対応、
すべての機能を
1つのエージェントで実現
■AIによる振る舞い検知〜機械学習による正確な判
定を行う完全な振る舞いベースのウイルス対策

iKAZUCHI（雷）

激しい変化の時代、新たに広がる
「ゼロトラスト」
の世

ゼロトラスト
教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化

変化の波に乗る、
『ゼロトラスト』
の世界

テレワーク・リモートワーク

界にソリトンシステムズは新しい認証基盤を提案しま
す。
またNEXT強靭化やアフターGIGAスクールにも対
応するソリューションを紹介します。

株式会社
ソリトンシステムズ

サブスクリプション

iKAZUCHI（雷）

デジタルアーツの
「ホワイト運用」
なら、Webもメール
もファイルもためらいなく開ける安全な業務環境を実
現します。テレワーク端末へのセキュリティ強化やゼ
ロトラストに向けたセキュリティ対策におススメです!

デジタルアーツ
株式会社

バッファローが提言する
新しいお仕事様式

バッファローではコロナ禍でのたくさんの変化が起こ
る中で、
【新しいお仕事様式】
として新時代に沿ったソ
リューション展示を行います。
ご入場の際マスク着用
はお願いしておりません。
お気軽にご来場下さい。

株式会社バッファロー

ネットワーク運用の最適化と
自動化

クラウド化・共通サービス・ネットワーク統合を迅速に
導入するためにIPアドレス管理やDNS 運用に対して
BlueCatがコスト、セキュリティ、パフォーマンスの最
適化さらには運用の自動化を提案いたします。

McAfee MVISION

完全かつプロアクティブなエンドポイントセキュリ
ティ。
クラウドネイティブのアーキテクチャで、従業員
がリモートから安全にクラウドを利用できる環境を作
り、複雑さと費用を低減させます。

ゼロトラスト
教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化

Web・メール・ファイル

セキュリティ対策

テレワーク・リモートワーク
サブスクリプション

教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

ゼロトラスト
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

IoT

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク
サブスクリプション
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BlueCat Japan
株式会社

マカフィー株式会社

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

IoT

株式会社 R.O.D

ネットワークのお悩みを

ワンストップで実現

RPA・ChatBot

テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

IoT
AI

安全な世界を

ネットワーク強靱化
ペーパーレス・ワークフロー

「提案しやすい」
を追求
お手軽提案パック

労働環境改善・HRtech

テレワーク・リモートワーク

教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化

IoT

教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化
テレワーク・リモートワーク

内部情報漏洩サイバー攻撃対策
をALogで

た、ニューノーマル時代にこそ求められるスマートで
安全なオフィス・店舗の実現方法をご紹介します。
『ホームオ
『顔認証』
『 店 舗 支 援（ 導 線 / 棚 管 理 ）』
フィス』
『 デジタルサイネージ』などお手軽に提案で
きることを追 求した検 証 済みパッケージを掲 載 。

ICTインフラエンジニアリング
パートナーズ POWERS（日永
インターナショナル・ネットケ
アサービス・ドヴァ・アイエス
エフネット）

アクシス
コミュニケーションズ
株式会社

APRESIA Systems株式会社

無線化、ループ障害など、
よくあるIT 課題を解決する
商材も掲載。

WindowsサーバやNetApp，EMC，PowerScale等の
ファイルサーバに対しての内部不正対策に加え、外
部からのサイバー攻撃対策まで一元的に管理できる
ALogシリーズを紹介します。
■ ネットワークの統合管理に必要な機能をパッケー
ジ化したアプライアンスボックス
■ 低コストかつシンプルな脆弱性診断サービス

自治体の強靭化やネットワーク分離に対応するため
のネットワークをローコストで実現。VRF（仮想ルータ
機能）
を使ったネットワーク分離やZTP（ゼロタッチプ
ロビジョニング）機能で保守コストの削減が可能。

株式会社 網屋

アライドテレシス株式会社

FXC株式会社

■ 学習管 理システムや医 療アプリ向けの負荷 分
散設定テンプレを利用可能 ■「 Ansible 」で VS
作成、証明書アップロードなどの自動化も可能

■

「KempLoadMaster 」
でオペレーション負担を軽減
/運用性向上!
■KESB Select/ Advanced
・ 通常版の更新価格と同じ価格設定（ボリュームディ
スカウント対応）
・更新のタイミングでiKAZUCHIへの切替がスムーズ
・ライセンスkeyの更新作業不要

iKAZUCHI（雷）

タダで使える
クラウド管理サービス!

