
入場無料

ダイワボウ情報システム株式会社
松江支店

TEL 0852-27-1621  FAX 0852-32-2923

鳥取支店

TEL 0857-37-1230  FAX 0857-37-1232

後援：松江市、益田市、中海・宍道湖・大山圏域市長会、島根経済同友会、一般社団法人 島根県情報産業協会、松江商工会議所

ダイワボウ情報システムが総力を挙げてお届けするICT・IoTの総合イベント

島根県立産業交流会館
（くにびきメッセ）

〒690-0826 島根県松江市学園南1丁目2番1号

JR松江駅から ▶ 臨時無料シャトルバスを運行予定

お車でお越しの場合 ▶ 山陰自動車道「松江中央IC」から約10分

 ▶ 駐車場完備（約400台収容可能、3時間まで無料）

令和元年　　月　　日（水）～　　月　　日（木）
9:30-17:30 9:30-16:30



月　　日（水）

月　　 日（木）
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鼎談
10:30＞

12:00
地域経済活性化 ～今こそ地方創生の時～

新年号『令和』を向かえた日本。そんな中、人口減少・労働力不足・少子高齢化の『課題
先進地域』である山陰地方。
本セッションでは山陰両県の企業のお二方に加え、モデレータとして大手 ITベンダを中心
に様々な企業で新規事業開発のサポートをされている株式会社フィラメント 角氏にご登壇
いただき、現状抱える問題点と山陰ならではの進むべき将来について討議いたします。

パネリスト　宮脇 和秀 氏　株式会社ミック 代表取締役社長

　高下 士良 氏　株式会社エッグ 代表取締役

モデレータ　角　　勝 氏　株式会社フィラメント 代表取締役 CEO

3階 国際会議場
定員 150名

特別
講演

13:00＞

14:00
経営戦略としてのサイバーセキュリティ
インターネットのグローバル化は、社会インフラや企業活動に大きなメリットをもたらした
半面、サイバー攻撃の脅威も進み、あらゆる企業がグローバルな視点でサイバーセキュリティ
対策を考える必要性が生じています。米国の NIST に代表される国際的ガイドラインと日本
の防衛装備庁の新情報セキュリティ基準についてご説明し、IT 機器の調達の際にセキュリ
ティをどう提案していくべきかをお伝えいたします。

講師　　　　　　前野    明 氏　防衛省 防衛装備庁 装備政策部 装備制度管理官

　九嶋 俊一 氏　株式会社日本 HP 専務執行役員

ファシリテーター　澤田 亮太 氏　株式会社日本 HP

　　　　　　　　　　　　　　　　  サービス・ソリューション事業本部 技術本部 クライアント技術部

　　　　　　　　　　　　　　　　  ソリューションアーキテクト

3階 国際会議場
定員 150名

パネルディ
スカッション

15:30＞

17:00
スマートシティ創生における山陰の未来
少子高齢化の問題点を抱える地方都市において、今後一人当たりの生産性と生活の質を高
めることが必要です。
ICT を活用した街づくり『スマートシティ』は、災害・観光・医療・健康・交通などの様々なデー
タを収集し都市が抱える課題を解決に導きます。
今回は益田市・会津若松市・シスコシステムズ社をお招きし、地方都市の可能性をディスカッ
ションいたします。
本セッションでは島根県益田市が取り組んでいる【益田モデル】について、お伝えできるセッ
ションとなっております。

パネリスト　山本 浩章 氏　島根県 益田市長

　鵜川    大 氏　福島県 会津若松市 企画政策部 企画副参事

　三村 雄介 氏　シスコシステムズ合同会社　東京 2020 オリンピック・パラリンピック

　　　　　　　　　　　　　　 推進本部　ビジネスデベロップメントマネージャー

モデレータ　豊崎 禎久 氏　アーキテクトグランドデザイン株式会社 ファウンダー & チーフアーキテクト

3階 国際会議場
定員 150名

九嶋 俊一 氏

講演・パネルディスカッション

セミナーやパネルディスカッションの確実な受講には、事前の登録が必要です。

事前登録は、DIS わぁるど Web サイトでお願いいたします。

https://www.dis-world.com/sanin/DISわぁるど

講演・
パネルディスカッションは
事前登録制です

受講
無料
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特別
講演

9:45＞

10:45
認証基盤の未来 ～パスワードレスによるセキュリティの革新～

Windows、クラウド、ネットワークへの参加で利用されているパスワード。しかし、セキュ
リティ対策としてのパスワードによる認証は、危険になり得ます。簡単なパスワードは破ら
れやすく、難解なパスワードや定期変更は利用者の負担にもなります。安全にクラウドまた
は情報資産にアクセス可能なパスワードレスの考え方、業務効率を改善するソリトンのデジ
タルトランスフォーメーションをご紹介します。

講師　橋本 和也 氏　株式会社ソリトンシステムズ 取締役

1階 小ホール
定員 70名

コラボ
セミナー

11:00＞

12:30
RPAのスケール・高度化・大衆化の実現へ !
～労働力不足の新たな解決策へ～

少子高齢化による労働人口の減少は、地方において大きな課題になっていますが、RPA は
労働生産性を向上させ、労働力不足を解決するツールとして注目を浴びています。本セッショ
ンは、ソフトウェアメーカー、販売パートナー、ユーザーの３つの視点から RPA に関する
最新事例紹介と今後の展開についてご紹介いたします。

講師　小野 寛徳 氏　RPA テクノロジーズ株式会社

　　　　　　　　　　　  営業本部 エリアセールス部 大阪オフィス責任者 BizRobo! エバンジェリスト

　北村    功 氏　株式会社 島根情報処理センター 代表取締役社長

　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

3階 国際会議場
定員 150名

特別
講演

12:30＞
13:30

変革は地方から始まる ～地域の担い手育成～

「市長をやりませんか？」というキャッチコピーで 2008 年から開催している鯖江市地域活
性化プランコンテスト。全国から優秀な大学生が鯖江に集い、鯖江の活性化策を提案。全
国の学生から刺激を受けた地元学生が主体的に運営するようになった成功要因と、グロー
バル企業から支援を受ける IT×ものづくり拠点「Hana 道場」での IT の担い手育成や、
目指していることについてご紹介いたします。　※ 本セッションは女性向けのご講演となっております。

講師　竹部 美樹 氏　NPO 法人エル・コミュニティ 代表

1階 小ホール
定員 50名

特別
講演

13:30＞

15:00
テクノロジーとマインドセットで解決する、地方の課題
～最先端 IT は何をもたらすのか～

少子高齢化による労働不足や、地域経済活性など地方が抱えている課題をテクノロジーが
どのように解決ができるのか、事例を紹介しながら、皆さんと一緒に考えたいと思います。
講師　澤 円 氏　日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 マイクロソフトテクノロジーセンター センター長

3階 国際会議場
定員 150名

特別
講演

15:15＞

16:15
ICT が切り開く未来とは
～インテルが考える近未来のワークスタイル～

最新テクノロジーによって私たちの生活やビジネス環境は急速に変化しています。今後、注
目の AI・5G が企業や社会の基盤にどう入ってきて、私たちはどう活用できるのか？ IoT
はビジネスをどのように変革させていくのか？ 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。

講師　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

1階 小ホール
定員 70名

講演・パネルディスカッション

セミナーやパネルディスカッションの確実な受講には、事前の登録が必要です。

事前登録は、DIS わぁるど Web サイトでお願いいたします。

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



※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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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

