出展社展示概要 （50 音順、2018 年 5 月 11 日現在）
Cloud Days 2018 九州
アール・アイ
テレワークやリモートワークを実現するための持ち出し PC 対策として「Shadow Desktop」をご
紹介します。Amazon S3 を始め、多くのクラウドストレージへデータを仮想化する製品です。また、
新しいサービス「RIO Cloud」の展示も行いますのでお誘い合わせの上、ご来場ください

アルファーテック
Web 会議のデモンストレーションを毎日実施。中国・ベトナム・インドネシア等の海外でも止まら
ない、100 拠点以上繋がる、他にはない Web 会議システムをご紹介させていただいております。
また、セキュリティ面のご相談ご導入までの流れをサポートさせていただきます。

伊藤忠テクノソリューションズ
「顔のみえるクラウド」で安心を約束する CTC のクラウド IT 基盤
システムインテグレータとして 40 年以上もの歴史を持つ CTC。実は IaaS ベンダーとして 10 年
以上もの実績があります。
VMware ベース CUVIC シリーズ（CTC 自営の IaaS）から AWS・GCP・Azure、そしてオン
プレミスでのシステム構築もしくはハイブリッドクラウド。
あらゆる提供形態で適材適所の IT 基盤をお客さまにご提供します。
【出展製品 / サービス】
● CUVICmc2 ● TechnoCUVIC

ヴイエムウェア
VMware ブースでは、クラウドパートナー各社と共同で展開しているクラウドソリューションに加
え、クラウドからデスクトップ環境を提供し、対応が急務な「働き方改革」にもお役立ていただけ
る Horizon Cloud と、vSAN によるハイパーコンバージドインフラや、vSphere 6.7 アップデー
トなどの最新インフラソリューションをブースとシアターを通じてご紹介します。また、VMware
の認定資格・教育プログラムのコンテンツもご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

エイコー
エイコーは本展示会において、２つのクラウドサービスを展示・ご紹介いたします。
１．法人向けオンラインストレージ「DirectCloud-BOX（ダイレクトクラウドボックス）
」
ユーザ数無制限で、ストレージ容量 100GB を 10,000 円 / 月から利用できる、オンラインストレー
ジです。DirectCloud-BOX は「高セキュリティ」と「優れた利便性」を「圧倒的なコストパフォー
マンス」でご提供いたします。
・社内や取引先とスムーズかつ安全にファイルを共有したい
・
「簡単」かつ「セキュア」な大容量ファイル転送を実現したい
・ファイルサーバをクラウド化したい
・BCP 対策としてオンラインストレージを検討したい
そんな方は是非、エイコーブースにお立ち寄りください！
２．クラウドバックアップサービス「エイコークラウドバックアップ」
バックアップをクラウド上にしませんか？エイコークラウドバックアップは、PC1 台 3,000 円 / 月か
らと利用しやすい価格てご提供いたしております。
・販売管理や給与システムが入っている PC
・社長、役員の方の PC
・サーバなどの BCP 対策
などのクラウドバックアップとしてお勧めいたします。

NI コンサルティング
● AI 秘書搭載の SFA/CRM「Sales Force Assisntat」
● AI 秘書搭載の見積書作成システム「Sales Quote Assisntant」
●高機能ワークフローやテレワーク支援搭載の業務改善型グループウェア「NI Collabo Smart」
など、NI コンサルティングの『可視化経営システム』は、導入社数 5000 社を超える統合連動型
の経営支援システム群です。月額 380 円から利用でき、貴社の業績アップや生産性向上をローコ
ストで実現します。

NEC ソリューションイノベータ
5000 種類以上 の 各種クラウドサ ービス（Office365,GSuite,Box,AWS など）に対して利便
性（SSO）とセキュリティ（アクセス制限・MFA）を付加するグローバルスタンダード IDaaS
（OneLogin）
、包括的なセキュリティを実現するグローバル CASB（Netskope）
、および IC カー
ド認証の利便性を高めるセキュアな Bluetooth 型 IC カードリーダーの展示を行います。

NTT コミュニケーションズ
Enterprise Cloud [ VMware Cloud Foundation™ ] で統合ハイブリッド IT 環境を実現
VMware Cloud Foundation がオンデマンドに利 用でき、Hybrid Cloud Extension 等で
VMware ワークロードをオンプレミスからゼロダウンタイムで容易にクラウド化。NTTCom がグ
ローバル展開するデータセンタ / ネットワーク / マネージドサービスで IT 環境のフルアウトソース
を推進しお客さまのビジネスイノベーションを支援します。
【出展製品 / サービス】
● Enterprise Cloud の VMware Cloud Foundation
VMware ワークロードのクラウド化を容易にし、オンプレミスとの統合ハイブリッド IT 環境を実現
します。

NTT ドコモ
G Suite の導入支援から端末・ネットワーク構築まで、ドコモだからできるワンストップサービスを
全国の拠点でご提供しております。ご要望に応じたカスタマイズ対応、スマートフォンやタブレット
等とのセット活用のご提案も可能です。きめ細やかなサポートでお客様の G Suite 活用をご支援
致しますので、お気軽にご相談ください。

FPT ソフトウェア
■「akaminds」の紹介 *1
■各産業別のソリューション事例の紹介
・オートモーティブ（自動車）
：UBI（自動車の走行状況連動型保険）
、IVI（次世代車載情報通信シ
ステム）
・ロジスティック：Smart Fleet Management
・ヘルスケア（医療）
：次世代型ヘルスケアマネジメントシステム、ブロックチェーン、AI
・金融：ロイヤルティ管理ソリューション、分散型台帳技術（DLT）
*1「akaminds」とは、FPT ソフトウェア独自開発の企業におけるデジタルトランスフォーメーショ
ンを支援する、デジタルプラットフォーム製品です。akminds は、FPT ソフトウェアのノウハウと
技術力を結集し、迅速かつ柔軟に、さらにコスト競争力のある価格で、お客様のデジタルトランス
フォーメーションの実装を支援します。