■タダクラ
・サーバー構築不要
・サーバーメンテナンス不要
・KESB Select購入のお客様は無料で利用可能

カスペルスキーの簡易版EDR

■EDR Optimum
・導入・運用にかかるリソースを簡素化可能
・アンチウイルスのコンソールで一括管理可能
・ワンクリックでインシデント対応が可能

ゼロトラスト

サブスクリプション

サブスクリプション

音声、最新のインテリジェントソフトウェアを活用し

自治体向け
ネットワークソリューション

KESBシリーズ年額サブスク
販売開始!

テレワーク・リモートワーク

現をスムースにし、費用の心配なしにインフラ整備が
できるソリューションやアイデアをご紹介いたします。

インバンドLFP/DyingGaspの併用で障害箇所の切り
分けが容易に! 従来のMCは宅内MCのLAN 側障害
及び電源故障、
中継ファイバ障害の切り分けができま
せん。LEX3で障害切り分けを簡単に!

医療向けソリューション

iKAZUCHI（雷）

備にはコストのお悩みがつきもの。ゼロトラストの実

キャリア/ISP向け
光伝送ソリューション

大学専門学校向け &

テレワーク・リモートワーク

株式会社R.O.D

Wi-Fi 6以外にも...!
アライドテレシスが提供する
高速無線LAN

サブスクリプション

ネットワーク強靱化

機器を組み合わせた、
コロナ渦におけるモニタリング

高画質・高性能のネットワークカメラとネットワーク
映像、音声、分析でスマートで

非対面営業

テレワーク・リモートワーク

マルチベンダーNVR「DIGISTOR」、AI検索装置「VSAI」のほか、非接触型体表面温度計測カメラとNVRの

ポストコロナを生産性の向上につなげるインフラの整

ゼロトラスト
ネットワーク強靱化

社名（展示会出展名）

システムなどをご提案いたします。

AI

テレワーク・リモートワーク

出展内容

今こそクラウドで攻めの
セキュリティを!

高度化・巧妙化する攻撃に対抗するためには、
セキュリ
ティの見直しと強化による先手を打つ事が重要です。

ESETで手軽に実現可能なクラウド型クライアント管
理・サンドボックスによる防御力強化をご提案します。
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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

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

出展内容

社名（展示会出展名）

iKAZUCHI（雷）
ゼロトラスト
ネットワーク強靱化
テレワーク・リモートワーク

セキュリティ対策は

ソフォスにおまかせ!

テレワークのセキュリティの確保、進化するランサム
ウェアへの対策、
ネットワーク強靭化における対策な

ソフォス株式会社

ど、
ソフォスで実現してみませんか?

AI

非接触で注目される顔認証機能を備える多要素認証
テレワーク・リモートワーク

多要素認証でテレワークに
利便性と安全性を

ソリューションをご紹介。
ニューノーマル時代に適した
セキュリティ強化と業務効率化を実現。
テレワークのお

株式会社ディー・ディー・エス

悩みなどお客様の課題に応じたご提案をいたします。

Omada SDNは、アクセスポイント・スイッチ・ゲート
教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

IoT

Omada SDN ソリューション

ニューノーマル時代の
ネットワーク管理

iKAZUCHI（雷）

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

SSLとWAFで

ウェブセキュリティを強化

テレワーク・リモートワーク
サブスクリプション

教育ICTソリューション
教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

WiFi 6 と 10G/PoE++スイッチ

IoT

IoT

株式会社

D-Linkクラウド統合管理プラットフォーム「 Nuclias
Cloud」は、ネットワーク機器の一元管理が可能です。
ネットワーク機器の多拠点・多台数管理の課題を持
つお客様に最適なソリューションです。

ディーリンクジャパン
株式会社

登場。新複数年プランと無償クラウド管理機能が証
明書の管理方法を革新します。
さらにクラウド型WAF
を組み合わせることでウェブセキュリティを強化しま
す。

■CES 2021 Innovation Award」
を受賞した「Orbi
Pro WiFi 6」
■ラインナップ豊富な10G対応スイッチ
■ 1 ポートあたり最大 60W 給電が可能なPoE++ス