TCO
削減

 人材育成・
情報共有

情報
発信

セキュリティ
強化

BCP対策
（防災対策）

教育の
情報化

出展概要

インテルの最新
テクノロジーを体感

会議の生産性向上を実現する 「Intel Unite」 を
はじめ、業務効率化を実現する最新テクノロジー
をご紹介。また、高性能 「Core i9」 搭載の映
像クリエイター向けPCや、eスポーツ向けPC
を体験できます。

インテル株式会社

体感できるテレワーク 

昨今話題のテレワーク環境を実現するインフラ
環境を、テレワーク/オフィス/情報システム部
門それぞれの目線で、Cisco&VMwareのクラ
ウドサービスでご紹介いたします。

シスコシステムズ
合同会社&
ヴイエムウェア
株式会社

マイクロソフト
次世代の働き方改革

長年働き方改革に取り組んできたマイクロソ
フトならではの真の働き方改革をご提案。  
「Office 365」、「Microsoft 365」、「Azure」、
「Surface」 の活用事例をご紹介いたします。

日本マイクロソフト
株式会社

テレワークやRPAに
よる働き方改革ご提案

労働力不足という課題に対し、超軽量薄型モ
バイルPCやHCIなどを活用したテレワーク、
スキャナを活用したRPAによる働き方改革ソ
リューションをご提案します。また、『匠のモノ
づくり』例もご覧いただけます。

富士通株式会社

From 山陰

フレイル予防に注目した
高齢者対策事業

2025年問題と称される超高齢化社会が目前に。高齢者1
人1人が自分らしく生き生きと生活できる社会の実現を ICT
でお助けします。超高齢化社会のキーワード 『フレイル対
策』 をトータルサポート。

株式会社エッグ

不正侵入防御システム
「NetStable」

「NetStable」 はゲートウェイ型のネットワークセキュリティ
製品です。ネットワーク上のインターネットの出入り口部分
（ルータの配下）に設置することにより、通過する通信を解
析し、不正な通信を防御します。

株式会社MCセキュリティ

IBM Cloud の利用事例

IBM Cloudのサービスの一つ「PaaS」にあるNode-Red
により顔認証、Chatbot、音声認識などのWatson APIを
呼び出し、簡単なアプリケーションの利用事例を紹介いたし
ます。

株式会社ケーオウエイ

飲食店POS 「FOODレジ」
『予約』・『仕入』・『販売』　ジェットシステムが提供する、『人
手不足を補う』 飲食店向けトータルサービスです。

株式会社ジェットシステム

神々のパワーみなぎる地・
島根へ企業立地を

島根県には、快適な生活環境、勤勉で粘り強い優れた人材、
人材確保・育成支援補助などの全国トップレベルの助成制
度、行政のバックアップが揃っており、進出には最適な環境
です。ぜひ島根県への立地をご検討ください !

島根県

松江商業高校・情報科学高校

産学官連携事業として、IT人材育成を商業系高校で実施し
ている。各校ではRubyやRedmineを活用したWebアプ
リ開発、ITを活用したビジネス構築など、企業と連携して
地域に根ざした学習を行っている。

島根県立松江商業高等学校/
島根県立情報科学高等学校

“mruby/c”で実現するIoT
小型センサーデバイス向け開発言語“mruby/c”を紹介し
ます。IoTの構築において、試行錯誤が必要となるプロト
タイプ製作の開発現場などで効果を発揮します。

しまねソフト研究開発センター
（ITOC）

ブレーキアシスト歩行車 
「S-Walker」

廣冨研究室では、ICT（情報通信技術）を活用した支援技術
を研究開発しています。歩行機能の低下した高齢者のより
安全・安心な移動を支援するブレーキアシスト付きの四輪
歩行車を展示します。

国立大学法人島根大学

Made in Japan匠の
モノづくり

様々なお客様ニーズに柔軟にお応えするPCカスタイマズ
や高品質へのこだわりを、普段ご覧になれない製造過程の
ご紹介やカスタイマイズした実物展示で体感いただけます。

株式会社 島根富士通

『スマート校務』で
先生の校務をスマートに

教員の働き方改革に対応した統合型校務支援システム 「ス
マート校務」 です!事務系・教務系の13システムで連携し校
務負担を大幅に軽減 !

ティーエスケイ情報システム
株式会社

伝えたい情報を
タッチでお届けします。

タッチディスプレイでスタッフ・お店・イベント情報など多
業種に対応したアプリケーションです。 東亜ソフトウェア株式会社



※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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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

TCO
削減

 人材育成・
情報共有

情報
発信

セキュリティ
強化

BCP対策
（防災対策）

教育の
情報化

出展概要

とっとりIoT推進ラボ（鳥取県）

「とっとりIoT推進ラボ」では、環境整備・人材育成・支援制
度の一体運用により、地域レベルでの先端技術利活用を推
進しています。今回、新たに開発された商品・サービスの
一例をご紹介します。

とっとりIoT推進ラボ

「m-FILTER@TICクラウド」

メール誤送信対策として、一時保留機能や暗号化機能を備
えた 「m-FILTER@TICクラウド」 と地方公共団体での導入
実績が豊富なオープンソース型グループウェア製品 「シラサ
ギ」 をご紹介します。

株式会社鳥取県情報センター

鳥取大学が提案する次世代テ
クノロジー

人々が超高齢社会でより安心安全に豊かな暮しを営めるた
めに、人・地域の見守りや活動を支える基盤技術の研究を
重ね、すぐに実用化可能な研究成果として IoT・ICTを活用
した応用展開をご紹介します。

国立大学法人鳥取大学

リスク対策ソリューション

リスク対策ソリューションとしまして、リスクアセスメントシ
ステム、化学物質のリスクアセスメントシステムと、ばく露
などの見える化を実現するリスクビューワの3つのソフトウ
エアを展示いたします。

株式会社日本ハイソフト

チーム出雲オープンビジネス
協議会

チーム出雲は出雲市に拠点をおくIT関連企業が集まった組
織で、加盟企業は約20社、エンジニアの総数は300人を
数え、各企業の得意分野を活かしたチーム編成と安定した
リソース供給が可能です

スモウルビー・
プログラミング甲子園

スモウルビー・プログラミング甲子園は、全国の高校生以
下の方を対象としたプログラミング競技会です。競技内容
をデモを交えてご紹介いたします。

株式会社ネットワーク応用
通信研究所

AI/IoTを活用した
サービスの提案

鳥取県鳥取市に本社がある株式会社LASSICでは、感情
解析研究開発を 2012年から開始、そのノウハウを生かし
て、AI/IoT を活用した各種サービスをお客様に提案して
おります。

株式会社LASSIC

ダイワボウグループの紹介
ITインフラ・生活インフラ・産業インフラという「社会イン
フラ」の領域において、地球環境と持続可能な社会づくり
に貢献するダイワボウグループをご紹介します。

ダイワボウホールディングス
株式会社

次世代テクノロジー

実績No.1 RPA 「BizRobo!」
本ブースでは、RPAの国内実績No1の当社より、RPA活
用の成功に欠かせないポイントを事例や新製品のご紹介を
交えご説明させていただきます。

RPAテクノロジーズ株式会社

LoRa無線方式
「ももことあやか」

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
を一元的に支えます。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

見たいものが診える!
新しい2つの技術

当社ブースでは、AI（人工知能）とAR（拡張現実）の新技術
を活用した商品展示を行います。”効率的な生産現場の実
現”を体感出来る内容となっておりますので、是非当社ブー
スへお立ち寄りください。

株式会社栄工社

畜産 IoTシステム 
「LIVECARE」

「LIVECARE（ライブケア）」 は IoT技術のベースで牛群の
体温変化・行動量分析を把握することで事前に疾病予報と
品質管理を一回で済ますスマートなサービスです。

