出展社展示概要

（50 音順、2018 年 6 月 6 日現在）

さくらインターネット（小間番号：502）

ニュータニックス・ジャパン（小間番号：503）

展示会場にてご確認ください。

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。

Sansan（小間番号：525）
展示会場にてご確認ください。

シスコシステムズ（小間番号：401）

Cloud Days 名古屋 2018
アール・アイ（小間番号：505）
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

アドビ システムズ（小間番号：515）
アドビのクラウド、Creative Cloud と Document Cloud のミニセミナーを実施します。機能、価格だけではない新たな価
値＝最高の顧客体験の創造につながるヒントを、アドビのクラウドソリューションを通じてご紹介します。
【Creative Cloud】
・ゼロから始める Photoshop で、企業イメージをブラッシュアップ
・最高のユーザー体験をスピーディーに共同開発 ? Adobe XD とは？
【Document Cloud】
確定申告でも使える汎用性の高い PDF を作成する無料のスキャンアプリを使ったデモや、紙からデジタル時代へ乗り遅れない
ための電子サイン活用法をご紹介します。

アルファーテック（小間番号：301）
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。

石川コンピュータ・センター（小間番号：407）
ハウジング・クラウドサービスを活用した BCP 対策を安全の地「北陸・石川」からお届けします。さらに手軽で便利な SaaS サー
ビスから柔軟な構築が可能なホスティングサービスまで、豊富なメニューからお選びいただけます。

伊藤忠テクノソリューションズ（小間番号：311）
「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（小間番号：311）
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ので、
是非お立ち寄りください。

エイコー（小間番号：523）
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．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など大事な業務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。
２．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。DirectCloudBOX 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
是非、エイコーブースにお立ち寄りください！

NI コンサルティング（小間番号：425）
● 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（小間番号：406）
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。

FPT ソフトウェア（小間番号：526）
■「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。

グーグル・クラウド・ジャパン（小間番号：321）
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、グルー
ヴノーツ、
ソフトバンク、
トップゲート、
ブレインパッド) 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（小間番号：411）
■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（小間番号：321）
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。

グルーヴノーツ（小間番号：321）
機械学習や人工知能に関して、様々なサービスが発表されていますが、ビジネスで使おうとするとどれも「高価」で「難しい」
ものばかりです。機械学習の専門家が機械学習を使うのではなく、ビジネスの専門家が機械学習を使えなければなりません。
だからこそ、MAGELLAN BLOCKS は、誰もが気軽に機械学習を使えるよう、簡単かつリーズナブルな価格で提供しています。

< 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。

システムアプローチ（小間番号：412）
今年で創業 35 年。「コンピュ－タ技術で社会に貢献！」をスロ－ガンに、ソフトウエア開発・ユ－スウエア支援・ハ－ドウエア
保守の３本柱で事業形成しています。 近年は iPhone/iPad オリジナルアプリ開発。IoT の流れから、小型ロボット向けのア
プリを開発し、発売開始。オフィスやショップで、ビジネスを活性化させる、ソリューションを含め、トータルで ICT サービ
スの提供をしています。本展示会ではグループウェア desknet's NEO を提供するネオジャパン様と共同出展というかたちで
desknet's NEO の導入相談～導入後の運用まで一貫してサポート致します。

新日鉄住金ソリューションズ（小間番号：311）
VMware Horizon® と Skype で実現する働き方改革 働き方改革やテレワークで注目される VDI と Skype。大容量の音
声やビデオを扱う Skype は VDI との相性が懸念されますが、当社は、Horizon Virtualization Pack を利用して、負荷・
品質面での改善効果を検証。ブースでは VDI 環境でも Skype で問題なくコミュニケーションできることを検証動画をご覧い
ただきながら、ご紹介いたします。
【出展製品／サービス】 ●仮想デスクトップサービス M³DaaS@absonne

ゾーホージャパン（小間番号：421）
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。

ソフトバンク（小間番号：321）
展示会場にてご確認ください。

第一コンピュータリソース（小間番号：405）
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（小間番号：523）
○【出展概要】 Cloud Days 名古屋 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。

中部テレコミュニケーション（小間番号：317）
通信事業者として培ったノウハウと運用体制を活かし、お客さま毎に最適なソリューションをご紹介いたします。クラウド時代に
マッチしたネットワークで、メガクラウドをはじめとしたパブリッククラウドとデータセンターのハウジングサービスや当社クラウ
ドサービスを利用したプライベートクラウドが、閉域かつ同一のネットワークでご利用可能です。地元密着型企業として、お客
さまの要望に柔軟に対応させていただきますので、是非お立ち寄り下さい。

ディー・オー・エス（小間番号：501）
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。

Dell EMC（小間番号：527）
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。

電算システム（小間番号：321）
ストレージ容量無制限のクラウド型ファイル共有サービスをセキュアな VPN 環境で利用できる「Box over VPN」と、低遅延・
広帯域を実現した次世代の閉域型 VPN サービス「SIV-HS」を紹介いたします。ぜひお越しください。