オービックビジネスコンサルタント
奉行シリーズに、待望の「SaaS モデル」奉行クラウドが新登場！
100％マイクロソフトのテクノロジーを活用し、世界トップレベルのセキュリティを実現。
Microsoft Azure をはじめとした最新テクノロジーを駆使した、新しい奉行シリーズを体感くださ
い。

九州日立システムズ
「働き方改革」が企業の重要課題である今、その手段の一つとして「RPA（Robotic Process
Automation）
」が注目されています。「定型業務自動化支援サービス」は、データ収集、加工、
集計、保存といった定型作業を代行し、人手よりも早く正確に仕事を行うことでサービスレベル・
品質・コストを改善することをご支援するサービスです。本展示では、適用事例やデモンストレーショ
ンなどを交えてご紹介します。

QTnet
QT PRO でトータルセキュリティ！
●セキュリティ機器の監視・分析を行うこと（クラウド型セキュリティサービス "QT PRO マネージ
ドセキュリティ "）
●セキュリティの脅威を知ること（脆弱性診断、リスクアセスメント）
●人を教育すること（セキュリティ教育、標的型メール訓練）
九州で光インターネットを提供する回線事業者の QTnet だからこそ回線もクラウドもセキュリティ
も窓口一本でまとめてご提供！ クラウド、セキュリティ対策、働き方改革、IoT、回線サービス、、
どんなご相談もお待ちしております♩

グーグル・クラウド・ジャパン
Google Cloud ブースでは、Google Cloud Platform および G Suite について、パートナー
企業 ( クラウドエース、トップゲート、NTTドコモ ) のサービスとともにご紹介いたします。全て
ご覧いただくと特別ノベルティを獲得できるスタンプラリーを実施しておりますので、ぜひお立ち
寄りください。

クオリティア
■働き方改革に必須！どこにいてもセキュリティを担保できる、
「メール経由の情報漏えいを防ぐ
“Active! gate SS”」
、
「クラウド上にデータを残し続けない“Active! vault SS”」のご紹介です。
個別のデモンストレーションも行います。どうぞお気軽にお声掛けください。

クラウドエース
Google Cloud Platform プレミアサービスパートナーとして、GCP の導入・移行・開発・支払い・
運用保守までをサポートするサービス「クラウドエース」のご案内を行います。また Speech API
を活用した議事録の自動化や音声チャットボットや Google Home を使った来客通知システムなど
の最先端ビジネスソリューションを展示しておりますので Google を活用した最先端のビジネスソ
リューションを体験してみてください。

ケイ・シー・シー
車両 GPS 位置情報「知らせるバス」＆ イベント活性化「いまどこ＋」＆屋内位置情報サービス「知
らせるバス」は幼稚園・自動車学校・大学・企業・介護福祉・旅館ホテル・自治体などの送迎バ
スなどご利用のお客様向けに位置情報サービスを、低コストで実現します。「いまどこ＋」はマラソ
ン・駅伝・お祭り・スタンプラリー・施設案内などのイベントに位置情報を活用する様々な機能で
サポートします。地方創生、地域活性化、観光促進に必見サービスです！ 屋内位置情報サービス
の展示もいたします。ビーコンを活用して低コストで簡易な設備で屋内の人や物の現在地を見える
化します。

KOTRA 韓国貿易センター
【身近な国 " 韓国 " でビジネスチャンスを拡大しませんか】
KOTRA では、全世界の組織ネットワーク、各種事業 / サービス等を活かし、様々な角度から日本
企業と韓国企業間のビジネスを支援します。
1. 展示博覧会への参加支援 ( 展示コンベンション )
- 韓国開催の展示会ご案内および各種支援 ( 宿泊費、航空費支援等 ) サービス
※今回は、6 月に開催する "SMART TECH KOREA" のご案内をブースにておこないます
2. 貿易商談会への参加支援
- 韓国・日本で開催の商談会ご案内および各種支援 ( 宿泊費、航空費支援等 ) サービス
- 事前のミーティングスケジュール調整および通訳支援
3. その他ビジネスマッチング
- 韓国企業調査・製品情報の提供
- 1 対 1 オンラインミーティング支援 ( 事前の企業選定～通訳支援までを無料サポート )
是非とも一度ブースにお立ち寄りください！

Sansan
Sansan は、企業内にある全ての名刺を「価値ある資産」に変える、法人向けクラウド名刺管理サー
ビスです。ブースでは業界毎のスペシャリストが、それぞれの企業にあった運用・活用方法をご案
内します。

シスコシステムズ
< 最新のシスコのデータセンター ソリューションをご紹介 >
現在、多くのお客さまが導入、検討されているマルチクラウド環境を構成するための、コンピュー
ティング、ネットワーク、マネージメント、など、IT インフラに関する最新情報をご紹介いたします。
特に、自社の IT インフラを構築する際に注目されている、ハイパーコンバージド インフラストラ
クチャに注力し、展示コーナーではハイパーコンバージド インフラ「Cisco HyperFlex システム」
の実機を展示し、さらにクラウド環境における楽しいデモも行う予定です。是非、ご来場ください。

ソルクシーズ
「Fleekdrive」は、企業向けのセキュアで利便性の高いクラウド型ファイル共有サービスです。企
業の重要な知的財産であるファイルが、知らないうちに社外へ流出することを防ぎつつ、クラウド
上で許可されたユーザー間で簡単にファイルを共有できるサービスです。ファイル機能、文書管
理機能、処理の自動化機能など、ファイル共有に伴う豊富な機能と、強固なセキュリティ機能を提
供します。

第一コンピュータリソース
システム設計ツール「Verasym System Designer」はシステム設計におけるドキュメントの作成
や管理を強力にサポート。これまで人手で行ってきた煩雑な作業から設計者を解放し、生産性・
品質の向上に大きく貢献します。さらに、設計情報からプログラムを自動生成するオプション製品
「Verasym Application Generator」と連携すれば、効果は倍増します。