株式会社TheBetter

JRCS
JRCS Digital Innovation LABのコンセプトと4月にリリー
スした次世代遠隔トレーニングソリューション 「INFINITY 
Training」 をご紹介します。

JRCS株式会社

人とデジタルレイバーによる
業務改革

働き方改革で注目されているRPA。情報収集や分析に要す
るデータやデジタルレイバーが動くためのルールなどの一
括管理が可能なサーバ型RPA 「EneRobo」 「RPAサービ
ス 島情くん。」 をご紹介します。

株式会社 島根情報処理セン
ター&株式会社 エネルギア・
コミュニケーションズ
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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

TCO
削減

 人材育成・
情報共有

情報
発信

セキュリティ
強化

BCP対策
（防災対策）

教育の
情報化

出展概要

経営品質を高める
「Scopy eye」

CRM機能、SFA機能、グループウェア機能、基幹システ
ム連携機能を効果的に駆使し、経営の見える化、経営品質
を高める画期的なソリューションパッケージ

スタンシステム株式会社
LPWA/IoTで Society 5.0

地域に構築したLoRaWANと最新のセンサー技術を活用し
て、様々な課題の解決を可能にする実証事例をご紹介します。

次世代植物工場
「Smart Plant」

各種のLED光源を独自レシピにより制御し、高付加価値作物
の自動栽培を可能にする完全制御型LED植物工場システム

空撮から災害・農業・
測量シーンまで

DJI社は民生用ドローン市場で約7割を占める業界最大手
企業です。コンシューマ向け製品をはじめ、現在では官公
庁などでも利用されている法人向け製品もございます。本
出展ではその活用方法などをご紹介いたします。

DJI（キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社）

新世代RPA&SD-WAN
可視化

高価で難解なRPAでは中小企業への導入は無理。クラウド
サービスが中小企業ネットワークに負荷を掛ける。新世代
RPA 「アシロボ」 とSD-WAN可視化 「LiveAction」 が皆
様のお悩みを解決します。

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株
式会社、株式会社ドヴァ）

世界で最も安全な
ビジネスPC

AIが新種のウイルスを検知・駆除するセキュリティ対策ソフ
トがインストールされているPC、閲覧中に充電できる最新
モニター、ワークステーション、シンクライアント、ロング
ライフPC、大判プリンターなどを展示します。

株式会社日本HP

働き方改革を実現する
最新ソリューション

「働き方改革」成功の鍵はこの2つ! ①正確な勤怠管理と業
務見える化による課題の明確化と改善 ②テレワークをはじ
め柔軟な働き方への変革と生産性向上。NECの働き方改
革ソリューションをぜひご覧下さい !■ クラウド型勤怠管理
「勤革時」、「働き方見える化サービス」■ 「複合機=クラウ
ドOCR=RPA連携」、Web会議「Zoom」、「顔認証×スマー
トロックAkerun」、「ターゲット広告サイネージ」

日本電気株式会社（NEC）

インターネット自動給餌
システム 「餌ロボ」

「餌ロボ」は養殖場での革新的給餌システムです。超音波セ
ンサーにて生簀内の魚群を可視化し、AIで養殖ノウハウを
学習する事により、無駄な餌やりを低減します。無駄な餌や
りの低減は海の環境改善にも繋がります。

パシフィックソフトウエア
開発株式会社

林業安否確認・作業記録
システム

安否確認システムは林業の作業現場で事故が発生した際、
周囲に自動で通知し事故を早期に発見します。また、日々
の作業内容を簡単に記録する事ができ、作業の見える化や
労務管理の低減などで生産性向上を支援します。

「AppGuard」 
～ 最強のセキュリティ

サイバー攻撃が新たなステージを迎え種別や頻度が増加傾
向にあります。他にない全く新しい概念でエンドポイントを
まもる、日本発のセキュリティソリューション 「AppGuard」 
で守り方を変えてみませんか?

株式会社
Blue Planet-works

令和時代の企業生産性を
革新するICT

創造性を追求したホワイトボード、様々な媒体に印刷できる
プリンタ、そして生産現場の作業支援用カメラまで。令和
時代もリコージャパンは様々な業種の“現場”が抱える課題
を解決し続けます。

リコージャパン株式会社

AI画像判定サービス 
「MMEye」

数値によって定義できない画像判定をAIがルール化し、リ
アルタイムに判定。AIや画像処理の専門知識も不要ですの
で、手間を掛けずに目視検査工程を自動化できます。

株式会社YE DIGITAL

RPAセンター RPAソリューション商材を提案いただけるよう、DIS社内の
導入事例も交えてご紹介します。ぜひお役立て下さい。

ダイワボウ情報システム
株式会社（RPAセンター）

ITインフラ（エッジデバイス）

安全スマートな社会への
映像・音声システム

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

ニーズにピッタリな
専用デバイス作ります!

中国・深センの自社工場で現地サプライチェーンを活用し、
お客様のご要望にあわせてデバイスをカスタマイズで製造、
ご納品後のサポートは国内の自社拠点で対応します。豊富
な製造事例を展示・ご紹介します。

株式会社
ジェネシスホールディングス
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モバイルエッジ
コンピューティングデバイス

■ 先進性と機能、使いやすさ、堅牢性で 『働き方改革』 を
サポートするモバイルPC　■  「dynaCloud」 で実現でき
る働き方改革サービス　■ モバイルエッジコンピューティ
ングデバイス 「DE100」

Dynabook株式会社

働き方革新、
現場イノベーションを提唱 !

■ 働き方改革では、PC操作履歴可視化/ストレスチェック
を展示 !　■ 過酷な環境に耐える「TOUGH」シリーズでは、
現場業務を革新するテーマ展示 ! ■ HDコムLiveの巡回映
像とネットワークカメラも展示 !

パナソニック株式会社&
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

驚愕の通信技術 
『クラウドSIM』の紹介

SIMカード不要 !!　世界100カ国以上で通信可能な世界ス
マホ 「Jetfon」、グローバルWiFi 「jetfi」、M2Mモジュー
ルなど、先進の通信技術『クラウドSIMテクノロジー』をぜ
ひご体感ください !

株式会社MAYA SYSTEM

レノボのデジタルトランス
フォーメーション

DXを実現できる、ソリューションをご紹介いたします。古
いシステムの更改やシステム管理者の少ない企業に最適
なHCIソリューション、クラウド連携が可能なストレージソ
リューションなどを展示いたします。

レノボ・エンタープライズ・
ソリューションズ株式会社

働き方改革を実現する
デバイスの活用

Lenovoが提唱する、新世代のデバイス+働き方改革のご
紹介 !新しい働き方を求められる昨今の状況において、様々
な課題が浮き彫りになっております。デバイス+α にて、お
客様の課題を解決いたします。

レノボ・ジャパン株式会社

Appleプログラム&
ソリューション

アップルの独自プログラム、クラウドサービスやそのほか
MDM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。

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）

iDATEN（韋駄天）
業界最大規模のBtoBシステム「iDATEN（韋駄天）」を中心
に、DISがご提供する各種メディアをご紹介します!