TOKAI コミュニケーションズ（小間番号：307）
弊社は、
「Amazon Alexa 対応スキル開発支援」として、お客様商品やサービスに最適な Alexa 対応スキルのご提案から開発・
運用まで全面的に支援いたします。また、Amazon Alexa 対応スキル開発支援以外にも、AWS 導入のご相談から、基盤構築、
接続回線、監視・運用に至るまで、AWS 導入の全工程を提供しております。「Cloud Days 名古屋 2018」にご来場の際は、
ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

トップゲート（小間番号：321）
株式会社トップゲートは、
メガクラウドの一角を占める「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「IoT の教科書」（小間番号：533）
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（小間番号：511）
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

日本ティーマックスソフト（小間番号：403）
レガシー、デファクトスタンダードと呼ばれているオラクルやメインフレームを速やかにクラウドシステムへ移行させるソリュー
ションをご紹介します。弊社はクラウド型のデータベースやプラットフォームを提供します。

ネオジャパン（小間番号：412）
【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。

ネットジャパン（小間番号：513）
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。

ネットレックス（小間番号：415）
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。

バラクーダネットワークスジャパン（小間番号：305）
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 SD-WAN 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（小間番号：336）
『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。

ビーブレイクシステムズ（小間番号：522）
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。

ピュア・ストレージ・ジャパン（小間番号：427）
IoT、ビッグデータ、AI などの先進技術の登場により、ビジネスのデジタル化と情報の爆発的増加が進む中、今後どのようにデー
タを保管・保護・利活用すればいいでしょうか。ビジネスの最大化、データのインテリジェンス化、老朽化更改のない永年保守 ( 業
界初 ) を実現した先進データプラットフォームをご紹介いたします。
Pure Storage は、構造化ワークフロー向けに最適化された「FlashArray」と、非構造化データに最適な「FlashBlade」という、
2 種類の主力製品を提供しています。

富士通（小間番号：311）
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。

フューチャーイン（小間番号：422）
【お互いの顔が見えるクラウドサービスを！】「フューチャーイン クラウドサービス」
フューチャーインは、お客様とのコミュニケーションを大切に、クラウドでもオンプレミスと同じ安心感でお使いいただけるサー
ビスを提供し、お客様のビジネス・プランニング・パートナーとして、あらゆるビジネスにおいて理想的な ICT 環境を実現す
るためのクラウドサービス、ソリューションを提案いたします。今回、映像系の２つのサービスの展示を中心に、フューチャー
イン クラウドサービスのご紹介をしています。
● お手軽ガラスサイネージ「ＤｘＷＩＮ」
宣伝効果の非常に高い電子看板 「高額で…」
「導入、工事が大変…」
「運用に手間が…」電子看板の悩み全てを解決するオス
スメのデジタルサイネージ誕生！
● ビデオグ
マルチデバイス対応の動画配信システムをご提案します。ネットワークや CPU 負荷を監視し最適なライブ配信を実現します。

ミライコミュニケーションネットワーク（小間番号：507）
取り扱い商品：データセンター、大容量 60TB レンタルサーバ、ハイパーコンバージドインフラ
セキュリティや BCP の課題に対してインフラからご提案をさせていただきます。IT の事でお困りごとがありましたらお気軽に
ご相談ください。

ミロク情報サービス（小間番号：521）
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（小間番号：416）
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♪

Security 名古屋 2018
アシスト（小間番号：113）
「エンドポイントセキュリティ」の旬なソリューションが勢ぞろい。標的型攻撃対策の「インターネット分離」
、セキュリティ対策
の基礎「IT 資産管理」
、Windows10 からの新しい脅威である「逆テザリング」への対策。この 3 つのソリューションを本ブー
スにて紹介をいたします。
◆取り扱い製品
～ WEB 完全分離で脅威を封じ込める～ 「Ericom Shield」
～日本のビジネスに安心を～ 「秘文」
～資産管理をシンプルに実現～ 「JP1/ITDM2」

SB クリエイティブ（小間番号：215）
展示会場にてご確認ください。

エムオーテックス（小間番号：114）
■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（小間番号：203）
【名古屋初出展！】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。名古屋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！

カスタムテクノロジー（小間番号：207）
弊社の展示ブースでは、アカウント管理システム SyncTrust® Identity Manager をご紹介しております。御社およびパート
ナー様のお客様に対し、アカウント管理業務の効率化と問題解決をご提案いたします。展示ブースでは、弊社がご提供できる
システムやソリューションをご紹介し、お客様の問題解決に役立つ情報をご提供させていただきます。ご来場の際は、ぜひカ
スタムテクノロジー社ブースまでお立ち寄りください。

Sky（小間番号：201）
◆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（小間番号：111）
世界シェア№１‼監視カメラメーカー HIKVISION( ※ ) 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「OnGuard」
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～、株式会社ジーネットのセキュリティ事業部と統合
し万引き防止システム等、新たな強みを活かし更にソリューションを強化しました。今回の展示会では、一般的に使用される安
価で高性能な固定や可変レンズ搭載のバレットカメラやドームカメラから、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。是非当ブースまでお越しください。ご来展を心よりお待ち申し上げております。
※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（小間番号：206）
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（小間番号：205）
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

