






Cloud Days 札幌 2018 ／ビジネス AI 札幌 2018

INDETAIL（小間番号：302）

INDETAIL ブロックチェーンソリューション
ブロックチェーン開発実績にて培った検証結果を基に、 各々のサービス内容やシステム要
件を考慮し 最適なブロックチェーンソリューションをご提案します。

ウイングアーク 1st（小間番号：311）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

NI コンサルティング（小間番号：322）

● 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。

NTT ドコモ（小間番号：201）

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。

オービックビジネスコンサルタント（小間番号：321）

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。

キッセイコムテック（小間番号：313）

キッセイコムテックの新サービス「MICE-NET モバイル SIM」と「Wi-Fi サイトサーベイ」
をご紹介いたします。

「MICE-NET モバイル SIM」は、時間帯や混雑状況に影響されにくい「安定」したモ
バイル通信を帯域確保型でご提供するサービスです。もちろん通信量は無制限です。
映像／音声伝送路といった一定の通信を連続的にかつ安定して行う目的に最適です。
NTTdocomo の電波が届くところであれば光回線が手配できない場所での利用や急ぎ
の手配でも対応可能です。

「Wi-Fi サイトサーベイ」は現在 Wi-Fi をご利用の環境で「なんとなくつながりにくい」
状況を改善するためのサービスです。弊社のこれまでの知識と経験と専用のツールを使っ
て、現在の状況を見える化し改善につなげます。弊社札幌拠点から道内全域にサービス
提供可能です。

グーグル・クラウド・ジャパン（小間番号：201）

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（NTTドコモ、クラウドエース、グルーヴノーツ、トップゲート）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：215）

■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：201）

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：201）

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。

ケイ・シー・シー（小間番号：221）

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。

さくらインターネット（小間番号：211）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

ゾーホージャパン（小間番号：225）

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。

ディー・オー・エス（小間番号：304）

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：212）

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。

トップゲート（小間番号：201）

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（小間番号：216）

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。

ネオジャパン（小間番号：226）
【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。

ノーステック財団（小間番号：326）

ノーステック財団は、研究開発から事業化までの一貫した支援と科学・産業技術を活か
して新たな価値を生み出す革新的取り組みを展開するとともに、その担い手を育み、応
援する役割を担います。

No Maps 2018（小間番号：307）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

バラクーダネットワークスジャパン（小間番号：222）

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

ビーブレイクシステムズ（小間番号：217）

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。

ミロク情報サービス（小間番号：301）

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。

リコージャパン（小間番号：226）

ネットワークの進化と様々なサービスの登場で、クラウドサービスのビジネス活用はもう
当たり前。でも、いざ始めてみようと思うと色々迷ってしまうものです。そんな時は「リコー
ワンストップくらうど」へどうぞ。
リコーワンストップくらうどは、 月額で利用できるクラウドサービスを豊富に取り揃えてい
ます。 全てのサービスがクラウド環境で提供されるため、 自社でサーバーを持つ必要が
ありません。
このため、 初期投資を少なく でき、 サーバー管理の手間も削減 でき、 インターネットを
活用した業務改善 を実施できます。

IoT Japan 札幌 2018

釧路市 IoT 推進ラボ（小間番号：515）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

札幌市 IoT イノベーション推進コンソーシアム（小間番号：517）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

猿払村 IoT 推進ラボ（小間番号：514）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

ナテック（小間番号：422）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

日建リース工業（小間番号：425）

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

函館市 IoT 推進ラボ（小間番号：516）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

ユーブロックスジャパン（小間番号：426）

スイスを拠点とするユーブロックスは、自動車市場、産業用および一般消費者用向けに
ワイヤレスおよび測位用半導体を提供するリーディングプロバイダーです。
人、自動車、そして機械の正確な位置を特定し、携帯電話や近距離ネットワークを介し
て無線で通信することを可能にし、ユーブロックスは OEM メーカーの皆様が革新的な
IoT ソリューションを迅速かつ廉価に開発のお手伝いをしています。
是非ブースにお越しください。