ダイワボウ情報システム
株式会社（iDATEN（韋駄天）、
スマートワーク総研）

DISmobile
（通信・ITデバイス）

■ 「DIS mobile SIM」 はマルチキャリア対応の年間パック。 
■ 「DIS mobile WiMAX」 ならギガ放題にて使いたい放
題。3日で10GBを超えた場合でも、昼間のビジネス時間
帯は問題なく使用可能。

ダイワボウ情報システム
株式会社（DIS mobile）

ITインフラ（サーバー＆プラットフォーム）

アプリケーション組み込み
ソリューション

お客様のサービスアプリケーションを組み込む事ができる小
規模アプライアンスサーバ、及びマルチインターフェース
ゲートウェイをご紹介します。お客様のニーズに合わせたシ
ステム構築を事例を交えてご紹介します

株式会社
アイ･オー･データ機器

NAS連携ソリューションで
BCP対策

昨今、情報共有の手段としてNASは非常に重要な役割を
果たしています。共有された業務データのバックアップはど
の組み合わせが適切か、お客様の状況に応じて様々なバッ
クアップソリューション方法をご紹介します。

サイバープロテクションを
アクロニスで実現

データマネジメントとセキュリティ機能を実装したAcronis 
Backupのほか、Windows 10移行に最適なツールもご紹
介。

アクロニス・ジャパン
株式会社

ペーパレス化中心の
ソリューションをご提案

エレコムブースでは、点検・報告業務のペーパレス化をサ
ポートする 「ZEROSHOCKタブレット」 をはじめ、業務効
率化が実現できる各種製品・サービスを、実機を操作しな
がらご提案させていただきます。

エレコム株式会社

vSAN・3Tier構成なら
オムロン!

HA構成の仮想環境でもオムロンなら安心 ! 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。また、リチウムイオンバッテリ
搭載UPSもご提案いたします。

オムロン ソーシアル
ソリューションズ株式会社

業務を快適にする
サードウェーブのパソコン

神奈川県綾瀬市で国内生産しているサードウェーブのパソコ
ンのご紹介。『バッテリーレスタブレット』・『AI用ワークス
テーション』など幅広いバリエーションで、ユニークな製品
を提供し続けるサードウェーブです。

株式会社サードウェーブ

世界で最も選ばれている
UPS 「APC」

UPSの進化をリードする シュナイダーエレクトリック!! サー
バ機器に限らず多数のネットワーク機器や監視カメラな
ど”Non IT”に対しての電源保護を支援します。

シュナイダーエレクトリック
株式会社
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高性能・高信頼・長寿命
UPS

「EatonUPS 9PX・9SX」 シリーズは常時インバーター方
式を採用しており、重要な ITインフラを安全にバックアップ
可能です。また、独自の充電方式を採用しており、バッテリー
の長寿命化を実現しています。

ダイトロン株式会社

震災による事業継続に免震は
効果絶大 !

サーバーラック可動デモンストレーションや写真パネル、静
的サンプルなどで、来るべき巨大地震に対する事業継続を
お考えの皆様に対し、防災・減災に関するハード面でのアド
バイスやお手伝いをさせていただきます。

THK株式会社

働き方改革を支える
最新テクノロジー

日本は、働き方を変更する大事な分岐点に来ています。 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

Hybrid ITを実現するHPE
手間いらず IT見守り運用を実現するHPEの最新製品を展
示、ご説明をさせていただきます。

日本ヒューレット・パッカード
株式会社

HCIで ITインフラを劇的に
効率化

HCIシェアNo.1のNutanixソリューションにより、複雑な
ITインフラをシンプルに統合し、クラウドとの連携も万全と
なります。簡潔な概要説明から詳細資料までご用意してお
待ちしております。

ニュータニックス・ジャパン
合同会社

ネットアップで実現する
次世代インフラ

ネットアップのNetApp HCI、FAS/AFF、クラウドデータ
サービスで実現する次世代のインフラを一挙ご紹介します。 ネットアップ合同会社

バックアップ&キッティング
次世代向け仮想環境向けバックアップソリューションと物理
バックアップソリューションの融合ソリューション。PC大量
キッティングの完全効率化ソリューション。

株式会社ネットジャパン

QNAP 「Turbo NAS」
堅牢で大容量にも対応 ! 高信頼のネットワークストレージを
ご紹介します。

株式会社フォースメディアNewline 『WEB会議用
タッチディスプレイ』

オールインワンタイプで Windows10 Pro が標準搭載、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』 をご紹介します。

VIVOTEK 『監視カメラ』 IPカメラ、PoEスイッチ、NVRをそろえた「監視ソリューショ
ン」をご紹介します。

トータル電源ソリューションの
ご提案

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
など、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

働き方改革・業務効率化の
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」　■AI
技術で『お客様の声』を企業全体に『迅速』・『的確』に伝え
るシステム 「CSStream」

「Red Hat Ansible」
レッドハットの「Ansible Automation」 は、個人の自動化か
ら組織全体で利用する自動化まで、幅広い ITプロセスへの
自動化適用に貢献します。

レッドハット株式会社

Cisco 自動化ソリューション
■ 「Cisco SD-WAN」による運用負荷、コストの削減　■ 
「Cisco ISE TrustSec」による 高度なSecurity　■ 働き
方改革を実現するSecurity対策 「Umbrella+Meraki」

ディーアイエスソリューション
株式会社

セキュリティ

クラウドバックアップは
Arcserve

「Arcserveシリーズ」 から、 「Arcserve Cloud Hybrid/
Cloud Direct」 というクラウドバックアップ製品をリリース
いたしました。ぜひこの機会に製品を知ってもらえれば幸い
です。

arcserve Japan合同会社

映像監視は、EYEから
AI（人工知能）へ

キーワードによる録画ファイルの検索を可能にしたAI検索
装置 「VS-AI」 をメインにマルチベンダー対応NVRなど、
最新のセキュリティ製品をご紹介。 「VS-AI」 はアラート通
知などの新機能が追加されております。

株式会社R.O.D

モバイルデバイスの
新しい管理方法

働き方改革に対応したモバイルデバイス制御を実現。
iOS、Androidの新しいデバイス管理のご紹介。新機能 
Windows Update管理機能による安全なデバイスのバー
ジョン管理。

株式会社
アイキューブドシステムズ
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情報漏洩対策ソリューション
15年連続シェアNo.1のWebフィルタリングをはじめとする、
ALSIの 「InterSafe」 ブランドがあなたの会社の安心にお
応えします。

アルプス システム
インテグレーション株式会社

コスパの高いクラウド管理型
セキュリティ 

【ベストプロテクションアワード】：第三者機関AV-Testで6
回受賞　【統合型セキュリティ】：マルチプラットフォームに
対応し、パッチ管理も付帯　【コスト削減】：管理サーバ不要
で簡単にインストール可能

エフセキュア株式会社

情シスの『地味に負担』な
業務を自動化

『Windows 10 運用管理』『外部脅威対策』『問い合わせ対
応』『モバイルデバイスの紛失対応』の4つの課題に対して、
対策に必要な人的負担を軽減する 「LanScope」 シリーズを
ご紹介します。

エムオーテックス株式会社

中堅中小企業向け
次世代型セキュリティ

中堅中小企業に最適な、カスペルスキー次世代型エンドポ
イントセキュリティをご紹介いたします。AI解析や振る舞い
検知などの高いセキュリティ機能と管理機能を統合したセ
キュリティソリューションをお試しください。

株式会社カスペルスキー

「ESET」 
最新ソリューションのご紹介

大企業だけではなく脆弱な環境の取引先企業（中小企業）が
今狙われています。顧客満足度調査で長年高い評価を獲得
している 「ESET」 のクライアント管理の活用方法と最新ソ
リューションによる解決策をご紹介。

キヤノン ITソリューションズ
株式会社

「SKYSEA Client View」
「SKYSEA Client View」 は組織の重要データを守るため、
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を
支援する各種機能・ソリューションを提供いたします。

Sky株式会社

簡単・安心 
「SonicWall UTM」

『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

SophosのUTM（XG Firewall）は、エンドポイント側で
ウィルスやランサムウェアを検知するとその情報が自動的に
UTMに通知され、感染した端末のネットワークを自動的に
遮断する事が可能です。