中電シーティーアイ（小間番号：101）
出展商品
・安全／高品質なセキュリティ対策を実現する「セキュリティサービス」
・情報システム担当者のお困りごとを解決する「IT コンサルティングサービス」
・顧客情報を点から面へ。マーケティングや営業の効率アップに「地図情報システム」

東京エレクトロン デバイス（小間番号：217）
最新鋭の自律型エンドポイントセキュリティ製品と「SentinelOne」と、セキュリティ対応自動化ツールの「Phantom」を中心
に多様なセキュリティソリューションをご紹介します。実機を使った「ランサムウェア感染体験」や、SentinelOne による驚異
的なランサムウェア対応動画もご覧いただけます。是非弊社東京エレクトロンデバイスブースにお立ち寄りください。

ハンモック（小間番号：211）
●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。

フォトシンス（小間番号：216）
【Akerun 入退室管理システムについて】 Akerun Pro をドアのサムターン（鍵のつまみ）に貼り付けるだけで、権限を持つ
ユーザーはスマートフォンアプリや、登録した NFC 対応 IC カードを使って鍵の施錠・解錠をすることができます。Web 管理
画面
「Akerun Manager」
から鍵権限の付与・剥奪を行うことができ、
クラウド上での権限管理・履歴管理を実現します。
「Akerun
入退室管理システム」は、初期費用無料、月額レンタルモデルでご提供しています。

プロット（小間番号：213）
標的型攻撃対策が可能なセキュアソリューション 未知なる脅威などのリスク低減に有効な侵入対策及び内部拡大対策製品・
サービスを紹介いたします。
【紹介予定製品】
■分離されたネットワーク間でのファイル授受・無害化システム 「Smooth File ネットワーク分離モデル」
■メール本文や添付ファイルの無害化システム 「Temp Box メール無害化モデル」
■無料から始められる標的型攻撃訓練クラウドサービス 「CYAS (Cyber Attack Simulator )」
■メールを消毒する総合メールセキュリティサービス 「Mail Sanitizer クラウド」
etc...

ラネクシー（小間番号：103）
～ 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 名古屋 2018
愛知県 IoT 推進ラボ（小間番号：716）
愛知県は、
「地方版 IoT 推進ラボ」の選定（第 1 回：平成 28 年 7 月）を受けて『愛知県 IoT 推進ラボ』を設立し、IoT の
活用促進に取組んでいます。ロボット産業・自動車産業などのモノづくり分野を中心に、企業の IoT 活用を支援します。

アシスト（小間番号：438）
IoT を成功へと導く " カギ " は『データ分析』にあります。膨大なデータを現場業務の改善や自社の競争力向上に役立てるに
は、データから変化や傾向などすばやく気づきを得られる強力な分析基盤が必要です。本ブースではインメモリデータ分析基
盤として BI ツール市場を牽引し続ける Qlik 製品をご紹介します。
● IT 部門を介さずユーザが自由にビッグデータを扱うソリューション●統計解析言語との連携による高度な分析シュミレーショ
ン●データ特性に応じた最適なレポート自動生成機能など、IoT データ活用における強力な分析基盤となる「Qlik Sense」を
ご紹介します。

出展社展示概要

（50 音順、2018 年 6 月 6 日現在）

石川県 IoT 推進ラボ（小間番号：718）
石川県 IoT 推進ラボにおいて取り組んでいる IoT 推進施策等をご紹介いたします。お気軽にお立ち寄りください。

加賀市 IoT 推進ラボ（小間番号：719）
加賀市では、IoT を核とした人材育成と実証による産業創出イノベーション推進のための「スマート加賀 IoT 推進事業」を展開
しています。ブースでは、事業の取り組みやインキュベーション施設のご紹介をいたします。

各務原市 IoT 推進ラボ（小間番号：711）
各務原市 IoT 推進ラボでは、株式会社 VR テクノセンターが運営する
「岐阜県ロボット SI センター」
を中心に、中小企業のロボット・
IoT 導入支援、SI 企業向け人材育成、PR 支援、マッチング支援を行います。展示会では、平成 29 年度「ロボット導入促進の
ためのシステムインテグレータ育成事業」により開設した「岐阜県ロボット SI センター」を紹介。当センターは、成長産業分野（医
薬品、食品加工等）の作業工程（組立・検査・梱包・搬送）を想定した軽作業ロボット 5 台、これらを統合する生産稼動管理シ
ステムを用いた、ロボット SIer の育成や商談支援を行うためのロボットデモファクトリーです。ロボットに関する新技術の習得を
お考えのロボット SIer 企業の方、自社の生産工程にロボットや IoT をお考えの製造業の方の双方を支援いたします。