デジサート・ジャパン
合同会社

ネットギアジャパン合同会社

イッチ

サブスクリプション

ネットワーク強靱化

ティーピーリンクジャパン

供します。1つの管理画面から全てを操作でき、拡張
性の高いネットワークを構築可能です。

SSL/TLSサーバ証明書の世界最大手デジサートから

ゼロトラスト
ネットワーク強靱化

ウェイ等を統合し、100%集中型のクラウド管理を提

PoEスイッチの当たり前を
変えていく

【新商品】Wi-Fi6に最適/9W給電マルチギガPoE++
【革新的】大幅な省施工を実現 ! 天井埋込型 PoEス
イッチ
【高機能】
お客様のニーズをつめ込んだPoEスイッチ：

パナソニックLS
ネットワークス株式会社

GA-MLシリーズ

ゼロトラスト

廃棄IT資産からの情報漏洩を
防ぐ消去管理

廃棄するサーバーやPCからの情報漏洩のリスクを軽
減するには、
データ消去管理が重要です。復元のでき
ない確実なデータ消去と効率的な消去管理を実現す
るBlanccoのデータ消去管理をご紹介します。

株式会社ブランコ・ジャパン

ゼロトラスト
教育ICTソリューション
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

パスワードレスで一括ログイン

BCP

テレワークによるクラウド利用の増加でID管理に苦労
されている企業様必見！複数クラウドサービスのID/
パスワードを
「HENNGE One」
で一括管理。
システム
管理者様と利用者様の両方で効率化が可能です。

HENNGE株式会社

サブスクリプション

教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化
テレワーク・リモートワーク

eSIMの一括大量セットアップに

ついて

eSIMをIntuneと組み合わせてPCにeSIMを一括配信
する仕組みをご提案します。企業のIT管理者様の設定
負荷を軽減すると共に、
指定した通信手段のみ使わせ
る事で企業のセキュリティを高めます。
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丸紅ネットワーク
ソリューションズ株式会社

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

MylogStar（マイログスター）

ネットワーク強靱化
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

DeviceLock（デバイスロック）

出展内容

社名（展示会出展名）

は物理環境・シンクライアント環境にか
「MylogStar」
かわらず、精度の高いログ収集力でPC 操作ログなど
を取得できます。
また、取得したPC操作ログは直感的
な管理画面で効率的に管理・活用ができるのです。
はPCの外部デバイス制御に加え、
イン
「DeviceLock」
ターネットを介したファイルのコピー、送信を制御し、
個人情報や情報資産などの不正持ち出しや盗難・紛

株式会社ラネクシー

失による情報漏洩を防止します。
「 Janusseal 」は作成または編集するドキュメントや
ユーザーが送信する電子メールにセキュリティ分類

Janusseal（ジャヌスシール）

を割り当てることで、機密情報を効率的に分類し、人
為的な紛失や誤操作からの情報漏洩リスクを軽減で
きます。
ルータやファイアウォールの上位に配置可能、外部か

インターネットの浄化装置
ゼロトラスト
ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

IoT
AI

自動化と連携可能なAI画像判定
サービス

サブスクリプション

設備稼働状況の見える化クラウ
ドサービス

らの攻撃や内部から外部への不正な通信を双方向で
ブロックするセキュリティフィルタ製品です。標的型攻
撃による情報流出対策や公開サーバへの攻撃対策に
有効です。
外観検査の効率・品質向上を支援するAI 画像判定
サービスです。判定結果を前後の工程と連携させるこ
とで、不良品の自動排除及び設備総合効率の向上の
実現が期待できます。

株式会社YE DIGITAL

多様な標準機能をプログラミングレスで利用可能で、
導入初期のコストと開発工数が抑えられます。IoT通
信機器「MMLinkシリーズ」
と組み合わせることによっ
て、機器稼働見える化をワンストップでご支援します。

教育ICT・業種別ソリューション
デジタル授業に
これから必要な機器とは?
教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

オンライン資格確認、始まります

IoT
非対面営業

快適なテレワークのコツ、
教えます

教育ICTソリューション
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

ニューノーマル時代の
新たな選択肢をご紹介

ペーパーレス・ワークフロー

教育ICTソリューション

教育ICTソリューション

一人一台端末の活用に向けて、大型インタラクティブ
ディスプレイや、先生が簡単に使えるインターネット
授業配信機器などをご紹介します。
『オンライン資格確認』に必須となるPC 端末と、医療
現場向けの高精細ディスプレイ
「MediCrysta」
をご紹
介。
デジタル周辺メーカーならではの切り口で、新しい
医療現場のあり方をご提案いたします。