ソフォス株式会社

中小企業向け
安心無線LANのスタンダード

中小企業でも今や安心安全の無線LANは欠かせません。
セキュリティを難しく考えなくても簡単に実現できる無線
LANパックやクラウドなど安心無線LANのスタンダードを
ご紹介します。

株式会社ソリトンシステムズパスワードレスによる
セキュリティの革新

様々な場面で利用されているパスワード。しかし、セキュリ
ティ対策としてのパスワードによる認証は、危険になり得ま
す。安全にクラウドや情報資産にアクセス可能なパスワード
レスの考え方をご紹介します。

野良NAS対策 !
安心安全ファイルサーバー

散在するNASの一元管理だけでなく、リアルタイムバック
アップ、自由な容量拡張、特許技術のランサムウェアブロッ
ク機能などファイルサーバーに必要な機能を網羅した安心
安全ファイルサーバーをご紹介します。

確実な本人確認で安心・安全
テレワーク

Window ログオンや各種業務アプリの認証を、生体認証（指
紋、静脈、顔）を含む多要素認証に置き換え、情報漏えい
やなりすまし対策に。テレワークなどのお悩みもまとめて解
決する認証ソリューションをご紹介。

株式会社
ディー・ディー・エス

WebのHTTPS化は
最大手デジサートで

もはや常時SSL/TLS化でウェブサイトを運用することが標
準。採用実績が圧倒的に高い、どなたでも安心して利用で
きるデジサート・ジャパン（旧日本ベリサイン）のSSLサー
バ証明書ソリューションをご紹介。

デジサート・ジャパン
合同会社

Webとメールを無菌室化する
セキュリティ

内部からの情報漏洩・外部からの標的型攻撃に一貫して対
応可能な 「i-FILTER」 「m-FILTER」 「@Cloud」 、渡した
ファイルが後から消せるファイルセキュリティ 「FinalCode」 
をご紹介します。

デジタルアーツ株式会社

新たな脅威を可視化し守る最
新セキュリティ

ファイルレス攻撃など高度化する脅威から組織を保護するた
めに最先端のセキュリティ製品をご紹介いたします。 「ウイ
ルスバスターCorp」の新製品である 「Apex One」 を始め、
さまざまな製品をご用意しております。

株式会社トレンドマイクロ

日立指静脈認証装置 「H-1」 
本人認証強化

各種ガイドラインの『多様素認証』対応は万全ですか? 日立
は、確実な本人確認が行える指静脈認証技術で、業務端末
のセキュリティ強化を支援します!

株式会社日立製作所
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教育の
情報化

出展概要

「TempBox」 / 
「Smooth File 6」

メールの添付ファイルを特別な操作不要で自動暗号化圧縮
し、大容量の添付ファイルは自動でオンラインストレージに
格納、ダウンロードURLを相手先に送信します。誤送信防
止対策にも有効です。

株式会社プロット

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

Win 10 時代の
新しいエンドポイント

Windows 10 に標準で搭載されている Defender も管理
できる新しい 「MVISION」 と、1ユーザーから購入できる
エンドポイントとお客様のニーズに合わせてご提案させてい
ただきます。

マカフィー株式会社

操作ログ管理と
機密データの持ち出し制御

労働力不足の改善として、ITを利用したテレワークが注目
されています。そうした環境での業務内容の把握や情報漏
洩対策を実現するため、エンドポイントの操作ログ管理と機
密データの持ち出し制御をご紹介します。

株式会社ラネクシー

DISクラウドセキュリティ
サービス

会社存続・事業継続には欠かせない 『QCD+Security』時
代到来 ! 業務効率化も必要な時代だからこそ、クラウド型セ
キュリティサービスで『ひとり情シス・専任管理者不在』とい
うユーザ環境をサポート!

ダイワボウ情報システム株
式会社（クラウドセキュリティ
サービス）

ネットワーク

「AN-Tracker for
セキュリティ」

「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

ワイヤレスシステムと
SDNソリューション

■ 1台の無線APでセル方式とシングルチャンネルを同時に
動作出来る「TQ5403」　■ 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

FXCトータルネットワーク
ソリューション

ホテルやマンションの無線LAN構築に最適な壁埋込式無線
LANアクセスポイントから情報システムの安定稼働に欠か
せないADC製品まで総合的なご提案をいたします。

FXC株式会社

クラウド&AIで
ネットワーク運用自動化

遠隔地のファイヤーウォール及びサンドボックス、ネットワー
クスイッチの配備と運用をクラウド上から提供可能です。
今年はミストシステムズのAIで制御されたクラウド型無線
LANで更なる運用自動化を実現します。

ジュニパーネットワークス
株式会社

手間いらずの時刻同期で
業務効率化

時間は常に修正され、正しい時刻であることを必要とされ
ています。地味に『手間』がかかる時刻同期・システム同期
を簡単に解決します。時計やシステム時刻、うるう秒を手間
をかけずに対策しませんか?

セイコーソリューションズ
株式会社

固定費ゼロの
法人向け無線ネットワーク

法人向け無線アクセスポイント及び管理ハードウェア、ソフト
ウェアのご紹介。管理機能付きのスイッチなどコストパフォー
マンスが高いネットワーク製品を中心に展示いたします。

ティーピーリンクジャパン
株式会社

広がるクラウド管理システム
導入のメリット

Wi-Fiの統合管理からステップアップ。D-Linkの新しいク
ラウド管理システムでは、Wi-Fiに留まらずエッジネットワー
クにおけるデバイスを統合管理し、運用管理に掛かる業務
負荷を飛躍的に軽減します。

ディーリンクジャパン
株式会社

PoEスイッチによる
接続デバイス自動復旧

通信が途絶えたデバイスに対して自動でリブートを掛けるこ
とができるPDアライブ機能は、障害復旧向けに最適です。
運用保守費用・ダウンタイムの低減。エッジデバイスの安
定稼働をサポートします。

「HPE Aruba」で実現する
ネットワーク

複数端末の接続をストレスなく快適・スムーズに!セキュア
で高パフォーマンスの企業向けAPなら 「Aruba」 で! ブー
スで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

革新的ネットワークプロダクト
&サービス

■ 「Insight」 法人向けクラウド型サービス　■ 「SDVoE/
ProAV」 10Gの高速通信を利用した映像配信ソリューショ
ン　■ 11ax次世代高速無線、芸術のサブスクリプション 
「Meural」

ネットギアジャパン合同会社
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テラステーションの
保守・管理を簡単に!

■ NAS運用管理の負担を軽減 !テラステーション管理クラ
ウドサービス 「キキNavi」　■ 瞬時にHDDデータを完全消
去 !磁気データ消去装置 「マグワイパー」 が情報漏洩からお
客様を守ります!

株式会社バッファロー

パトライトIoT
パトライト信号灯を用いた簡単 IOTソリューションにより工
場の生産性を大幅UP! 設備の稼働率を収集し、非作業時
間の見える化が可能に!

株式会社パトライト

業務効率化・生産性向上
セキュリティ強化 日本品質スイッチングHUBをご紹介します。

パナソニックLS
ネットワークス株式会社

【PoEリブーター】 明京電機

電源操作のためだけに現地に行っていませんか?　リブー
ターがあれば、ルーターや無線AP、ネットワークカメラ、
デジタルサイネージシステムなどのフリーズで現地へ駆け
つける必要が無くなります!

明京電機株式会社

ビジネスソフト&クラウド

新しい働き方に
次世代のデータセキュリティ

「Shadow Desktop」 はPCのデータだけをクラウドへ仮想
化します。クラウドを意識することなくあたかもPC内にデー
タがあるように使え、セキュリティと利便性を両立した新し
い仮想化のカタチです。

株式会社アール・アイ

IBMパートナーリーグで
次世代クラウド!