ダイレクトクラウド
○【出展概要】
Cloud Days 九州 2018 に出展のサービス
本展示会におきましては、今回のテーマ「全社導入時のコスト削減と、効果的な情報漏洩対策、
安全かつスムーズなファイル共有」を実現するソリューションとして、以下の２点を会場にて展示、
ご提案致します。
■法人向けオンラインストレージ「DirectCloud-BOX（ダイレクトクラウド ボックス）
」
「安心のデータバックアップ」
「高セキュリティ」
「社内外のデータ活用」を圧倒的なコストパフォー
マンスで提供している法人向けオンラインストレージです。自社内・国内外拠点との大容量ファイ
ルの受け渡し、共同作業の場を共有スマートデバイスの企業活用、ファイルサーバーのクラウド化
などを安全かつ手軽に実現できます。
■セキュアなビジネスチャット 「DirectCloud-TALK（ダイレクトクラウド トーク）
」
DirectCloud-BOX とシームレスな連携が可能な、極めてセキュリティの高いビジネスチャットで
す。情報漏洩のリスクを回避し、安全かつスムーズなコミュニケーションの実現が可能です。もち
ろんログイン、チャット内容、ファイル転送などのログ管理機能も提供。法人向けとしての高い安
全性、管理性能を両立しています。「高速ファイル転送」
「社内外との安全なファイル共有」
「ファ
イルサーバーのクラウド化」
「シャドー IT の排除」
「災害対策」
、隙間時間活用による「本来の業務
時間 2 倍確保」などにご興味のある方のご来場を心よりお待ちしております。

ディー・オー・エス
IT 資産管理ソフト「System Supprtbest1（SS1）
」を出展します。 展示ブースでは、IT 資産管
理ソフトの導入メリットや、SS1 と他社製品との違いをご紹介し、導入時の課題となる導入コスト・
運用コスト削減などのご相談も承ります。エルテス社と連携したログ分析の新サービス「SS1 Risk
Analyzer」もご紹介します！ さらに、2017 年話題となった「WannaCry」などのランサムウェ
アや「働き方改革」への対策として、今再び注目を集めている IT 資産管理についてのセミナー講
演も決定！ぜひお立ち寄りください。

バラクーダネットワークスジャパン
バラクーダネットワークスは、
「セキュリティ」と「ストレージ」に特化して、リーズナブルな価格で、
高品質な製品とユニークなサービスを提供しています。Cloud Days では、
ランサムウェア対策
（セ
キュリティ＋リカバリー）
、ならびに Office365 を安全・快適に使うためのセキュリティと SD-WAN
（ハイブリッド WAN）のソリューションをご紹介します。
(1)Barracuda Backup：国内シェア No.1 のバックアップアプライアンス ( ※ )；BCP 対策とラン
サムウェア対策を 1 台で実現
(2)Barracuda Web Application Firewall：ハッカーによる Web アプリへの攻撃をブロックし、
顧客情報流出を防止する WAF の決定版
(3)Barracuda CloudGen Firewall：クラウド時代の次世代ファイアウォールでセキュアな SDWAN 環境を構築
(4)Barracuda Essentials：標的型攻撃対策、メールの保管、暗号化と情報漏えい対策、アーカ
イブをクラウドベースで包括的に保護
※株式会社テクノ・システム・リサーチ（2017 年 8 月）調べ

BCN
『週刊 BCN』は、IT 製品・サービスを売るために必要な情報を提供する IT 業界のビジネスパー
ソン向け専門紙です。IT ベンダーがビジネスを拡大するためには、広い販売網をいかに効率よく
築くかが重要と捉え、テクノロジーやプロダクトの情報よりも、市場の動向や各 IT ベンダーの販売・
流通戦略情報をメインに発信しています。取材エリアは、47 都道府県と、中国を中心とした東ア
ジアに据え、現地取材で情報収集し提供しています。紙媒体の視認性を生かし、図版や写真を多用。
ウェブメディアでは表現できない見やすさと分かりやすさを追求している点も特徴です。BCN ブー
スでは、この IT ビジネスに特化した情報紙『週刊 BCN』を、ご来場者様に無料で進呈いたします。

Dell EMC

ビーブレイクシステムズ
プロジェクト収支管理ができる ERP パッケージ「MA-EYES（エムエーアイズ）
」をご紹介します。
主な対応業種は、IT・広告・コンサルティング・派遣・設計・調査・建設・印刷です。 実際の画
面をご覧いただきながら、お客様毎にシステムのご提案をいたします。

ドコモ・システムズ
ドコモ・システムズでは、働き方改革／モバイルワーク・テレワークに最適なクラウド型ソリューショ
ンを展示致します。安心してセキュアにご利用頂ける 企業情報システム「dDREAMS」
、Web 会
議システム「sMeeting」仮想デスクトップサービス「s-WorkSquare」をなどをご紹介いたします。
是非ブースへお立ち寄りいただき、貴方のお悩みをお聞かせください。

トップゲート
株式会社トップゲートは、パブリッククラウド BIG３の一角を占める「Google Cloud Platform
（GCP）
」のプレミアサービスパートナーです。 オンプレミスからの IT システム移行はもちろ
ん、GCP が特に得意とする「IoT」や「ビッグデータ」
、
「機械学習」分野でのシステム構築から
Android アプリ開発まで、各種ご相談から開発までワンストップで対応いたします。また、エンジ
ニア向けの GCP 認定トレーニングでも、3,500 名以上の方にご受講いただくなど、国内有数の
実績を有しております。クラウド利用のご検討や課題をお持ちの企業ご担当者様、ぜひトップゲー
トにご相談ください。

日経 BP 社
おかげさまで創刊 2 周年！企業システムへのクラウド導入で失敗しないための価値ある技術情報を
お届けする「日経クラウドファースト」の特別編集版（2 大テーマ事例集：クラウド AI サービスの
活用 / クラウドへの基幹システム移行）を進呈いたします。ぜひ、ブースへお立ち寄りください。

日本情報通信
NTT 及び日本 IBM により SI ベンダーとして設立した当社が提供するデジタルトランスフォーメー
ションを意識した展示を行います。
・EDI ソリューション（流通／卸／自動車／製造） ISDN 廃止 グローバル対応 金融 EDI 運用アウ
トソース
・ブロックチェーンへの取り組み 基幹システムへの応用
・AI を利用した顔認証 御客様の利用システムにて認証プロセスで利用可能
・データ分析 データ分析分野で定評のある当社のご提供するソリューションのご案内
・IBM Power クラウド基盤 商い規模に関係無く必要な分だけ利用し運用はアウトソース