株式会社
アイ・オー・データ機器

IODATAのテレワーク対応ディスプレイやスピーカー
フォンをご紹介。最適な周辺機器の活用で、快適・効
率的なテレワーク環境をご提案いたします。
■Chrome OS製品（教育市場向け/企業向け）
■頑丈設計業務用タブレット
「 Enduro（エンデュー
ロ）」
シリーズ
■クリエーター向けハイスペックパソコン
「Concept D

日本エイサー株式会社

（コンセプト ディー）」
シリーズ

遠隔監視・室内環境監視
ソリューション

学習端末の管理なら
「CLOMO MDM」

室内のCO2濃度･温度･湿度を監視し、適切な換気タ
イミングを自動でお知らせ「
! 室内環境モニタリング
セット」
は感染症対策、快適な学習環境づくりで、頑張

株式会社アイエスエイ

る学生を応援します! ※最大32か所まで一括監視可
能
多くの教育委員会・学校ではGIGAスクール構想によ
る端末の導入でその管理に困られております。
その配
布される端末を如何に簡単に、
安全に管理できるかを
「CLOMO MDM」
を使ってご説明します。
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株式会社
アイキューブドシステムズ

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

教育ICTソリューション
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

ペーパーレス化・フリーアドレス

を促進!

非対面営業

IoT
AI
サブスクリプション

IoT AIで集める・見える・
予知する!

授業支援クラウドは

「schoolTakt」

出展内容

社名（展示会出展名）

タブレット充電保管カート「 Tablet*Cart シリー
ズ」、USB ハブ「 USB-haco1 」を活用したローコス

エム・ティ・プランニング

ト・ペーパーレス会議、移動可能な集中個室ブース

株式会社

「C-Booth」
を出品いたします。

IoTを活用して、製造設備のデータを正確にとらえ蓄
積し活用することで設備の安定稼働と保全活動の最

株式会社KIS

適化を行い生産力アップにつなげます。
児童生徒の一人一台PC時代が到来する中で未来の
学びを実現する授業支援クラウド
「schoolTakt」。
ブラウザだけで簡単操作を実現。全教科、一斉授業・

株式会社コードタクト

協働学習などどんな授業にもフィットします。

AI 向けエッジコンピューティングに最適なプラット
IoT
AI

社会のDXを支える
価値あるバリエーション

フォームをご用意。展開例として
『正しい手洗い動作』
の判定技術を搭載したソリューションをご紹介しま
す。遠隔監視に最適なソリューションもご用意してお
ります。

株式会社コンテック

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

IoT
AI

声と映像で現場が変わる
「Buddycom」

BCP

スマホやタブレットにインストールして使える、音声、
映像、位置情報を利用したBtoB業務用チームコミュ
ニケーションアプリです。現場に特化した今までにな
いコミュニケーションを実現します。

株式会社サイエンスアーツ

RPA・ChatBot
サブスクリプション

テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

IoT

Jabraで始めるテレワーク

非対面営業

ますます導入が広がるテレワークに必須となるヘッド
セットや会議用スピーカーフォンでコミュニケーション
をより充実させることができます。

GNオーディオジャパン
株式会社

教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化

NWカメラ単体でできる映像ソリューションのご紹

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

NWカメラエッジ

ソリューションのご紹介

IoT

介。不特定多数にリアルタイムな動画映像を配信する
仕組みやカメラが自動でタイムラプス動画を生成する
システム、最先端の使えるクラウドストレージをご提
案します。

株式会社シーティーエス

BCP
サブスクリプション

経営の見える化を支援します
ネットワーク強靱化
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

IoT

自治体向け大容量・無害化ファイ
ル送信

AI

稲作支援SaaS

教育ICTソリューション

教育ICTソリューション

アフターGIGAにおける
学びへの架け橋

GIGA端末活用をサポートする

チエル製品

は、企業経営・営業戦略
「Scope eye（スコープアイ）」
に必要なあらゆる社内情報・顧客情報の一元化・可
視化を支援する、統合システムです。

LGWAN 、インターネット経由により大容量の電子
データを安全に送受信できるウェブサービスをご紹
介します。

スタンシステム株式会社

IoT、AI、LPWA、クラウドの技術を駆使して稲作業の
デジタルトランスフォーメーションを実現します。
GIGAスクール整備後は1人1台端末を活かす新たな
取組が必要です。Officeアプリを子供たちが自然と使
えるような操作支援ツール、先生の板書をデジタル
化、持帰り端末用に配信するサービスをご紹介しま
す。
をはじ
チエルでは
「チエル Chromebook 活用パック」
め、GIGAスクール構想の1人1台環境の運用管理、協
働学習、安全な活用、学習指導をしっかり支援する製
品をご用意しております。
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ゼッタリンクス株式会社