幸田町 IoT 推進ラボ（小間番号：714）
幸田町では企業の IoT 導入や人材育成を進めるうえで、国の補助金などを活用し、講師等を招いてセミナーなどを定期的に開
催している。また、会議等を通して他団体との情報交換を行い、連携を深めて IoT 普及に努める。さらには、新産業創生とし、
自動運転事業を推進し、自動運転を含む交通ネットワークの構築を検討している。もう一方では、農業の IoT 化を図り、担い
手不足の解消や生産性の向上に努めていく。

豊田市 IoT 推進ラボ（小間番号：715）
展示会場にてご確認ください。

名古屋市 IoT 推進ラボ（小間番号：713）
名古屋市では、高度なものづくり産業の集積を活かし、産業競争力のさらなる強化を図るため、IoT、AI・ロボット、ビッグデー
タを活用したものづくりを推進しています。IoT 等に関する研究会の開催や、相談窓口等における技術相談、創業支援、人材
育成講座など、産学官連携体制により企業の課題に応じた支援を行い、IoT を活用したものづくりを総合的に支援しています。

ナテック（小間番号：532）
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 RFID 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（小間番号：537）
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

白山市 IoT 推進ラボ（小間番号：717）
白山市瀬戸地区に開設される金沢工大学園の白山麓キャンパスを中心に、産官学民が一体となって、新時代のスマート里山都
市の在り方を実装する「白山市 IoT 推進ラボ」
。IoT、Big Data、AI 等を駆使し、里山ならではの自然環境の中で、豊なライ
フスタイルを実装する都市のプラットフォームビジネスを展開する取組についてご紹介いたします。

ブイ・アール・テクノセンター（小間番号：711）
平成 29 年度「ロボット導入促進のためのシステムインテグレータ育成事業」に より開設した『岐阜県ロボット SI センター』
を紹介。当センターは、成長産業 分野（医薬品、食品加工等）の作業工程（組立・検査・梱包・搬送）を想定した 軽作業ロボッ
ト 5 台、これらを統合する生産稼動管理システムを用いた、ロボット SIer の育成や商談支援を行うためのロボットデモファクト
リーです。ロ ボットに関する新技術の習得をお考えのロボット SIer 企業の方、自社の生産 工程にロボットや IoT をお考えの製
造業の方の双方を支援致します。

三重県 IoT 推進ラボ（小間番号：712）
三重県内の中小企業や大学などが連携して、
「三重県 IoT 推進ラボ」を平成 28 年 7 月に設立しました。本推進ラボでは、参
画企業からなるワーキング活動として人材育成や新事業創出などをテーマとした先進的なプロジェクトの検討、セミナーによる
情報発信や人材育成講座の実施などの活動を行っています。

FACTORY 名古屋 2018
EPLAN Software & Services（小間番号：435）
◆ 製造までつながる電気設計 ◆ EPLAN はヨーロッパを中⼼に世界中で使⽤されている電気設計 CAD です。標準化された
電気設計、2D/3D 制御盤内のレイアウト設計、そして制御盤内の配線作業や制御盤製造まで⼀貫したデータで作業できます。
NEW：EPLAN ブログサイト http://blog.eplanjapan.co.jp/

ウイングアーク 1st（小間番号：431）
展示会場にてご確認ください。

ジェムアルト（小間番号：531）
つながる時代のリスク、
セキュリティ対策と利益を生む仕組みを紹介 IoT 時代の鍵となるソフトウェア。不正コピー、不正利用、
リバースエンジニアリングなどセキュリティ対策の紹介と複雑化するライセンス管理を小型ロボットと製品デモで紹介します。

JIG-SAW（小間番号：538）
米国発、Litmus Automation 社の最先端の IIoT プラットフォーム Loop/LoopEdge。Connected Industries を実現す
る産業用 IoT プラットフォーム「Loop」
、多くの産業機器や PLC 等のシステムにシームレス接続が可能で全体最適を実現する
「LoopEdge」
。これらのシステムが様々な産業機器、プロトコルと簡単に接続し、スマートファクトリー実現のための現場の
課題を解決します。北米で数々のプロジェクトでの採用実績のある Loop/LoopEdge の紹介と、コネクティッドカープロジェク
トでの Loop の導入事例を紹介します。また、クラウドと接続された PLC から収集したデータの可視化と分析、リモートから
のデバイス制御を実行するデモンストレーションを実施予定です。

スカイディスク（小間番号：436）
4 月にリリースをした、製造プロセス分析パッケージの事例をお話させていただきます。これは、工場内にある大量のデータ（機
器ごとの稼働データや生産ラインの工程データなど）から、不良品発生の原因や品質改善につながる変数を割り出し、製造プ
ロセスの業務改善につながるデータ分析サービスのことで、自動車部品メーカー様などへ導入いただいております。

図研（小間番号：534）
図研が持つ電気設計のノウハウと、XVL の 3D 軽量化技術とを併せた「工場の見える化」という新しいソリューションを提案し
ます。XVL 技術を用いた、 ①工場建物内設備の配置やケーブル配線計画を統合して管理 ②データ化された工場内での人
体モデルを使った安全・作業性の確認 ③設備の移動シミュレーションによるライン再構築の検討 ④新規設備の制御プログ
ラムシミュレーションを通じた生産能力の確認 などを実現する、図研の「FACTORY DIGITAL TWIN」をご紹介します。