IBMパートナーリーグが生み出す次世代エコシステム。
100社のパートナー様とDISと共に企業のデジタル戦略を
支援します。これからの時代に求められるクラウドソリュー
ションをご紹介します!

IBMパートナーリーグ

働く環境に左右されない
アドビクラウド活用

アドビ製品で実現するクラウド活用で環境に左右されない
ワークフローのご紹介。また、アドビの機械学習/人工知
能である 「Adobe Sensei」 がどのような場面で活用されて
いるかもご紹介します。

アドビ システムズ 株式会社

インターコムの『働き方改革』
支援

■ 長時間労働の削減と在宅勤務状況の見える化を実現する、
「MaLionCloud」　■ 給与業務時間の短縮、コスト削減を
実現する、「Web給金帳Cloud」

株式会社インターコム

スマグラ向け遠隔支援アプリ 
「IDEye」

出張コスト削減、技術伝承、災害・トラブル対策。現場で
よくある課題をスマートグラスで解決 ! 「IDEye」 は効率的
な作業環境を提供するクラウドサービスです。遠隔地から
映像と音声で作業を支援・確認できます。

株式会社インフォメーション・
ディベロプメント

No.1のデータ保護 「Veeam」

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。
是非ブースにお立ち寄り下さい !

ヴィーム・ソフトウェア
株式会社

「Azure」 で利用出来るWeb
データベース

ファイルサーバーやExcelなどで行っていた情報管理を、
すべてWeb化し、情報の一元化を行うことが出来るツール
です。また、当社のセキュリティ製品 「ファイル権限デザイ
ナー」 も展示しております。

株式会社エクシード・ワン

統合運用管理ソフトウェア 
「Hinemos」

「Hinemos」 は、システム管理の統合、障害予測・予防の
自動化により、システム運用管理のトータルコスト削減を実
現する、統合運用管理ソフトウェアです。

NTTデータ先端技術
株式会社

「OCR MultiEntryStage」

「OCR Multi Entry Stage」 は、定型帳票や一般文書を含
む不定型帳票全般に対応した、クラウド型AI-OCRとその
OCR結果を訂正・利用できるエントリーシステムを組み合
わせたサービスです。

株式会社 NTTデータNJK 

「THE名刺管理Business」
「THE 名刺管理 Business」はSalesforceのクラウド基盤
上で動作する名刺管理クラウドサービスで、高いセキュリ
ティを求められている企業様に最適です。

働き方改革 消費税法対応 
「大臣シリーズ」

会計管理、給与計算、人事管理。販売管理、勤怠管理、
顧客管理、企業の管理業務システムに関して、最新の法改
正に対応いたします。 「大臣NXクラウド」 製品はクラウド
環境でのご利用が可能です。

応研株式会社

「AutoCAD」 で
働き方改革を実現する!

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
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奉行シリーズによる
業務改善ブース

本ブースでは企業業務の非効率をどのように効率化してい
くのか、 「勘定奉行」シリーズ ・ 「奉行クラウド」 シリーズ を
はじめとするOBCソリューションを活用した解決案をご案内
いたしますので、是非ともお立ち寄りください。

株式会社オービックビジネス
コンサルタント

人材不足を救済する
グループウェア

定番のグループウェア 「サイボウズOffice」 に加え、業務ア
プリケーションを自分で作れるプラットフォーム 「kintone」 
を展示します。限られた労働力で生産性を向上させるため
のノウハウもご紹介します。

サイボウズ株式会社

Web会議システム 「LiveOn」

場所や端末を限定せずご利用できるWeb会議システムで
す。100%国内自社開発が強みです。業務効率化、経費削
減、人材不足問題への対応など働き方改革にWeb会議は
お役立ちできます。

ジャパンメディアシステム
株式会社

地図・写真・位置情報を
利用した業務改善 !

スマホで撮影した写真を地図上で確認できるアプリ、イノシ
シなどの鳥獣害対策向けに捕獲情報をメールで届けるシス
テム、ボーリング調査の日報をスマホで作成できるサービ
スなど、様々な業種向けに多数展示いたします

株式会社
ニュージャパンナレッジ

業務のムダを D.I.Y.で解決 !

Excel や紙などの業務を現場レベルでシステム化、テレワー
クに便利なウェブ会議、Office 365 連携など、現場自ら
働き方を変えることのできる最新グループウェアを紹介しま
す。

株式会社ネオジャパン

Office 365 アドオンで便利
に安全に

Office 365 を日本のグループウェア的利用を可能にするア
ドオンツールご紹介。ワークフローや端末制御のSSOなど
10種以上のメニュー !ビジネス版LINEなど、最新クラウド
ツールもまとめてご紹介します。

株式会社ネクストセット

基幹業務クラウドサービス 
「PCAクラウド」

サービス開始12年目、導入実績12,000法人。全18製品
の充実の製品ラインナップ。IT導入補助金対象。いつでも
どこでもPCAクラウド上に蓄積されたデータを活用。テレ
ワーク推進で働き方改革をサポート。

ピー・シー・エー株式会社

文書管理・帳票書類作成・
ワークフロー

紙がどうしても減らない…という悩みを様々角度から解決し
ます。スキャン機能や、簡単に入力フォーマットを作成でき
る文書作成機能を用いて、紙や文書ファイルを “管理され
た文書“ とすることができるシステムです。

株式会社ファインデックス

経費による
調達コスト20%削減

富士通グループ内実績と1670社の導入実績で培った経費
関連の調達業務効率化やコスト削減の経験を活かし、クラウ
ド型間接材調達支援サービスや成果報酬型コンサルティン
グで経費トータルコスト削減に貢献します。

富士通コワーコ株式会社

現場が喜ぶ IT化 

働き方改革、時短、ペーパーレス化、遠隔地会議、現
場作業の効率化を実現するトータルソリューションをご提
案いたします。■ デジタル野帳アプリ 「eYACHO for 
Business」： 現場で是正指示書や報告書を作成でき、残業
時間の削減、ワークスタイルの変革に大きく貢献します。　
■ 現場専用デジタルノートアプリ 「GEMBA Note for 
Business」：オフラインでも使える帳票作成アプリ。タブレッ
ト端末の利用率を向上し、現地調査、検査記録など、現場
IT化を実現、生産性を大幅に向上します。　■ ペーパーレ
ス会議アプリ 「MetaMoJi Share for Business」：デザイ
ンレビュー、遠隔地会議、トラブル対応をリアルタイムなコ
ミュニケーション機能で支援します。

株式会社MetaMoJi

UDで広がる「文字」を通じた
情報配信を

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紹介します。

株式会社モリサワ

Windows 10
運用マスターへの道

『データレスPC』 を実現し、課題の多い Windows 10 の
アップデート運用を支援。管理者の運用負担を軽減し、PC
利用者の生産性を向上させ、全く新しいデジタルワークプ
レースを提供します。

横河レンタ・リース株式会社

車両管理システム 
「R-CarShare」

社用車･公用車の運行管理を効率的に行うことができるクラ
ウドシステムです。車両へ IoTセンサーを取り付けることで、
車両稼働率の向上や車両運行のコストを削減します。

株式会社両備システム
イノベーションズ

Office 365 で
LGWAN業務改革

LGWAN環境から Office365 ProPlus を利用可能にする
サービスです。庁内でもクラウドサービスを利用可能な環
境を整備することで、業務効率化や働き方改革に効果的な
サービス提供を実現します。