ゾーホージャパン

ニュータニックス・ジャパン
国内 500 社以上の導入実績を誇る Nutanix。実際の管理画面や独自のマイクロセグメンテーショ
ン機能をご紹介します。

デジタル資産管理システム【PDFCASE】
画 像 や 映 像 を 含 め た さまざ ま なファイ ル を PDF と同 時 に 登 録 で きま す。Word、Excel、
PowerPoint ファイルも内容をデータベース化した上で自動的に PDF へ変換されます。
そしてこれらのファイルの登録は、ブラウザへドラッグ＆ドロップするだけ。一気に数百ファイルを
ドロップできます。GoogleMap や GoogleVision 対応。文書管理システムやメディアライブラ
リを手軽に構築できます。
組織の部署やプロジェクトグループごとにフォルダへのアクセスを制限することで、セキュリティを
確保できます。ユーザーは複数のグループへ所属することができるので、柔軟なユーザー＆グルー
プ設定が可能です。

ネットレックス
固定資産、IT 資産、重要書類など…あらゆるモノを管理する「Convi.BASE（コンビベース）
」を
展示します。柔軟な管理台帳機能に加えて、IC タグ、バーコード、カラーコードを活用して棚卸
し機能を持っているクラウドサービスです。業務に必要な機能を自在に組み合わせることができ、
棚卸し工数は約 1/10 に圧縮することができます。会期中は iPhone を利用した棚卸し体験も可能
です。物品管理にお悩みの方、ぜひお気軽にブースにお立ち寄りください。

導入スピードと使い勝手の良さで、サーバとソフトウェアデファインド・ストレージが一体となっ
た HCI の採用が急速に進んでいます。その中で、マイクロソフトの OS 標準搭載技術を活用した
HCI ソリューションである記憶域スペースダイレクト (S2D) のソリューションが今、脚光を浴びて
います。業界髄一の HCI ポートフォリオを持つ Dell EMC がお勧めする Hyper-V 環境に最適な
HCI: S2D Ready Node ソリューションとそれを 支えるコンピュート基盤 PowerEdge サーバの
管理機能を中心にブースではご紹介致します。

世界 5 万社に導入されているクラウド型顧客管理・案件管理サービス「Zoho CRM」と、圧倒的
コストパフォーマンスで基幹業務をサポートするアプリケーション Suite「Zoho One」をご紹介し
ます。

ソリッドアライズ

ネットジャパン
ネットジャパンブースでは、
①ランサムウェア、クラウド、仮想環境、災害復旧に対応するマルチ型高速バックアップソリューショ
ンの ActiveImage Protector
② USB メモリのみでクローニングが可能なコンピューター用キッティングツールの ActiveImage
Deploy USB
③バックアップの設定を一括管理できるコンソール、Client Management Center のご紹介をい
たします。

ネオジャパン
【IT ツールを「使わされる」ものから「使う」ものにシフトする】
働き方を変えるには、IT の活用が不可欠と言われますが、今ある社内の IT 環境が、逆に現場の
働き方改革を阻害している可能性も。社内の IT 環境を「会社に使わされるもの」から「現場が自
ら活用するもの」に変えるソリューションをブースにてご紹介します。

日立ソリューションズ西日本
紙の書類をデジタル化し、RPA と連携することでデータ入力自動化を推進！
クラウド型 SI で柔軟なワークスタイル改革をご紹介します。
【出展製品】
●「Robotic Process Automation 業務自動化ソリューション（Automation Anywhere）
」
RPA がパソコンでの事務作業をソフトウェアロボットが代行。煩雑で単純な作業から社員を解放し、
業務量を最適化します。
●データ自動抽出基盤「活文 Intelligent Data Extractor」
AI の機械学習機能を活用することで、データの取り込み、仕分け、抽出までの作業を自動化します。

富士通
働き方改革を支える富士通の ICT 基盤
富士通自らが実践する働き方改革。 場所や時間にとらわれない働き方を支える、ICT の基盤
をご紹介します。「仮想デスクトップサービス V-DaaS」は、クライアント仮想化ソフトウェアに
VMware Horizon® DaaS® を採用。VMware の最新技術と、富士通の社内実践で培った運用・
ノウハウをお客様にご提供します。
【出展製品 / サービス】
● FUJITSU Managed Infrastructure Service 仮想デスクトップサービス V-DaaS
70 社／ 25,000 名の導入実績を誇る、仮想デスクトップサービスです。
● FUJITSU Cloud Service Print Anywhere
さまざまなメーカーや機種の複合機で、社内のどこからでも印刷。サテライトオフィスに最適です。

ミロク情報サービス
MJS は、
「財務会計」
「人事給与」
「販売管理」
「ワークフロー」
「BI」などの機能を標準で備えた、
純国産の ERP パッケージを開発し、運用からサポートまでをご提供しています。また、マイナン
バーや BCP 対策に効果的なセキュリティ商品『SOXBOX NX-Plus』、従業員向けクラウドサービ
ス『Edge Tracker』、働き方改革に関する製品など、様々な製品を取り扱っております。個人事
業者から中堅企業まで、顧問先のニーズやステップアップに合わせて対応いたします。ぜひ一度、
MJS ブースにお立ち寄りください。

ラクス
ラクスのクラウドサービスを使って、“すぐに””楽に””安く”働き方改革を実現しませんか？
・楽楽精算 ・楽楽明細 ・働く DB ・メールディーラー ・チャットディーラー ・配配メー
ル ・クルメル といったラインナップでお待ちしております♪

レッドハット
企業の IT 環境は自動化できる時代。多くの企業が迅速なビジネス展開を実現するために、ICT 環
境の構築や構成変更を中心とした作業の自動化を進めています。サーバからネットワーク機器、ク
ラウドまであらゆる環境をエージェントレスで管理することのできる、自動化プラットフォームとし
て注目を集める Ansible をデモを交えてご紹介します。また、RPA/IoT/AI といった先進分野で
活用頂ける意思決定支援ソリューションなど、多彩な製品とソリューションをご紹介しています。