トーテックアメニティ（小間番号：535）
IoT は”見える化”から～現場の情報をリアルタイムで収集し工場の見える化を実現～ 生産現場の設備・ヒトなどのデジタ
ル情報・アナログ情報をリアルタイムで収集し、生産現場の見える化を実現する IoT ツール群を展示します。
■出展製品
・i-Reporter タブレットによるペーパーレス『現場帳票』記録・報告・閲覧ソリューション
・MC-Web CONTOROLLER 古い設備もカンタン接続、カンタン IoT を実現
・RAKU-PAD Analysis Dashboard 検査結果をグラフ化し気付きを与える
・Facteye 生産設備稼働監視システム
・MotionBoard 生産現場見える化ツール

日本ワムネット（小間番号：433）
ファイル転送・共有サービスと RPA でデータ活用の時間と手間を大幅に軽減！ 弊社ブースでは、データの送受信、共有にか
かる時間と手間を大幅に軽減し、業務効率化を実現する最新ソリューションの実演デモを始め、導入事例、利用シーンなどを詳
しくご紹介いたします。
【出展予定製品】
・定型業務を効率化！PC1 台から導入可能な、簡単に始められる RPA
▶︎ RPA Solution https://www.wamnet.jp/rpa/
・短期間利用も可能な超高速大容量データ転送サービス
▶ DIRECT! EXTREME https://www.directextreme.com/
・RPA ツールとの連携も可能！実績トップクラスの企業間ファイル転送・共有サービス
▶ GigaCC ASP（クラウド版）/OFFICE（オンプレ版） https://www.gigaccsecure.jp/
※出展製品は、予告なく変更する場合があります。

プロトラブズ（小間番号：536）
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品と併せて、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
幸甚です。

メガコスモ（小間番号：434）
生産幕僚Ⅲ（多品種少量型）と製番幕僚Ⅲ（個別受注型） 生産幕僚は、受注データをもとに、
ラインごとの負荷計算や生産計画、
自動発注、有償支給管理を行い、外注管理や手配進捗管理が可能な生産管理システムです。製番幕僚は機械・金型等の個別
受注生産を中心とした製造業における見積・受注・製番管理・工程・発注・支払・原価・販売・在庫管理が可能な生産管理シ
ステムです。

Litmus Automation Japan（小間番号：538）
展示会場にてご確認ください。

ビジネス AI 名古屋 2018
産総研

人工知能技術コンソーシアム（小間番号：338）

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。

ナカシャクリエイテブ／ NTT データ（小間番号：331）
WinActor の製品紹介及び WinActor を活用した改善事例をご紹介致します。
1、定型作業にかかる稼働・教育のコストを削減 2、誤入力等の人為的ミスを削減し、業務品質を向上 3、既存プロセス、
システムに影響を与えずに業務改善
生産年齢人口の減少に伴い、労働力の確保が困難となってきた昨今、新たな労働力として注目される、ミスなく働き続けるソ
フトウェア型ロボットを活用した PC 業務の自動化をご提案。

日本ソフト開発（小間番号：335）
～「人」と「時間」のハイブリッドソリューション ～
ビッグデータの超高速処理『SOFIT Super REALISM』と NTT-AT 社の RPA ソフトウェア・ロボット『WinActor』による「人」
と「時間」のハイブリッドソリューションのご紹介、各種活用事例をお伝えします。是非ご来場ください。お待ちしております。

働き方改革 名古屋 2018
HDE（小間番号：701）
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。

オービックビジネスコンサルタント（小間番号：703）
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。

おかん（小間番号：337）
< ぷち社食サービス
「オフィスおかん」
とは？> オフィスに冷蔵庫・専用ボックスを設置し、健康的なお惣菜をはじめ、
ご飯、
カレー
などを常備する簡単社食サービスです。導入企業様の従業員は、
「さばの味噌煮」
「ひじき煮」
「玄米ごはん」などのお食事を
1 品 100 円で、オフィス内でいつでも購入することができます。お食事のみならず、ご利用に際して必要となる専用集金ボッ
クスや使い捨て耐熱皿、冷蔵庫などの付属品の貸与・提供も行います。導入企業には「従業員のロイヤリティ・満足度の向上」
「社内コミュニケーション活性化」
「女性の育休復帰率向上」など、食のサポートだけにとどまらず、従業員の課題を解決する
新しいアプローチのツールとしてご活用いただいています。特に最近、人材採用が難しくなっている背景から
「人材定着促進」
「新
卒・中途採用促進」の背景で導入いただくことが増えています。当初は 1 都 3 県のみでの展開でしたが、2014 年 3 月のサー
ビスリリース以降累計で約 1000 社に導入いただいています。5 ～ 10 名程の企業から、1000 人単位の上場企業と、規模や
業種も様々です。オフィスだけでなく、クリニックや美容院、また、商業施設や工場などで導入いただいています。