チエル株式会社

出展概要
解決できる課題

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

ブースタイトル

出展内容

校務用パソコンに二要素認証を

「 Yubi Plus（ユビプラス）」は、文科省のセキュリティ
ガイドラインで提唱されている校務用PCの二要素認

簡単導入!

汎用チョコ停監視パッケージ

証や、総務省のテレワークガイドラインに準拠したリ

AI

「 SALTYSTER Industry Trigger 」は設備機械の制
御装置 /センサー /カメラと連動し、異常発生時の映
像・数値・信号情報を時系列に同期させ確認可能なソ

プログラムの知識がなくても、
データサイエンティスト
機械学習ソフト RapidMiner

日本情報システム株式会社

モート接続を安心・安全・簡単にご提供します!

リューションです。

IoT

社名（展示会出展名）

萩原テクノソリューションズ
株式会社

が行うような高度な分析業務をドラッグ&ドロップの
簡単な操作で行うことができる世界中で使われてい
る機械学習プラットフォームを紹介します。

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
非対面営業

教育ICTソリューション

プリント・オン・デマンドで時代の変化に対応した新た

DX時代に向けた

プリントサービス

GIGAスクールを支える

ネットワーク製品

教育ICTソリューション
労働環境改善・HRtech

IoT

生産現場における作業改善を
ご支援します!

BCP

なドキュメントの価値を提供します! ICT と連携した
高速・高品質パブリッシングシステムにより、TCO の
削減と、
ビジネス拡大を支援します。

富士通コワーコ株式会社

ぷらっとホームでは、
GIGAスクール構想を支える製品
を提供しています。
シンプルに導入できる教育機関向
けのDHCP・Syslogサーバーおよび手のひらサイズの
小型Linuxサーバーをご紹介します。

ぷらっとホーム株式会社

作業分析 / 業務最適化ソフトウェアの「 OTRS 」は、映
像による動作分析、時間分析などの機能により、生
産・製造現場の作業時間短縮・省力化・コスト低減が
できるソフトウェアです。

株式会社ブロードリーフ

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

IoT

HoloLens 2 活用提案

世界最先端のMixedReality 技術をご紹介していま
す。
お試しの利用から長期利用まで、横河レンタ・リー
スの
「HoloLens 2 サブスクリプションサービス」
をご

横河レンタ・リース株式会社

活用ください。

VR・AR
サブスクリプション

教育ICTソリューション

DISが提案するアフターGIGA

GIGAスクール導入後の「探究的な学び」のヒントが
詰まった授業デザイン研修、3OSでの構築支援、
アフ
ターGIGAツールをご紹介いたします。

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）

周辺機器
教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

PHILIPS 液晶ディスプレイ

労働環境改善・HRtech

施中★

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

VR・AR
BCP

ニューノーマル時代の
お客様価値提案

非対面営業

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

教育ICTソリューション
労働環境改善・HRtech

コンパクトから超ビッグなサイネージまで!新しいライ
フスタイルを力強くサポートする、大注目のモデルた
ちを一挙ご紹介!★鈴木ちなみさん Philipsコラボ実

ペーパーレスソリューションで
業務効率化

生産性向上に貢献する
OKIプリンター

エプソン販売ブースでは、ニューノーマル時代にお
いて変 化するオフィス環 境 や学 習 環 境を見 据え
エプソン製品で実現できる様々なお客様価値をご提
案してまいります。是非皆様のご来場をお待ち申し上
げます。
生産現場でご使用いただける堅牢タブレットと帳票
ソフトや、掲示板代わりのデジタルサイネージシステ
ムなど、手軽に導入いただけるペーパーレスソリュー
ションをご紹介いたします。省人化、業務効率化に貢
献いたします。
印刷業務が欠かせない現場のお客様へ、省スペース
とユーザービリティを徹底追求した新技術「スペース
セービングテクノロジー」搭載機種など、現場の生産
性向上に貢献するOKIのソリューションをご紹介しま
す!
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PHILIPS