出展社展示概要 （50 音順、2018 年 5 月 11 日現在）
Security 2018 九州

ソニーペイメントサービス

アズジェント

お客様のクレジットカード情報を適切に管理できていますか！
？
割賦販売法の改正によりクレジットカード決済を利用する事業者様にセキュリティ対策、不正対策が
必須化されます。セキュリティ対策と言っても、EC サイトでの受注と電話や FAX 等での受注にお
いて対応策は全く異なります。本ブースでは事業者様の運用方法に即したクレジットカード決済の
セキュリティ対策をわかりやすくご案内させていただきます。その他カード決済以外の各種メニュー
についてもご紹介します。

マネージドセキュリティサービス、脆弱性診断など各種セキュリティサービスをご紹介します。
＜セキュリティ・プラス マネージドセキュリティサービス＞
セキュリティ機器を導入していても「ログが多くて見ていない」
「ログを見ても内容がわからず適切
な対策が取れない」など、お困りの点がないでしょうか？
セキュリティ・プラス マネージドセキュリティサービスは、お客様のセキュリティ機器の設定・運用・
稼働状況を専門のアナリストとエンジニアが 24 時間 365 日運用監視することで、セキュリティ・
インシデントの早期発見と運用作業の負荷軽減を実現します。
＜脆弱性診断サービス＞
日々発見されている脆弱性を悪用される事例が増え続けており、システムを安全に運用するために
も定期的な診断が必要です。アズジェントの脆弱性診断サービスは専門のアナリストがサーバ、ネッ
トワーク機器、Web アプリケーション、IoT 機器などの脆弱性を診断し、詳細で分かりやすいレポー
トとともに診断結果と今後の対応策をご報告いたします。

ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン
ネットワークからエンドポイントまで、統合セキュリティアプライアンス Firebox、クラウドソリュー
ションによるシンプルで費用対効果の高いセキュリティソリューションをご紹介。クラウドベース
での管理ツールや可視化ツール、無線 LAN 管理など最新ソリューションをご紹介します。また、
暗号化通信におけるセキュリティ対策を実施してもなお高いスループットパフォーマンスを誇る
Firebox シリーズの新モデルも展示いたします。

宇部情報システム
近年、サイバー攻撃は企業の規模や知名度に関わらず、誰しもが被害者になりうる問題となってい
ます。各企業におかれましては、拡大するマルウェアやランサムウェアといった、これらサイバー
攻撃の脅威に対して、常に変化・進化するセキュリティ対策を駆使し、柔軟かつ迅速に対応するこ
とが求められています。Security 2018 九州にて、弊社グループは、とくにエンドポイントへの対
策として、侵入の検知と対処のための「Cybereason（サイバーリーズン）
」
、セキュリティパッチ
と外部デバイスへの接続を管理する「Ivanti（イヴァンティ）
」
、そして、社員の方一人ひとりの標
的型メール攻撃への耐性を強化する「標的型メール訓練サービス Next」を展示いたします。

エムオーテックス
■国内トップシェア ( ※ ) を誇る LanScope Cat Ver.9
１．
「IT 資産管理」
「内部不正対策」
「外部脅威対策」をオールインワン
２．Cylance 社の AI 技術を活用したアンチウイルス機能で、未知のマルウェアを 99.7％検知
３．情報漏えい対策から働き方改革、業務効率化の支援まで幅広い機能を搭載
■ MDM の常識が変わる！LanScope An Ver.3.0
１．1 つの管理コンソールで、Android、iOS、Windows、Mac の主要 4OS を一元管理
２．紛失・盗難対策に加え、活用状況を見える化できるレポート機能を標準搭載
３．使いやすさ満足度 83％！管理コンソールのわかりやすさで選ばれています
※富士キメラ総研 2005 ～ 2017 ネットワークセキュリティビジネス調査総覧「IT 資産／ PC 構成
管理ツール・2016 年度」

エンカレッジ・テクノロジ
【福岡初出展！】新製品の展示を実施いたします！
弊社エンカレッジ・テクノロジはシステムの安全で安定的な運用を実現する運用統制ソリューション
を提供する企業です。福岡初出展となる本展示会では、この春リリースを間近に控えたサーバー
セキュリティ対策製品の最新バージョン、現在開発中の最新製品の特別参考展示など最新情報が盛
りだくさんです！
■ ESS AdminGate
システム管理者や外部委託先によるサーバー管理のセキュリティ対策を実現するソリューション。
従量課金制の料金体系で、多くのお客様にご採用いただいています。
■ ESS AdminControl for Client
現在開発中！最新製品の参考展示！
見逃しがちなローカル管理者アカウントのパスワードを一元的に管理します。
その他豪華景品が当たる企画も実施しておりますので、是非ブースにお立ち寄りください！

カスペルスキー
＜展示ブースとセミナーのご案内＞
サイバー脅威のほとんどは OS やアプリケーションの脆弱性を狙って攻撃されることはご存知の通
りです。そして今、エンドポイントのセキュリティ対策は新たなステージに突入しています。市場を
リードするカスペルスキーでは、企業のサーバやクライアントを守る先進的なセキュリティソリュー
ションにより、お客様の大切な資産を保護します。
ブースでは、セキュリティ対策の新潮流、多層防御の穴を埋める【パッチマネジメント】や【VDI/
仮想化ベストソリューション】などの最新情報をご紹介。
また、セミナーでは【
「脅し取る」から「盗み取る」へ。 変化するサイバー攻撃と対策】と題し、
ランサムによる脅迫から、PC リソースを盗み直接仮想通貨を得る手法への移り変わりや、Office
を狙った攻撃が急増するなど、日本を取り巻く脅威状況は変化しています。変わらずに、日本をター
ゲットにした攻撃は続いています。敵を知り、どう防ぐか。今、必要な対策をお話しいたします。
ブースへのお立ち寄りと共に、セミナーへのお申込みをお待ち申し上げております。