サクシード（小間番号：123）
電話応対パッケージソフトウェアの定番「見え TEL 君」のご紹介 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頂いてます。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。
■発着信クライアントモニタ 発着信時に相手情報をすべての PC に表示。 通話前にお客様がわかるので対応がかわります。
■全通話録音 全通話を自動的に録音、かんたんに再生。 聞き間違いや会話の再確認が容易です。
■ログ閲覧 発着信ログの閲覧、集計。 不在時の着信も記録され、掛け直しも確実です。
■通話開始時アナウンス 録音告知でクレーマー対応が可能です
■音声応答、IVR（オプション） スケジュールによる音声応答、留守番録音。 時間外の着信も柔軟に対応でき、業務効率の
向上を支援します。
■顧客管理ソフト「かんたん受付」 顧客の基本情報や対応履歴を作成、共有して顧客対応満足度 UP を支援します。

システムエグゼ（小間番号：225）
ファイル・フォルダの暗号化ソフトウェア「SecureData」を使用し、Office365 のセキュリティを高め、社外での業務を可能
とするソリューションをご提案します。働き方改革の一環として、テレワークや在宅勤務など場所にとらわれない働き方が進む
一方、セキュリティリスクへの対応も必要です。「SecureData」による暗号化により、マルウェア、ランサムウェア、情報漏え
い、不正アクセスなど様々なセキュリティリスクへ対応することができます。競合するセキュリティ製品からの置き換えによりトー
タルな IT コスト削減にも寄与します。

ジャストシステム（小間番号：122）
展示会場にてご確認ください。

ジャパンメディアシステム（小間番号：121）
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（小間番号：221）
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生まれた本当に役立つソリューションを紹介します。

ChatWork（小間番号：237）
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。

デル（小間番号：131）
７つのメソッド – 働き方改革を実現するクライアント・ソリューション
企業のお客様に、画一的な PC を提供していた時代は過去のことです。従業員が時間や場所を選ばずに働くためのデバイスと
テクノロジーの提供が重要となるのです。デルでは全世界のお客様と直接対話する中で、働き方は７つに分類されることが分
かりました。働き方が異なれば、必要とするテクノロジーも異なります。デルは、高い生産性を維持しながら快適に働くための
ハードウェア、周辺機器、サービスおよびセキュリティの最適な組み合わせをご提案します。

東京オフィスサービス（小間番号：226）
Web 上での名刺作成サービス『プリントバーン』を提供しており、直接導入事例、グループ合計 6000 社以上（約 150 万箱以上）
の実績をあげております。『プリントバーン』はお客様の様々なニーズに対応したオプション機能を搭載し、業務軽減・内部統制・
コスト削減・納期の軽減等に役立てて頂いております。安全面においても全て一貫した社内生産体制で品質管理の徹底を行って
おります。 『PRINTBAHN2』プリントバーンはお客様の名刺発注業務を更に効率化する、インターネットを利用したサービ
スです。様々な法人向けに特化した機能を備えておりコスト削減はもちろんのこと安心、安全のサービスをご提供させて頂い
ております。また、集中購買システムとの連携の需要もありご相談を多く頂いております。

ドコモ・システムズ（小間番号：223）
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。

ナレッジスイート（小間番号：235）
働き方改革を求められる今「営業の生産性向上」と「労働時間の短縮」の両立を実現する純国産 統合型ビジネスアプリケー
ション「Knowledge Suite（ナレッジスイート）
」を中心にご紹介させていただきます。 ●名刺管理、メールマーケティング、
営業支援、グループウェアを統合 ●運用定着を重視した営業支援ツール ●ユーザー数 無制限 ●中小企業様を中心に累
計 4,900 法人の導入実績

日本ビジネスデータプロセシングセンター（小間番号：228）
展示会場にてご確認ください。

日本マイクロソフト（小間番号：333）
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（小間番号：231）
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（デスクトップ仮想化）を月
額費にてサービス提供。持出 PC のデータレス化がすぐに実現します。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（小間番号：702）
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（小間番号：228）
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.【テレワーク環境をスモールスタート】Telework as a Service on Azure: Parallels Remote Application Server と
Microsoft Azure でテレワーク環境を手軽に準備でき、在宅勤務やモバイルワークをすぐに始めることが可能です。
3.【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。

BizteX（小間番号：234）
国内初のクラウド RPA を提供しております。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000027337.html
まだまだ一般的には未知数であろうクラウド RPA について丁寧にご紹介致します。多くの Web システムとの連携をご紹介し、
クラウド RPA の可能性について説きます。

ブイキューブ（小間番号：236）
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（小間番号：232）
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。

丸紅情報システムズ（小間番号：238）
ストレスフリーなテレワーク環境構築、セキュアな働き方改革を行いませんか？
「働き方改革」
は働く場所と時間の最適化。当社ブースでは、その一つのアプローチである
「テレワーク」
実現のための基盤やセキュ
リティソリューション、また、既存のオフィスやクラウドサービスの安全で快適な活用のためのソリューションをご紹介します。