（MMD Singapore
Pte Ltd. 日本事務所）

エプソン販売株式会社

エレコム株式会社

株式会社沖データ

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

出展内容

BCP対策における安全なITインフラ構築に必須の電
BCP

リモートで実現するBCP対策

源保護。
ニューノーマルで重要なリモート対応を実現
するHCI対応電源管理ソフトウェア、
リモート監視ソフ
トウェア・サービスなどUPSと合わせてご紹介します。

社名（展示会出展名）

シュナイダー
エレクトリック

入庫や検品作業の際に携帯可能なモバイルプリンタ
【物流】

WMS連携、現場を効率化!

や、倉庫内の定位置に設置する据置型ラベルプリンタ
など現場や用紙サイズに合わせたラベルプリンタをご
活用いただけます。
ハンディターミナルとの連携も可能です。
部品・原材料の入庫や検品用モバイルプリンタや、出

【製造】

生産管理システム連携プリンタ!

テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

【医療】
医療システム連携プリンタ!

【小売】

HACCP 食材管理・表示ラベル

【金融】
渉外支援&カウンター用プリンタ

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

VR・AR

国産PC製品・iiyama

ディスプレイ

荷時の現品票印刷用据置型ラベルプリンタ、
かんばん
などの小サイズ帳票を印刷可能なレーザープリンタな
ど、現場に合わせたプリンタをご活用いただけます。
コストパフォーマンスに優れたブラザーなら、ハード
機器のコストを抑え、電子カルテ導入時のコスト削減
に貢献します。低ランニングコストで、
コンパクトサイ
ズ、豊富なラインアップがブラザーの特徴です。

ブラザー販売 株式会社

ブラザーでは食品・食材管理ラベルの発行で店舗運
営をサポートしています。表示ラベル発行で、消費者
の食への安心・安全への意識変化やHACCPの考え方
が強まっている昨今の課題解決のお手伝いをいたし
ます。
コンパクトサイズで携帯性に優れたモバイルプリン
タで、渉 外 活 動の生 産 性 向 上をお手 伝いします。
また置き場所を選ばない小型プリンタで、
カウンター
業務の効率化をサポートいたします。
■国内生産・24時間365日サポートPC：テレワーク用
からワークステーション、
グラフィックス搭載製品も事
務用、
CAD、デザイン、映像、文教など幅広く対応可能
■ディスプレイ：弊社iiyama最新製品

株式会社
マウスコンピューター

iKAZUCHI（雷）
教育ICTソリューション

コミュニケーション活性化/ネットワーク強化/会話の
漏洩対策。
テレワーク&オフィスワークを融合させたハ
イブリッドな働き方をより快適にするヤマハからのご
提案。
クラウド型動画制作ソリューションもご紹介。

ヤマハ株式会社

新たな創造を実現 NEWプロジェ
クター

カシオ独自のレーザー &LED ハイブリッド光源を更
に進化「明るい」
「小さい」
を両立する小型プロジェク
ション製品を先行出展。映像コミュニケーションの新
提案で、
お客様・パートナー様に新たな価値を提供し
ます。

カシオ計算機株式会社

キヤノンプリンタで今すぐ実践!

新型コロナによって大きく変化する社会とワークスタ
イル。本ブースでは、今すぐ実践できる新型コロナ対
策として、注意喚起の掲示物作成、
テレワーク・モバイ
ルワーク用プリンタをご紹介させていただきます。

キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社

京セラのモバイルソリューション

業務用Wi-Fiタブレット/高耐久スマートフォンのご紹
介。
導入からサポートまで一貫した国内対応でお客様
のご要望にお応えし、様々な業種・業態でご利用頂く
ツールとして多くの企業様にご導入いただいておりま
す。

京セラ株式会社

ビジネスを加速
多様なコンピューティング

最新GeForce RTX3000シリーズ搭載「GALLERIA」、
サイネージに最適「スティックPC 」、常時給電利用も
安心「バッテリーレスタブレット」、高精細デジタル顕
微鏡「マイクロスコープ」
をご紹介します。

ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

「ハイブリットな働き方」
と
「音」
のご提案

BCP
非対面営業
サブスクリプション

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク

VR・AR

テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

IoT
BCP

教育ICTソリューション

IoT
AI
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株式会社サードウェーブ
（ドスパラ）

出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

出展内容

社名（展示会出展名）

これからの
『新しい生活様式』
『働き方の新しいスタイ
テレワーク・リモートワーク

WEB会議をワンランクアップ

ル』
の実践に必要不可欠なWEB会議。
ストレスを解消
し、
ワンランクアップさせるおすすめ製品をご紹介しま

サンワサプライ株式会社

す。

効果的なオンライン会議

教育ICTソリューション

ソリューション

テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

IoT

顔認証+自動検温システム

ソリューション

AI
非対面営業

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech
非対面営業

AI
BCP

ソニーのニューノーマル対応
ソリューション

新型コロナウイルスの影響により、
『新しい働き方』
が
企業様の課題となる今、
さまざまな用途のテレビ/ディ
スプレイ、
テレワークに伴うモバイルPCなど、
ソニーが
提案できるソリューションをご紹介します。

非対面で密を防ぐ
タッチソリューション

テレワーク・リモートワーク

リモート会議対応の
新
「ClickShare」

教育ICTソリューション

ニューノーマルで変わるもの
変わらないもの

非対面営業

ニューノーマル時代の
新しい会議のカタチ

ネットワーク強靱化
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

IoT

リブーターはテレワークでも
大活躍!

BCP

教育ICTソリューション
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

シャープマーケティング
ジャパン株式会社

■ IRカメラを利用した発熱者を検出可能なシステム
のご提案
■ 高性能2Dスキャナーを搭載した高耐久性ハンドヘ
ルド端末のご提案
■ EMVデバイス、
レシートプリンターなどを搭載可能
なセルフ端末のご提案

ソニーマーケティング
株式会社

タッチパネル・システムズ
株式会社

サーバー、UTM 、
プリンターなどのネットワーク周辺
簡単IoT機器により
お客様の課題解決

テレワークお役立ち商品

テレワーク・リモートワーク

ソリューション。
顔認証と検温を同時に実施可能。

ソリューション

テレワーク・リモートワーク

IoT

優れた顔認証AIカメラとサーモセンサーの融合により、
1台のカメラでも実現可能な感染症拡大予防のための

シリーズ」 ■4Kの表現力でよりわかりやすく、
学校専
用
「BIGPAD Campus」 ■バッテリーに優しいGIGAス
クール仕様対応
「輪番タイマー付き充電保管庫」

RPA・ChatBot

ペーパーレス・ワークフロー

プレイです。

■クラウド型で学びの機会を拡げる学習支援
「スタディ

GIGAスクール対応・教育

パブリッククラウド・ハイブリットクラウド

IoT

Microsoft 認証を取得したディスプレイ「Windows
collaboration display」Microsoft 365と効果的に
連携できる、
カメラ・マイク内蔵70V型4Kタッチディス

学校向け映像配信
ソリューションのご提案

機器や、各種ソフトウェアと連携し、
アラート発報の際
にネットワーク対応パトライトで報知させることで、異
常に素早く対応でき、
リスクの低減が行えます。
テレワーク時に、
きっと役立つ家電商品をご紹介。紙
で見て検討したい〜ファックス付電話器。
オンライン
会議で相手の声が聞こえにくい〜ステレオイヤホン。
など
モニタケーブル、
カメラ・マイク・スピーカなどの周辺機
器USBケーブルもすべて
「ClickShare」
に接続してフ
ルケーブルレス会議室を実現。
あとはPCにボタンを指

株式会社パトライト

パナソニックコンシューマー
マーケティング株式会社

バルコ株式会社

し、約1秒でリモート会議もスタート可能。
コロナ禍以後、
オフィスの会議スペースや教室の環境
整備の方向性が変わってまいりました。会議室の環境
の向上や教室の環境整備についてのソリューションを
ご紹介いたします。
コロナ禍によるテレワーク推進でWeb会議を利用する
企業が急激に増えました。
PolyではそのWeb会議を利
用して、
複数人同士でもコミュニケーションを取ること

ベンキュージャパン株式会社

Poly

が可能になるソリューションをご紹介いたします。
ネットワーク対応型電源制御装置「リブーター」
の
ご紹介
■ テレワーク時のリモートアクセス問題を解決!
■ 監視カメラシステムの安定した運用に!
■ デジタルサイネージの効率的な保守に!
手軽に学内ライブ動画配信したい! 授業を配信して自
宅で視聴させたい! 動画活用をお手伝いする2製品を
ご案内。
また校内情報発信サイネージとして誰でも手
軽に活用できるクラウドサービスをご提案します。
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明京電機株式会社