Sky
◆出展製品
クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」
◆展示の見どころ
クライアント運用管理ソフトウェア『SKYSEA Client View』はログ管理や IT 資産管理など、PC
の運用管理からメンテナンスまで支援する機能を搭載。また、セキュリティ対策のために収集した
PC の操作ログを活用して、社員の労働時間の実態把握にも活用いただけます。
最新の Ver.13 では「SKYSEA Client View」が検知したアラート情報を syslog として出力します。
SDN 製品と連携させれば、syslog を受信して「SKYSEA Client View」がアラート検知した PC
をネットワークから自動で隔離するなどの運用が行えます。是非、お立ち寄りください。

セキュリティデザイン
世界シェア No1!! 監視カメラメーカ HIKVISION( ※ 1) の日本代理店から
毎月経費で処理できる！
？独自のクラウド入退室管理サービス「Eee..SECURE」
Fortune 500 社にも名を連ねております。 米 国 LENEL 社グローバ ルセキュリティシステム
「OnGurad」迄 常に最新の総合セキュリティシステムを提供しております。
2018 年 4 月～、株式会社 G-net のセキュリティシステム事業部と統合し万引き防止システム等、
G-net 社 SS 部の強みを活かし、さらにソリューションを強化しました。今回の展示では、一般的に
使用される安価で高性能な固定や可変、電動バレット、ドームカメラから、最新の顔認証システム
やピープルカウンタ等のご紹介を行っております。一度は当ブースへお越しください。ご来展を心
よりお待ち申し上げております。※ 1 日本経済新聞 (2017 年 11 月 29 日 朝刊 )

ソニックウォール・ジャパン
SonicWall の最新セキュリティソリューションをご紹介します。
ディープラーニングアルゴリズムを活用したセキュリティソリューションやリモートアクセスセキュリ
ティならびにセキュアな無線 LAN・次世代型エンドポイントプロテクション等の製品郡をデモを交
えてご紹介します。

宝情報
働き方改革時代に必要な IT セキュリティ対策製品・サービスを紹介いたします。
主な展示製品
・ゲートウェイセキュリティ チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ㈱
・エンドポイントセキュリティ エフセキュア㈱ ㈱ FFRI（yarai)
・訓練／教育／診断サービス 標的型メール訓練サービス 各種脆弱性診断サービス

ハンモック
●パソコン更新管理：AssetView P、クラウド名刺管理：HotProfile
IT 統合管理ソフトウェア『AssetView』はリリース 18 年目を迎え、8500 社への導入実績を持
つ老舗製品です。資産管理はもちろんセキュリティ機能、そして次の対策すべき【Windows10
更新管理】の運用も支援します。多機能オールインワンの購入だけでなく、ご要望に合わせて必
要な機能のみの購入ができ、コスト削減を実現できます。統合管理でも個別でもオーダーメイド
感覚で運用が行えます。ぜひ、お立ち寄りください。

ラネクシー
～ IT インフラの情報漏洩対策と働き方改革をサポートするエンドポイントソリューションをご紹介！～
ラネクシーでは、情報漏洩対策や働き方改革サポートとして、物理・シンクライアント環境に関わ
らず、精度の高い収集力で操作ログを取得する「MylogStar（マイログスター）
」と PC の外部接
続デバイスやネットワーク制御で重要情報の持ち出しを防ぐ「DeviceLock（デバイスロック）
」を
出展いたします。

IoT Japan 2018 九州
北九州産業学術推進機構
革新的な発想による新サービスを立ち上げようと考えているならぜひ北九州市を実証フィールドと
して活用してみてください。新サービスの事業化を支援する仕組みについてご紹介します。
・優れたビジネスモデルの発掘（ビジネスプランコンテスト）
・資金面の支援を行う補助金制度
・地域課題を解決するサービスの事例など
モノづくり産業を強みとする北九州に来たれ！

北九州市 IoT 推進ラボ
北九州市は、地震などの自然災害が少なく、また九州の起点として交通や通信などのインフラが
充実していることもあり、データーセンターやコールセンター等関連産業が集積し、西日本有数の
データセンター拠点として発展しています。今年度は、これまでの ICT 利活用に加え、ロボット、
IoT、AI といった第四次産業革命の先端技術を活用した新ビジネス創出、地域産業の高度化、情
報産業の発展に向けた施策に取り組んでいきます。ブースでは「事業コーディネート ( 産学官民金
と連携 )」
、
「実証支援 ( ビジネス実現性の検証 )」
、
「補助金制度 ( 資金支援 )」など支援メニューや
取り組み事例についてご紹介いたします。

佐賀県 IoT 推進ラボ

福岡市 IoT 推進ラボ
福岡市の特徴である街のコンパクトさを活かし、様々な社会実験を行うための実証環境を提供して
ます 今回は、IoT プロジェクト取り組みを紹介します
福岡市 IoT 推進ラボの目的：実証実験の実施による IoT ベンチャーの技術力、与信力向上支援
①実証フィールドの提供
②オープンデータプラットホームの提供
③データ分析環境の提供
様々なプレイヤーがリソースを持ち寄り、実証実験を行うための場を提供することで、社会実証を
支援します

南島原市 IoT 推進ラボ
南島原市では、地域と IT 技術者の方々が共同で課題整理を行い、地域発祥の IoT サービスの創
発を目指したアイデアソン、ハッカソン、オープンキャンプなどの交流・技術イベントを実施してい
ますので、その活動内容をご紹介します。また、南島原市内に農業 IT 研究所を設置し、ラボの構
成企業となっている株式会社セラク独自の農業 IoT サービスである「みどりクラウド」の活用事例
を併せてご紹介します。

ユーブロックスジャパン
ユーブロックス社（SIX:UBXN）は、民生、産業および自動車市場向けにワイヤレスと測位用半導
体を提供するグローバルリーダーです。スイス、タルウィルに本社を置き、皆様が IoT の革新的
なソリューションを迅速に開発するためのお手伝いをしています。この度、日本アルプス電子様の
協賛により九州地域で始めての展示会となります。LTE Cat M１クワッドバンド・モジュールや
Bluetooth Low Energy モジュールなど展示予定です。ブース内では、担当者がお客様のご要望
に沿ったソリューションをご提案いたします。是非この機会にブースにお立ち寄りください。