リックソフト（小間番号：227）
市場や顧客ニーズの急激は変化に対応し、お客様がもとめる製品やサービスをタイムリーに創出するために、これまでの手法
やプロセスの改善が重要課題となってきました。またテレワーク推進や業務生産性向上による残業の抑制など、社員への働き
方改革も推進しなければなりません。この課題に対して、 １）業務プロセスを見える化し、ボトルネックを把握して改善する。
２）
時間や場所にとらわれないワークスタイルでも業務遂行できる仕組み作り。 ３）
組織を横断したシームレスなプロセス作り。
を行う事で解決できます。リックソフトが提案する「業務生産性向上を目的としたプロセスとコミュニケーションの統合と活用方
法」で、皆様のビジネスの品質向上と生産性向上にお役立てください。

ロココ（小間番号：224）
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。また、パートナー企業を募集しております。

中部東海パビリオン
アーツネットウェーブ（小間番号：608）
★ 6/13（水）一日のみの出展です★ ～クラウドシステム提供者の方へ～ エンドユーザーから、本来提供範囲外の無線
LAN やインターネット環境についても対応を求められて困っていませんか？私たち「ネットワークお助け隊！」とタッグを組んで
いただくと、エンドユーザーの無線 LAN、ダブル回線構成のインターネット環境の構築・導入後の運用サポートまで私たちが
お役に立ちます！とくに、中小企業向けのサービスを得意としています。より御社のシステムをエンドユーザーに快適にご活用
いただくためにも、ぜひお気軽にご相談ください。もちろん、エンドユーザーの方からのご相談もお待ちしております。

アイシーソフト（小間番号：604）
展示会場にてご確認ください。

インフォファーム（小間番号：608）
次世代バーコードであるカメレオンコードを使用したソリューション「いろあと」では、作業者を識別して所在の管理、ハンズフ
リーな入退室管理、認識ログから情報を分析して動線管理を行うことが可能です。コードを複数一括認識を可能とし、物品管理、
入出庫管理、トレサビリティにもご利用できます。

ウルトラエックス（小間番号：613）
運用時から廃棄まであなたの大切な PC 内のデータを守ります。様々なシーンにあわせたデータ消去ツールで情報漏洩を防ぎ
ます。

エクシード・ワン（小間番号：601）
展示会場にてご確認ください。

エスプリ（小間番号：608）
展示会場にてご確認ください。

NTT コミュニケーションズパートナー連絡協議会（小間番号：608）
NTT コミュニケーションズパートナー連絡協議会（NCOP）では、IT の専門知識を持った人的リソースやコスト面などで制約
がある中堅・中小企業のお役に立ちたいと考えています。お客様にとっての課題やお困りごとを、NTT コミュニケーションズ
との連携のもと、ワンストップで解決するためのソリューションを提供しています。お客様のニーズを理解し、お客様の成功の
実現をサポートする製品やサービスを、メンバー企業（54 社）の連携により、手の届きやすい形で提案・提供いたします。お
困りのこと、課題や問題点などをお気軽にご相談ください。私たち「NCOP」のメンバーがお客様の問題解決をサポートいた
します。

MS ドリーム（小間番号：613）
医療介護情報等共有支援システムは、医療・介護関係者の皆様がご支援される対象者の情報共有システムをご紹介致します。
関係者のみにタイムラグなく情報を共有する SNS 連絡帳システム、複数の医療機関に通院する患者様の状態を確認できるか
かりつけ機能支援システム、患者と医療者が情報を共有できる携帯電話連携システムがございます。ブースにて、詳しくご紹
介いたします。ぜひ、お立ち寄りください。

Capy（小間番号：601）
展示会場にてご確認ください。

KIT（小間番号：602）
RADEN は『見える化』や『実績収集』等の IoT ツールの開発をノンプログラミングで実現 RADEN はノンプログラミング
で高速開発を実現する Windows アプリケーションの開発ツールです。専門技術が不要なのでユーザ自身がアプリケーション
開発をする事が可能な為、システム開発の内製化を実現できます。RADEN による開発で、貴社のシステムの標準化を図り、
内製化を実現しませんか？
【出展製品】
・超高速開発ツール『RADEN』 ・クライアントマネージャー『RADEN / CM』
・ファイル連携ツール『RADEN / FC』 ・RADEN アプリケーション テンプレート『RADEN on DEMAND』

ケイティケイソリューションズ（小間番号：605）
近年のサイバー攻撃増加により、セキュリティ意識が高まる中、
「標的型攻撃メール対策」や「ビジネスメール詐欺対策」
、
「誤
送信防止」などの安全で便利なクラウドセキュリティサービスをご紹介します。

サイポート（小間番号：606）
【ドローン＋ IOT ソリューション】無人航空機の産業利用をテーマに、ドローン＋ IOT による動的リモートセンシングが切り開く
農業ソリューションへの取り組みをご紹介いたします。また、ドローンの社会への実装の現状をブースにて詳しくご紹介します。
ドローンの利活用に興味のある方、是非お立ち寄りください。