メディアエッジ株式会社

出展概要
解決できる課題

テレワーク・リモートワーク

教育ICTソリューション
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー

ブースタイトル

コロナ時代に対応した
ワーキングスタイルへ

出展内容
フリーアドレス・テレワークに合わせ
「Targus製ドッキ
ングステーション」。
オフィス以上の効率化を図るサブ
モニター。出先では情報漏えいを断固として守る、磁

社名（展示会出展名）

株式会社ユニーク

石式プライバシーフィルムをご提案します。

PC、タブレットPC、スマートフォンなどの画像情報/映
業務改善、生産性向上、

クリエイティブ

像情報を
『いつでも、
どこでも、誰でも、誰とでも』簡単
に共有できます。情報共有する事でより創造的な仕事

リコージャパン株式会社

が実現できます。

DIS
当社グループは、
ダイワボウ情報システムを中核会社
ダイワボウホールディングス
会社紹介

しております。各事業内容や決算情報についてご紹介
します。

教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク

とするITインフラ流通事業を主軸として、繊維事業、
産業機械事業の3事業がそれぞれ独自の強みを発揮

DISグループが提供する
S&Sのご紹介

IoT
サブスクリプション

ニューノーマル時代にお客様の課題、
ご要望に即した
商材をご提案いたします。
■ キッティング ■ 延長保証 ■ iPad 延長保証 ■
データリカバリ、
データ消去 ■ コンテンツサービス
※物流サービスの紹介

ダイワボウホールディングス
株式会社

ディーアイエス
サービス&サポート株式会社

iKAZUCHI（雷）
ゼロトラスト
ネットワーク強靱化
パブリッククラウド・ハイブリットクラウド
テレワーク・リモートワーク
ペーパーレス・ワークフロー
労働環境改善・HRtech

IoT

事業戦略!!
生産性効率を高めるDX推進

AI

■ディーアイエスソリューションが考える事業部門の
DX推進方法とICT活用
■スピードと運用負荷低減 !クラウドシフトによるDX
推進

ディーアイエスソリューション
株式会社

VR・AR
BCP
RPA・ChatBot
非対面営業
サブスクリプション

iKAZUCHI（雷）
サブスクリプション

業界最大級サブスク管理ポータル
（Biz）

待望の
『顧客利用画面』
をリリース!今ご利用になって
いるサブスク契約の数量・更新日がわかるだけじゃな
く、利用料金の表示や契約数量の増減も可能になり
ました。顧客にも販売パートナー様にも嬉しい新機

ダイワボウ情報システム
株式会社
（iKAZUCHI
（雷）
）

能です。

DIS オウンドメディア

iDATEN（韋駄天）、PC-Webzine、スマートワーク総
研などのDISオウンドメディアを紹介。

ダイワボウ情報システム
株式会社
（DIS オウンドメディア）

DISおすすめソリューション

HCI、SD-WANに関するソリューションと、ネットワー
ク運用を支援するMerakiマネージドサービスについ
てご紹介します。
また、
テレワークに関する商材もござ
いますので、是非ご訪問ください。

ダイワボウ情報システム
株式会社
（おすすめソリューション）

様々なキャリアSIMを利用し、法人市場（テレワーク
需要など）、文教市場（GIGAスクール、大学教職員向
けなど）、特殊用途利用（監視カメラ、
バス運行管理な
ど）様々な利用シーンにあった商材をご紹介いたしま
す。

ダイワボウ情報システム
株式会社
（DIS mobile）

テレワーク・リモートワーク

BCP
非対面営業

iKAZUCHI（雷）
教育ICTソリューション
ネットワーク強靱化
テレワーク・リモートワーク
労働環境改善・HRtech

IoT
BCP

DISが提供する

通信サービスをご紹介

非対面営業
サブスクリプション
※各社の出展内容は、2021年2月4日現在のものとなります。 ※各社の出展内容は予定です。
変更される場合がありますので、
ご承知おきください。
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出展概要
解決できる課題

ブースタイトル

出展内容

社名（展示会出展名）

お申し込み・詳細は公式 Webサイトで

https://www.dis-world.com/digital_days2021/
DIS WORLD

DIS WORLD Digital Days 2021
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