ビジネス AI 2018 九州
NTT データ九州
【導入実績 800 社以上！】NTT データが誇る業界 TOP の RPA ソリューション「WinActor」
日本国内における「労働人口の減少」
「
、高齢化社会問題」
、
また「働き方改革」
「
、長時間労働の是正」
が企業の課題とされる中、業務効率化の手段として RPA（Robotic Process Automation）が注
目されています。
NTT データの純国産 RPA「WinActor」は、ユーザが行うあらゆる Windows 端末の操作を学
習し、自動化してくれるソフトウェア型ロボットです。ブースでは、働き方改革と新たな価値創造に
寄与する RPA を、自社業務へ適用いただくヒントとなるよう機能から事例まで、デモンストレーショ
ンを交えてご紹介します。

産総研

人工知能技術コンソーシアム

産業技術総合研究所における人工知能技術コンソーシアムは、データ活用の共創的価値創出を加
速させ、実社会への展開事例を多く創出するために設立されました。本コンソーシアムでは会員企
業様の抱える課題に応じて、適宜柔軟に個別のＷＧ（ワーキンググループ）を発足させ、関連す
るデータ活用の手法・技術などソリューションの勉強会を実施したり、産総研技術の最新動向を共
有するなど参加企業様におけるデータ活用の知識やノウハウ、最新情報の獲得を促進するための
活動を行っております。

日本ソフト開発
話題のＲＰＡツール（WinActor）のご紹介とビッグデータツールを組み合わせたソリューションを
ご案内させて頂きます。お気軽に弊社ブース迄ご来場ください。

働き方改革 2018 九州
HDE
Microsoft Office 365、Google G Suite、Salesforce、Box などのクラウドサービスに対して、
包括的でセキュアなサービス（SSO、アクセス制限、情報漏えい対策など）を提供する「HDE
One」の展示を行います。

AI・IoT に関する佐賀県としての取組を紹介します。

SB クリエイティブ

センチュリー・システムズ

ビジネスパーソン必見の Web メディア「ビジネス＋ IT」から、人気記事を抜粋した展示会限定の
特別マガジン「ビジネス＋ IT マガジン 31 号」を無料配布させて頂きます。ぜひブースまでお立
寄り下さい。

IoT/M2M を取り入れて、御社のサービス・製品をより良いものにしませんか。
例えば、河川事業に関わっていらっしゃる方、河川の水位・画像・濁度・ゲリラ豪雨・津波警報・
高潮警報・その他特別警報をユーザ様にご提供することで、サービスの品質を上げませんか。IoT
に欠かせない IoT ゲートウェイ、モバイルルータ等の通信機器だけでなく通信 / クラウドのサービ
スをご紹介しています。

ナテック
人材不足を背景に省力化が進む時代のニーズに、ＩＣカードやＲＦ
ＩＤタグを使った様々なソリューショ
ンでお答えします。主な適用分野は、物流（商品／パレットのトレーサビリティ）
、販売（在庫管理
や検品・棚卸の効率化）
、製造（品質管理、効率化）セキュリティ（入退室管理、危険物管理）な
どが挙げられます。最近では大手アパレル業を中心に、商品ラベルにＩＣタグを付け、倉庫での在
庫管理から物流での商品の移送を把握したり、
レジでの無人決済に活用され始めました。他にも様々
な用途に効果を挙げているＩＣタグソリューション。ぜひ一度、貴社の困ったをご相談ください。

日建リース工業
ハンディターミナルとバーコード・RFID を活用した管理システムのご紹介と、当社オリジナル
GPS を活用したソリューションのご紹介

福岡県 IoT 推進ラボ
＜出展概要＞
福岡県には、産学官で構成される「福岡県ロボット・システム産業振興会議」や「福岡県 Ruby・
コンテンツビジネス振興会議」の取組みにより、ロボット、半導体、プログラミング言語 Ruby を
はじめとするソフトウェアなど、IoT 関連の高度な技術力を持つ企業が集積しています。 福岡県
IoT 推進ラボでは、ニーズの掘り起しから、技術シーズとのマッチング、製品・サービスの開発実
証、市場開拓支援、人材育成まで一貫した支援を行うことで、県内企業による IoT 技術を活用し
た新たな製品・サービスの創出を促進します。
＜出展物＞
「糸島 LoRaWAN 公共サービス実証プロジェクト」
福 岡 県 IoT 推 進 ラ ボ、 糸 島 市、( 株 )Braveridge、 ふくお か IST が 連 携し、 糸 島 市 全 域 に
LoRaWAN ネットワークを構築。IoT を活用した４つの公共サービスの実証実験を開始しました。
LoRaWAN ネットワークを活用し、自治体の公共サービスを複数同時期に運用するのは、全国初
の取組みです。今後も、IoT × LoRaWAN で住民サービスの向上や、地域課題の解決のための、
新たなサービスを開発を展開します。

オクムラ
低コストで使いやすいシンクライアントソリューション「Parallels Remote Application Server」
で実現する働き方改革をご紹介します。テレワークや BYOD 等、企業の様々な課題を解決します。
製品デモ、並びに導入時の技術的要件のご相談など幅広く対応させて頂きます。皆様のお越しを
心よりお待ちしております。

サクシード
電話と PC を統合した CTI ソフト『見え TEL 君』は、全国 3,500 社超の様々な業種でご利用いた
だいています。着信時に
「お客様情報」
を PC 画面に表示する事で、効率的な電話対応が可能となり、
顧客満足度を UP させます。安価で迅速な導入が可能。「通話録音」
「
、音声応答」等の標準機能が、
応対品質の向上を強力支援します。

シティアスコム
自社導入した「Office 365」で変化するシティアスコムの働き方、
「WinActor」導入で進む自
動化についての自社事例やお客様事例、システム構築の負担を軽減する「City Ascom Cloud
Board(CCB)」
。働き方改革を進めるためのソリューションと実体験に基づく提案をご用意して、皆
様をお待ちしています。すでに製品を導入されている方にも、定着化支援サービスをご用意してお
ります。ぜひ皆様の「困った」をお聞かせください。