シースリーインデックス（小間番号：601）
IT セキュリティ対策で膨れ上がる運用管理費用のお悩みを『さくっと！』解決します。 不正ログインアクセスや情報漏えいの
対策と、IT 対策で膨れ上がる運用管理費用の軽減に向けて、3 つのソリューションをご提案します。
・セキュリティポリシー強化に伴う IT 管理部門の負担増大を抑制！
・情報漏えい対策とアクセス権の見える化で費用削減！
・EC、金融／保険、大学、企業の Web サイトへの不正ログイン対策を実現！
・
『さくっと！AD PassChanger』
・・・AD アカウント管理のセキュリティポリシー強化に伴う IT 管理部門の負担増を抑制するこ
とが可能なアプリです。
・
『ファイル権限デザイナー』
・・・ファイルサーバーへのアクセス権限の見える化、変更管理で IT 管理部門の工数、費用を削
減するアプリです。
・
『CapyCAPTCHA』
・・・EC、金融・保険、大学、企業の Web サイトへの bot（ボット）による不正ログインの対策に有効
なツールです。

都築電気（小間番号：608）
働き方が変わる！ 超！高生産性コンタクトセンター ～音声認識、AI 活用が実現する新時代のコールセンター～
現状のオペレーター品質の不均衡や、管理・サポートの不安は、【働き方改革】で加速される在宅オペレータにおいても、必
ずついて回る課題です。これらの課題について、当社は AI-FAQ による回答支援や音声認識によるオペレーター応対状況の【見
える化】で解決致します。従来のコンタクトセンターでは、実現出来なかった新しい働き方による、新時代のコンタクトセンター
の在り方を提いたします。

デージーネット（小間番号：603）
OSS で実現する IoT インフラの情報収集・分析ソリューション - 多様なログ形式に対応 - 大量のデータを可視化 - 状態
監視にも対応 - 大規模環境でも利用可能 OSS ツールを活用して、大量のログを可視化、効率的な分析を支援します。例
えば、DNS サーバへのアクセスが増えた場合、それが通常の状態か攻撃を受けているのか判断するために、クエリログを出
力することが必要になります。クエリログは、膨大な量になります。このような大量のデータの収集・分析ツールをご紹介します。

電算システム（小間番号：608）
ストレージ容量無制限のクラウド型ファイル共有サービスをセキュアな VPN 環境で利用できる「Box over VPN」と、低遅延・
広帯域を実現した次世代の閉域型 VPN サービス「SIV-HS」を紹介いたします。ぜひお越しください。

日本システム開発（小間番号：612）
話題の RPA で、業務効率を 3 倍に。IT 導入補助金のご相談で話題のソフトが半額で導入できるかも。大量の書類の処理は
最大で 48 分の１の効率化。顧客受付から社内処理の効率化で、お客様応答速度が 100 倍に。ソフトウェアのロボットで働き
方改革を実現しましょう。

ネットワールド（小間番号：605）
【Web 改ざん検知サービス「WebS@T」
】【電話会議サービス「e 会議」
】をご紹介致します。
■ Web 改ざん検知サービス「WebS@T」 近年、Web サイトの脆弱性を狙った攻撃被害はより複雑化して、増加傾向にあ
ります。「WebS@T」は、サイトの変化を検知し、Web サイトが改ざんされていないかを監視するサービスです。またコンテ
ンツの変化に対して「改ざん」
「更新」を判別し、登録したメールアドレスにアラートを通知します。
■電話会議サービス「e 会議」 Web 会議中に音声品質に悩まされたことはありませんか？「e 会議」では、固定電話と変わ
らない音声品質で、複数拠点との会議が可能です。初期費用・登録費用は無償で、ご利用頂いた時間に対しての従量課金と
なります。

報徳情報技術（小間番号：607）
【御社の通販サイトは商品写真を回せますか？】 スマホで操作！「撮って」⇒「アップして」⇒「グルっと回す」グルっと簡単撮
影システム『グルック』をご紹介します。通販サイトの商品写真をあたかも 360 度回して見せることができ、スマホ上の商品
画像を指でグルっと回して閲覧できます。当社が開発したマーク認証撮影システムを採用しており、市販のターンテーブルを
用いて撮影ができます。さらに”WEB プラグイン機能“もあり、撮影された商品をクラウド上に保存することで、通販サイト
への商品反映を可能にしました（商品管理機能あり）
。 ◆スマホ一つで撮影から WEB サイト掲載まで行えるオールインワン
のシステムです◆ ※他にも、グルックを活用した事例紹介を行う予定。

レッティ（小間番号：608）
クラウド型グループウェア「Argus」 運用されるお客様の独自の項目を自由に追加でき、
フォーマットも変更可能なグループウェ
アとなります。自由度が高くオンプレミスのグループウェアからのリプレイスに最適です。様々な業種に対応できるグループウェ
アを是非ご覧ください。