株式会社両備システムズ
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BCP対策
（防災対策）

教育の
情報化

出展概要

働き方改革
シェア№1の商品が集合

■ 「AMIVOICE」 議 事 録 作 成 を 音 声 認 識 で 容 易
に　■ 「X-Point」 紙のイメージで電子化　■ 「FAQ/
Chat&Bot Okbiz.」 大手銀行採用のFAQエンジン
■ 「HENNGE One」 o365のセキュリティ

ディーアイエスソリューション
株式会社

iKAZUCHI（雷）

「iKAZUCHI（雷）」 はダイワボウ情報システムが提供する、
お取引先向けライセンス契約管理システムです。貴社経由
でユーザーにご提供する継続型サービス契約の新規登録や
管理を簡単に行うことが可能です。

ダイワボウ情報システム
株式会社（iKAZUCHI（雷））

映像・ドキュメント・周辺機器

EIZOモニターで効率2倍 !?
その秘密は

■PCレスで直接 IPカメラを接続・操作 IPモニターが監視
環境構築の常識を変えます　■Surface+EIZOモニター
で仕事がもっとはかどる　■デイジーチェーンでワークプレ
イスを革新

EIZO株式会社

映像もパソコン操作も
自由自在に延長&切替

【AVとITの融合化】をテーマに、電力や鉄道などの集中監
視システムや自治体のデジタル防災無線設備の運用効率
化、産業用PCの遠隔操作、病院・学校・商業施設内での
映像配信に役立つ最新機器をご提案します。

ATENジャパン株式会社

長期保証と高性能で
TCO削減をご提案

長期保証と高性能を提供するOKIの 「COREFIDO」 シリー
ズ。新商品も誕生し、ラインアップがさらに充実しました。
流通・医療・文教あらゆる業種での導入事例もご紹介します。
OKIブースにお立寄り下さい。

株式会社沖データ

『速･楽･耐』の特長を持つ
プロジェクター

『最短5秒投映』『長寿命光源』『防塵設計』の特長を持つカ
シオのプロジェクターをご紹介 !スムーズな会議･授業の実
現、TCO削減はもちろん、水銀ゼロで安全性にも配慮して
います。

カシオ計算機株式会社

臨場感ある4K映像で
山陰にスポットライト

圧倒的な高画質を誇るキヤノン4Kプロジェクターで山陰の
観光資源の魅力を映像でPRしませんか?地域イベントにも
活用できるネットワークカメラと合わせて、キヤノンならで
はの映像ソリューションをご紹介。

キヤノン
マーケティングジャパン
株式会社

多彩な印刷物で
インバウンド需要を喚起 !

視覚に訴える大判ポスター、観光プランや旅の見どころを
伝える配布用ちらし、カードサイズの特典付きチケットなど、
キヤノンの多彩なプリンタラインナップとソフトウェアが印
刷物で山陰の地域活性化に貢献します。

POP・チラシの内製で
効果的な演出促進 !

季節・需要ごとに合わせたPOP・チラシを外注せず内製す
る事により、タイムリーな売場演出/チラシ作成を実現させ
ます。付属の専用ソフトや、用途に合わせたビジネスインク
ジェットプリンターをご提案いたします。

画像や書類をその場で出力、
業務効率化提案

スマートフォンやデジタルカメラで撮影した画像をその場で
プリントし、不動産や建設業界、教育機関で業務の生産性
向上を図ります。スマホ専用プリンターから最新のミニフォ
トプリンターをご紹介いたします。

サブスクリプション管理ポータル  iKAZUCHI（雷）
iK A ZUCHI（雷）は DIS が 提 供する、販 売パートナー向けライセンス契
約 管 理 ポータルです。様々な課 金 形 態となるクラウドビジネスを一 元
管理、20 メーカー以上の数多くのサービスをお取扱いいただけます。

詳しくは iDATEN（韋駄天）、または 
https://www.ikazuchi.biz/  まで。
Facebookでも情報発 信中です。 iKAZUCHI（雷）

紹介サイト Facebook



※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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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

TCO
削減

 人材育成・
情報共有

情報
発信

セキュリティ
強化

BCP対策
（防災対策）

教育の
情報化

出展概要

ディスプレイで 
『街とオフィスを変える』

多種多様な場所への設置やインバウンド対策にも効果的
なデジタルサイネージソリューションを4Kディスプレイで
ご提案するとともに、Web会議サービスや電子黒板（BIG 
PAD）の最新モデルを展示いたします

シャープマーケティング
ジャパン株式会社

ビジネスに最適な法人向け 
「VAIO」

ビジネスの時間を心地よく、効率よく最大効率で使える法
人向け 「VAIO」。一回り大きな画面をこれまでのサイズで
実現したモデルや、徹底的な品質チェックによる高品質な筐
体で様々なニーズに対応いたします。

ソニーマーケティング
株式会社

情報をわかりやすく届ける
4Kサイネージ

4K高画質に対応した法人向けブラビアをサイネージの用途
でご提案。優れた描画性能で商品の魅力をリアルに表現。
小さな文字や図も明確に表示し、情報をよりきれいにわかり
やすく表示できます。

ブラビアを活用した
会議向けソリューション

ハドルスペースに適した専用モデルでミーティングをより効
率的に運用。またブラビアに専用のタッチパネルを組み合
わせることでホワイドボードとしての活用もできます。

ネットワークカメラ
オフィスや店舗に適した 『360°全方位型ネットワークカメ
ラ』 や、バスや列車などの車両規格に対応した 『フルHDドー
ム型ネットワークカメラ』 など豊富なラインナップをご用意。

デジタルペーパーによる
ペーパーレス会議

紙による運用はそのままにペーパーレス会議を実現。『紙』
の運用に伴い発生する、見えないコストをセーブして業務
効率の改善が図れます。

タッチのあらゆるニーズに
お応えします!

タッチパネル・システムズは業務用タッチモニターの専門
メーカーです。サイズ、タッチ方式、設置タイプに応じた
豊富なラインナップをご用意。ワールドワイドで事業展開し
ており、主要な海外規格も取得済。

タッチパネル・システムズ
株式会社

東芝 業務用モニター&
映像ソリューション

街でオフィスでショーウィンドウで。大型液晶ディスプレイか
らタッチスクリーンまで、様々なラインナップで「見える化」
の映像ソリューションをご提供します。

東芝映像ソリューション
株式会社

オフィス環境アップで
生産性向上

生産性を高めるには良い環境での適度なくつろぎは必要 !
そんな生産性アップをバックアップするオフィス家電をご提
案します。 ●4Kテレビ ● レコーダー ● 電子レンジ 
● コーヒーメーカー ● 脱臭ハンガー

パナソニックコンシューマー
マーケティング株式会社

会議の質を向上させる 
「ClickShare」

～コミニュケーションからコラボレーションへ～　『会議の生
産性向上から始める働き方改革』　USB型ボタンを接続す
るだけで来客の方にもご利用いただけます。
※ iOS/Androidにも対応

バルコ株式会社

PHILIPS 最新鋭
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PHILIPS液晶ディスプレイ。 PCへの電源供給が可能に
なるUSB 3.1 type C 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
液晶ディスプレイ
（MMD Singapore Pte Ltd. 
日本事務所）

製造物流現場向け
改革ソリューション

出荷ラベル・SCMラベル・PDラベルなど必要なラベルを
その場で印刷出来る、持ち運び可能で頑丈なモバイルプリ
ンターをご紹介します。送り状印刷ソリューションもご紹介。

ブラザー販売株式会社医療現場向け
課題解決ソリューション

インクジェット複合機での院内ランニングコスト削減提案。
検体ラベル、お薬手帳用ラベルの印刷など、医療のさまざ
まな環境に活躍するラベルプリンターを紹介します。

金融業界に向け
支援ソリューション

スペースの限られた窓口カウンターまわりに置けるコンパ
クトなプリンター、外出先で領収書や預り書を綺麗に印刷、
渉外支援業務に役立つモバイルプリンターをご紹介します。

ビデオ会議システム × 
周辺機器の活用 !