ジャストシステム
脱 Excel、脱ペーパー、脱メールを促進するツールを展示しています。
働き方改革の中で、生産性向上に取り組まれている企業は多くあると思います。しかし、まだまだ
Excel や紙やメールに依存した業務フローから脱却できていないのが実態です。情報を一元化し、
適切に分析し可視化することで、多くの社内業務に内在する『ムダ』を効率化できます。展示して
いる「UnitBase」
「Actionista!」でそれが実現できます。

ジャストワーク
展示ブースへお立ちより下さい。

ジャパンメディアシステム
インターネット環境があれば、そこはもう会議室！Web 会議システムで働き方改革を！
「LiveOn」は離れた拠点とインターネットを通じて、映像・音声のやり取りや、資料の共有などを
行うことができるコミュニケーションツールです。会議だけではなく、研修、遠隔商談、テレワー
クなど多彩なシーンで活用でき、働き方改革を実現するツールとして、場所にとらわれない新しい
働き方を実現します。

住友電工情報システム
当社は住友電工グループの現場で蓄積されたシステム構築の経験と培ったノウハウを活かして、基
幹業務システム構築技術を製品化してきました。徹底したユーザ視点から、働き方改革や業務効
率化に役立つパッケージソフトを多数紹介します。

ChatWork
導入社数 174,000 社のクラウド型ビジネスチャットツール「チャットワーク」にブースにて紹介し
ています。また、ダイヤモンド・オンライン掲載記事を紹介している「働き方改革実践ガイドブック」
をブースにて配布しています。働き方改革の進め方や成功事例に興味がある方は、弊社ブースま
でぜひお立ち寄りくださいませ。

ナレッジスイート
展示ブースへお立ちより下さい。

日本マイクロソフト
Microsoft Surface の展示を行っております。働き方改革をリードする Microsoft Surface の利
用方法を展示ブースでご案内いたします。

パシフィックネット
働き方改革 / モバイルワーク導入に最適な、モバイル PC レンタル + 通信
（SIM)+ セキュリティ
（ファ
イル仮想化）を月額費にてサービス提供。すぐにモバイルワークが導入可能です。貴社のビジネ
ススタイルをシンプル、セキュア、スピーディにするお手伝いをいたします。

パナソニック

ネットソリューションズ

経費精算や勤怠管理、ワークフローなど、幅広い業務をまとめて効率化できる MajorFlow シリー
ズをご紹介させて頂きます。展示ブースでは 2017 年 10 月にリリースしたばかりの新製品もご覧
頂けます。

パラレルス
1.【金融 / 医療や電機 / 食品他での実績有り】Parallels Remote Application Server:
本製品は、あらゆるデバイスへアプリケーションと仮想デスクトップをシンプル、シームレスかつセ
キュアに配信し、高コスト効率も実現します。また、インターネット分離による標的型サイバー攻
撃への対応とモバイル利用にも対応しており、各従業員の働き方や使用アプリケーションに合わせ
た作業環境を提供できます。
パートナー企業様も募集しておりますので、是非お気軽にお越しください。
2.【教育や各種業種 / 業界での実績有り】Parallels Desktop for Mac Business Edition:
オフライン時でも Mac 上で安定的かつ快適な Windows 仮想環境を提供できます。管理者は
ポータルサイトからライセンスの移動などの管理ができ、使用環境の一括展開・一元管理が可能
になります。古いバージョンの Windows / macOS 環境の活用や、様々な Linux 環境の利用に
も適したソリューションです。

ブイキューブ
Web 会議のデモンストレーションを毎日実施。V-CUBE はビジュアルコミュニケーションを活用し
て、I ターン・U ターンを獲得する、人材採用・育成効率化を実現します。

富士通
企業の働き方改革において、モバイル端末の利活用への注目が高まっています。端末の薄さや軽
さといったモビリティ性能だけでなく、セキュリティ面での対策も含め多様なソリューションを体験
していただけます。

プロトラブズ
ブース展示では、事例紹介や豊富な切削加工と射出成形のサンプル品展示と併せて、専門員が皆
様のご質問にお答えします。是非この機会に日頃のご不明な点や、また現在抱えていらっしゃる具
体的なプロジェクトに関するご相談を投げかけて頂ければ幸いです。

ロココ
ロココグループの株式会社アイシーティーは、HR Tech の分野の製品を自社開発、販売しており
ます。主力製品の勤怠管理システム「TIMES」は、100 ユーザー程度の中小企業から 20,000 ユー
ザーを超える大企業まで、幅広い企業に導入しております。このたび、タレントマネジメントシス
テム「Gemini」をリリースし、人事基本管理、タレントマネジメント、勤怠管理、目標管理、研
修管理と多彩なラインナップを揃えております。

九州・沖縄地区限定パビリオン
グローバルブレインズ
FL.OPS（フルオップス）は、
「クラウドデザイン（ 設計 ）
」に始まり、お客様の Web サービスを、
最適なクラウドプロバイダ上に「新規構築」または「マイグレーション（移行）
」し、安全・確実な
「運用（ 24 時間 365 日 監視 ）
」まで、
ワンストップで提供するサービスです。いずれのプランも、
個別にご利用いただけます。

ネスコウイング
「DataClasys」はファイル形式に依存せず、あらゆるファイルを暗号化したまま閲覧・更新ができる、
ファイル暗号化ソリューションです。オフラインでも利用でき、機密情報の二次漏洩対策に最適で
す。当ブースでは、DataClasys の製品説明や導入事例、暗号化デモンストレーションをご覧いた
だくことができます。また、中小企業向けプランもご紹介します。

BCC
『情報システム担当者がいない、または担当者はいるが専任ではないため有事の対応が困難…』
BCC はそんな『一人情シス』のお客様をご支援いたします！
お客様では対応が難しいクラウドでのデータ保護・運用管理から法律に準拠したセキュリティレベ
ルの確保まで実践知を積んだ専門家が手厚くサポートし、業務停止や情報漏えいの脅威からお客
様を守ります。また、IoT 実証実験を通じてデータの見える化によるコスト削減や効率化に向けた
取り組みを推進しています。