Security 札幌 2018

アイマトリックス（小間番号：327）

働き方改革により、より高度なセキュリティ対策が求められます。弊社の展示ブースでは、
自社開発の AI（人工知能）／ディープラーニング（深層学習）技術を用いた、ランサムウェ
ア／未知スパム／マルウェア／ゼロデイ攻撃／情報漏えいなどの脅威に高い効果を発揮
する次世代セキュリティー対策をご紹介いたします。是非、お立ち寄りください。

ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン（小間番号：421）

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。

エムオーテックス（小間番号：423）

■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：404）

【札幌初出展！】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。
札幌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（小間番号：315）

＜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（小間番号：305）

◆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。

出展社展示概要
 （50 音順、2018 年 6 月 15 日現在）



Security 札幌 2018

セキュリティデザイン（小間番号：401）

●世界シェア No1！監視カメラメーカ HIKVISION( ※ 1) の日本代理店
●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」、その他入退室管理ソリューションのご提案から施工・サービスまで最新
の総合セキュリティシステムを提供しております。
また、2018 年 4 月から「株式会社ジーネット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、長年の販売実績を活かし取扱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監視カメラ（固定焦点／可変焦点／電動バ
リフォーカルのバレット型カメラ／ドーム型カメラ）から、最新の顔認証システムやピープ
ルカウント等の監視用途以外にご使用いただける特殊カメラのご紹介をいたします。
是非弊社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　Global research firm IHS Markit のレポートによる

ソニーペイメントサービス（小間番号：325）

2018 年 6 月 1 日、割賦販売法の改正により、クレジットカード情報のセキュリティ対策
が義務化されます。
クレジットカード決済といっても、店頭・Web・Tel・Fax・メール・訪問など、決済シー
ンも様々です。

「法改正に伴い、必要な対応はなにか！？」「自社の運用は法律に準じているのか！？」
そのような疑問に決済のプロがお答えします。展示ブースにて営業担当がお待ちしてお
りますので、ぜひお気軽にご相談ください。

ソニックウォール・ジャパン（小間番号：316）

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：308）

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

テクノル（小間番号：413）

中小企業向けのセキュリティ製品・サービスをご紹介します。
販売店を募集していますので、新しいビジネスをお考えの方は是非お立ち寄りください。
主な展示製品
■ゲートウェイセキュリティ
　　MRB-50/50L　　MRB-100　　MRB-500
■エンドポイントセキュリティ
　　MR-EP（Webroot SecureAnywhere Business Endpointprotection）
■クラウド型セキュリティ
　　MRB-cloud

ハンモック（小間番号：411）

●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。

BCN（小間番号：412）

『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。

ラネクシー（小間番号：317）

～ 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。
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SB クリエイティブ（小間番号：511）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

NEC ソリューションイノベータ（小間番号：408）

タレントマネジメントによる人財活用、ストレスチェック後の職場環境改善支援サービス、
ペーパーレス役員会議システムをご紹介します。

NTT データ北海道（小間番号：503）

純国産 RPA ソリューション『WinActor』を出展します。
RPA（Robotic Process Automation）は、「ロボットによる業務自動化」という意味で、
PC の中のソフトウェアロボットが人間と同じように PC を操作するので、定型業務の自動
化がはかれます。定型作業にかかるコストの削減、人為的ミス削減と業務品質の向上など、
様々な効果が期待できます。当日は製品及び活用事例をご紹介します。

おかん（小間番号：416）

< 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。

Zation（小間番号：502）

～やめよう単純な仕事～
RPA シナリオを作成するプロフェッショナル

東京オフィスサービス（小間番号：417）

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。

ナレッジスイート（小間番号：415）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

パシフィックネット（小間番号：501）

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。

ブイキューブ（小間番号：407）

Web 会議のデモンストレーションを毎日実施。
V-CUBE のビジュアルコミュニケーションは活用して、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：512）

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。

ロココ（小間番号：405）

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。

北海道パビリオン

ウルトラエックス（小間番号：111）

『データ消去第三者証明書サービス』は安心安全にご利用頂くために、データの適正消
去が実行されたことを証明するための第三者的な証明制度のサービスです。
ご質問やご相談にお答えできるよう スタッフがブースに常駐しておりますので、お気軽
にお立ち寄りください。