ポリコム製品やクラウドサービス 「BlueJeans」 の紹介のほ
か、一緒に使える周辺機器をご案内。教育や医療現場、普
段の会議でも必須とされるコミュニケーションの分野で、プ
リンストンならではの提案をします。

株式会社プリンストン

IFPでいつでもどこでも
効率的な会議を

現在の日本の企業では『働き方改革』は避けては通れない
テーマになりつつあります。ベンキューは『働き方改革』
にいち早く着手できる会議効率向上の支援ツール 「VAIO 
Librta」 をご紹介します。

ベンキュージャパン株式会社



※出展社、出展内容は変更される場合があります。
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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

TCO
削減

 人材育成・
情報共有

情報
発信

セキュリティ
強化

BCP対策
（防災対策）

教育の
情報化

出展概要

安心の国内生産の品質を
BTOカスタマイズ

文教向け2in1からワークステーションまで、幅広く対応 
「MousePro」。動画や写真、クリエイターのために作られ
た 「DAIV」。eスポーツ向けゲーミング、「G-Tune」 を展
示いたします。

株式会社
マウスコンピューター

運用工数を軽減 
「新カンタンサイネージ」

簡単操作、多機能で好評のカンタンサイネージに4Kモデ
ルが新登場!新型はLAN経由でのコンテンツ更新も可能。
運用のお手間軽減を図れます。高精細な4K画像表示、コ
ンテンツ更新のお手間軽減をご体感ください。

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
「VSP-1」。さらにネットワーク製品もご紹介します。

ヤマハ株式会社

報漏洩リスク減少と
業務効率化を同時に実現

実用新案取得済みの磁石式覗き見防止フィルムで外出先
やオフィスで用途に合わせて簡単に着脱可能。その他、
Targus製のドッキングステーションなどPC環境をスマート
化するアイテムをご紹介します。

株式会社ユニーク

業種別ソリューション

IoT向け超小型産業用
パソコン

IoT向け Windows 10 が快適に動作する超小型産業用パソ
コンを展示しております。IoTの導入でお困りの方、お気軽
にご相談ください。

株式会社インタフェース

CADを使用した
建築設計向けVR

3D CAD 「ベクターワークス」 の建築向けVRの提案。3D
モデルで高品質な画像、動画を短時間で制作することがで
き、実際にモデルの中に没入したり、ヘッドマウントディス
プレイによるVR体験が可能。

エーアンドエー株式会社

機械用3D CAD 
「IRONCAD」 の紹介

「IRONCAD」 は直感的でわかりやすく設計者はすぐに使い
こなせるようになります。余計な制約や難しい概念で思考
を妨げられる事がなく設計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れます。

株式会社
クリエイティブマシン

「CONPROSYS」 で
見える化を簡単に実現

40年以上にわたり計測制御分野で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」 
』。各種センサー・制御機器に対応したIoTデバイスから、デー
タの見える化を実現 !

株式会社コンテック

「Jabra」 / 「BlueParrott」
オフィス、会議室、外出先、現場作業、あらゆるシーンに
向けた最適な高品質音声デバイスをご紹介いたします。

GNオーディオジャパン
株式会社

FLIR製 赤外線カメラ

赤外線カメラは人間の目では見えない問題箇所をこれまで
以上に早く発見できます。お手持ちのスマートフォンに取り
付けるタイプなど小型で軽量、堅牢な産業用赤外線カメラ
で設備点検の生産性を向上させます。

SkyLink Japan

GTFS-RT対応
「BUSitバスロケ」

車載器はスマートフォン・タブレット。 電子スターフ・ナビ
機能を備えヒューマンエラーを防ぐ。使いやすく正確な利
用者案内で利用者の問合せが減り、輸送人員が増加。臨時
便・運休を即時に利用者へ案内できます。

株式会社
タウンクリエーション

多様なAcerデバイスの
ご紹介

多様なWindowsデバイスやLCD、サイネージのデモ展示
をご案内させていただきます。 日本エイサー株式会社

VRソリューションと
FAXシステム

仮想現実空間を自作・編集できるVRシュミレーションシス
テムと業務システムに簡単にFAX連携ができるシステムで
す。仮想化での運用も可能。

メガソフト株式会社

DISグループが提供する
サービス

■ 延長保証サービス:DISからご購入いただいたPC製品に
ついて、保証期間を延長いたします。　■ キッティングサー
ビス:弊社物流センター内で設定作業を行うことで作業工数
を削減いたします。

ディーアイエスサービス&
サポート株式会社



※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

教育ICT

タブレットPC向け
充電管理ソリューション

13インチのタブレット端末を最大40台まで充電保管可能な
タブレット充電保管カートと、iPadを最大40台まで一括同
期・充電できるペーパーレス会議に最適なUSBハブソリュー
ションを展示します。

エム・ティ・プランニング
株式会社

学びが育つ教室空間を
提案します!

電子黒板とタブレットが連携できる授業支援システムやアク
ティブラーニング用什器をご提案します。

株式会社
ガイアエデュケーション

タブレット・PCをより快適に

昨今教育現場ではタブレットの導入が急速に進んでおり、運
用にあたりアクセサリやセキュリティー対策が必要になりま
す。サンワサプライにはより便利に、より効率的に働く為の
商品が多数ございますのでご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

教育 ICTソリューション
最新タブレットPCラインナップと教育 ICTソリューション。
タブレット+ソリューションで教育現場に新しい学びをお届け
します。

Dynabook株式会社

「Chrome」デバイスの
ご紹介

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。 日本エイサー株式会社

Microsoft Education
日本マイクロソフトでは地球上のすべての児童生徒・学生の
学習効果の向上を支援するため、最適なデバイスやソリュー
ションをご提供しています。

日本マイクロソフト株式会社

新学習指導要領を見据えた
無線LAN環境

これからの時代、生徒一人一人の可能性を広げるための教
育が求められています。快適で安心・安全な無線LAN環
境を実現する商品や管理技術を通じ、先を見据えた教育の
ICT環境整備をバッファローがサポート!

株式会社バッファロー

作業分析ソフトウェア 
「OTRS10」

「OTRS10」 は動画を活用し作業分析を支援するソフトで
す。分析・ムダ取りによる作業標準化と手順書作成が可能
です。また、分析結果を比較し、Before Afterの可視化
や教育にも活用が可能です。

株式会社ブロードリーフ

DISが提案する教育クラウド
Microsoft 365 をはじめとした教育クラウドのご提案。
DISだから!各社の教育クラウドを比較しながら、ユーザー
ニーズに即したご提案を実施します。

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

話題の 「Chromebook」 、運用を効率化する 「Chrome 
Education」 のデモを体験いただきます。また、 「G Suite 
for Education」 の概要から学校現場での活用ポイントをご
紹介いたします。

ダイワボウ情報システム
株式会社
（Google for Education）

DISわぁるどの最新情報、詳細情報はWebサイトでご確認ください。

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

DISわぁるど

JR松江駅・JR米子駅から

シャトルバス運行

臨時駐車場を開設します
開催期間中、JR松江駅南口とJR米子駅から無
料のシャトルバスを運行します。詳しい乗車場所
や運行時間は、Webサイトにてお知らせします。 開催期間中、旧県民プール跡地に臨

時駐車場を開設します。臨時駐車場
と会場の間で無料のシャトルバスも
運行します。ぜひ、ご利用ください。