NEC ソリューションイノベータ（小間番号：115）

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。

サンクレエ（小間番号：116）

私たちは北海道で 30 年以上、販売管理システムの製品開発からカスタマイズ、サポー
トを一貫して行ってまいりました。システム開発の全工程を一体化し、お客様の声をすぐ
に製品・サービスに反映できる体制を構築することで、製品の進化を実現。
常に新しい価値を生み出すことを心がけてまいりました。事業展開として日本国内だけで
なく、アジアを中心にワールドワイドに展開しており、近年では AI 技術の研究・開発を
北海道大学様と行っております。AI 事業としてディープラーニング（深層学習）を活用
した中小企業向けのソリューションの開発に取り組んでおり、画像・動画・IoT と融合さ
せて新サービスの創造を進めています。
今後、ますます拡大が見込まれる AI 市場はまさに Next Stage。新たな我々の挑戦！是
非ご来場をお待ちしております。

ジャパンテクニカルソフトウエア（小間番号：112）

4 つのソリューション（AR*MAKER ／ジオコ／ ConSath ／ヨビマス）をご紹介いたし
ます。
様々な業種、業態で活用可能な、当社のソリューション（① AR（拡張現実）ソリューション、
②位置情報ソリューション、③センサーソリューション、④音声予約ソリューション）をご
紹介いたします。
お気軽にお立ち寄りください。

【AR*MAKER】
AR アプリ開発者向けプラットフォーム製品です。
各種デバイス連携による効率的なアプリ開発が可能です。

【ジオコ】
位置情報を簡単にシステム利用可能な API サービスです。
API を Web ページに組込むだけで利用可能です。

【ConSath】
各種センサー（温度、湿度、照度等）情報をクラウドに集約し、情報の見える化、分析
が可能です。

【ヨビマス】
音声による患者呼び出しサービスです。
予約を電話で行えるので PC が無くても利用できます。

中央システム（小間番号：114）

＜月額ひとり100 円でできる長時間労働対策＞
初期費用 0 円、月額ひとり 100 円という低価格でありながら、基本的な勤怠管理機能
はもちろん、社員の働き過ぎが一目で分かるアラート表示など、充実したチェック機能を
ご提供します。その他にも、シフト管理やメール連絡網など、低価格で便利なサービス
をご用意しています。
製品名 1：レコル（勤怠管理）　モバイル端末や IC カードから打刻でき、出退勤状況や
残業時間をリアルタイムに確認できる勤怠管理サービス
製品名 2：シフケア（シフト管理）　スタッフとのシフト調整からシフト表の作成や共有が
簡単にできるシフト管理サービス
製品名 3：キューピット（メール連絡網・アンケート）　既読、未読の確認ができ、簡単
な質問も作成可能な連絡網サービス

ビットスター（小間番号：111）

ビットスターは IT を活用して、お客様の事業を継続的に支援する会社です。
私たちは MSP・Web 制作・システム開発を、直営でご提案・ご提供する事により、
大企業の一部門や中小企業の事業課題の解決に努めています。
IT で、こまったを、よかったに。
私たちは IT に関わる”こまった”を IT で”よかった”にすることで、皆さまの笑顔あふ
れる暮らしに貢献します。

「自社スタッフを専業に専念させるため、業務をアウトソーシングしたい」「環境や状況の
変化による、担当の後任や代替、負担減の方法を探している」など、様々なケースにも
柔軟に対応致します。ぜひブースにてお声がけください。

ラウンジ協賛

フィリップ モリス ジャパン
企業の【喫煙対策】が求められています。
貴社喫煙課題の解決をフィリップ モリス専門担当が全面サポートします。
受動喫煙対策は 2020 年までに全面施行を目指しており、多くの企業で喫煙対策の取り
組みが始まっています。
全国で 25,000 件以上の事業所が新たな喫煙環境改善策を導入しています。
喫煙対策実施のための各種プログラム」の提案や「補助金プログラム」等、貴社のニー
ズに合わせて多彩なプログラムとツールをご用意しております。
まずはお気軽にご相談ください！

出展社展示概要

出展社展示概要

6月26日（火）
セミナースケジュール

6月27日（水）
セミナースケジュール

各情報をスマホでチェック！！

 （50 音順、2018 年 6 月 15 日現在）
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