名古屋デジタルイノベーション 2019

出展社展示概要（1）【Cloud Days/Security/IoT Solution/ ビジネス AI】
（50 音順、2019 年 5 月 13 日現在）

Cloud Days 2019 名古屋
アドビ システムズ（小間番号：300）
デジタル文書で生産性を向上させるヒントが見つかります
いつでもどこからでも文書のデジタル化や情報共有など、業務を効率化する方法をア
ドビブースで実際にデモを通してお試しいただけます。また、各ソリューションのミ
ニセミナーも実施いたします。この機会にぜひお立ち寄りください。

エイコー（小間番号：310）
エイコークラウドバックアップサービスと DirectCloud-BOX
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」
2．ユーザ数無制限で利用できる、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）
」
是非ブース（小間 NO.310）へお立ち寄りください

オービックビジネスコンサルタント（小間番号：312）
奉行なら、法改正に確実に対応！今も、これから先もずっと安心
働き方改革関連法だけでなく、2019 年 10 月の消費税 10% 引き上げ・軽減税率、
2023 年 10 月に予定されている適格請求書等保存方式の導入について、
「制度」「業務」
「システム」の 3 つの観点から、最新の奉行シリーズをご提案いたします。

グーグル・クラウド・ジャパン（小間番号：510）
グーグル・クラウドはスタートアップから大企業まで、あらゆる企業に
支持されています
Google Cloud の Google Cloud Platform (GCP) および G Suite のサービスをご
説明させて頂きます。パートナー企業の、クラウドエース、サテライトオフィス、トップゲ
ートのブースにお立ち寄りいただき、特別ノベルティを獲得できるスタンプラリーも実施
しております。Google のイノベーションをお客様のイノベーションとしてご活用頂けるよ
う、分かりやすくご説明させて頂きます。

クオリティア（小間番号：302）
メールセキュリティなら、QUALITIA ！
▼メインのご紹介サービス
・メール、添付ファイル経由の情報漏えい防止サービス
・監査の証跡としても活用できるメールアーカイブサービスなど
クラウドメールのセキュリティをカバーするための対策をご紹介します。その他、メ
ール・メールセキュリティに関わるサービス、そして導入事例やデモンストレーショ
ンもお見せします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

サテライトオフィス（小間番号：510）
G Suite を更に安全に！更に使いやすく！拡張機能のご紹介！

物理、仮想環境に対応したバックアップツールと高速キッティング

サテライトオフィスは、G Suite 製品に関連した認定ソリューション開発パートナー
です。今回は、既存のグループウェアからの移行や、新規導入のお客様よりご要望の
多いアドオン製品のご紹介をさせて頂きます。利用端末の制御や電子ワークフロー、
勤怠管理等多数ご案内いたします。
ご要望をお聞きしてのご提案も可能でございますので、お気軽にご相談下さい。

① OS、 ア プ リ、 デ ー タ を 丸 ご と イ メ ー ジ フ ァ イ ル に し て、 バ ッ ク ア ッ プ す る
ActiveImage Protector。エージェントレス機能により、仮想環境ホストへの負荷
が大幅に軽減。
② OS のサポート終了が迫る中、USB メモリのみで驚く程簡単にキッティングが可能
な ActiveImage Deploy USB。
③ネットワーク上の各クライアントからの情報を収集し、監視できる集中管理コンソ
ール ActiveVisor。

ダイレクトクラウド（小間番号：310）
法人向けオンラインストレージ「DirectCloud-BOX」
大容量ファイル転送・社内外とのファイル共有・ファイルサーバーのクラウド化など、
セキュリティと高機能を備えたクラウドサービスです。
メール誤送信対策や AD 認証による SSO、API 連携など、お客様の用途にあった使い
方でご利用できます。またユーザー数無制限で利用できるため、全社員にアカウント
を発行しても価格に変動なく、低コストで効果的な業務改善が実現できます。

データプロセス（小間番号：311）
「現場帳票×業務クラウド」で人手不足のお悩み解決！
「スクラッチ開発」と「パッケージ活用」を融合するハイブリッドソリューションで、
お客様の課題解決のお手伝いをいたします。今回は現場帳票をペーパーレス化できる
「ConMas i-Reporter」を展示しており、データの二重入力を無くす事により工数削
減を図ることで、働き方改革の推進につながります。是非ブースにお立ち寄り頂き、
デモ環境にて操作感を体験してみて下さい。

TOKAI コミュニケーションズ（小間番号：502）
AWS への移行は実績が豊富な当社にお任せください
当社はオンプレミスや他社クラウドからの AWS 移行に関する実績を多数保有しており
ます。
セキュリティを考慮したシステム構築や、安定した通信を実現する回線の提供、移行
後の運用や決済代行までトータルにサポートいたします。
当社の AWS ソリューションを用いることで、移行時の負荷を軽減いたします。

トップゲート（小間番号：510）
Google Cloud Platform™(GCP) での開発・導入・コンサルティング
ならトップゲート
これからクラウドに移行をお考えの方、今まで他社クラウドを利用していたけれど
GCP に移行をお考えの方が、なぜ GCP を選ぶのか、と同時に、どのベンダーを選ぶ
かといったお悩みを抱えることもあるでしょう。トップゲートには多数の GCP 案件
の実績があります。これから GCP をご検討の企業にぜひ知っていただきたいトップ
ゲートの強みをブースにてご紹介させていただきます。

日本情報通信（小間番号：402）
デジタルトランスフォーメーションを意識したクラウド・サービス

クラウドエース（小間番号：510）
Google Cloud Platform の AI プロダクトを活用したデモのご紹介
Google Cloud Platform プレミアサービスパートナーとして、GCP の導入支援・移行・
開発・支払い・運用保守までをワンストップでサポートするクラウドエースのご紹介、
プランのご説明や導入事例のご案内を行います。

ケイ・シー・シー（小間番号：400）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

ネットジャパン（小間番号：314）

● NI+C Cloud Power
提供 10 周年の実績豊富な IBM Power 系クラウド
● EDI（流通／自動車／製造／物流／金融）
グローバル・金融 EDI・ISDN 終了・次世代 EDI に対応した総合 EDI サービス
● NEO
自動車業界 VAN ベンダーが提供する受注一括管理ソリューション
● BPO
Cloud × EDI × RPA × OCR ×運用によるデジタル受注センター

ニュータニックス・ジャパン（小間番号：500）
最先端 Software テクノロジー「Nutanix Enterprise Cloud OS」
「Nutanix Enterprise Cloud OS」は、データセンター基盤として注目の「マルチク
ラウド」を実現する最先端のソフトウェア・テクノロジーです。 単一 OS によりプラ
イベート、パブリックなど各クラウドを容易に統合し、クラウドへの IT リソース展開
の自動化、仮想化の選択肢 である「AHV」を自由に選択できます。データセンター基
盤の効率化を実現する創造的なテクノロジーをご紹介します。

ネットレックス（小間番号：410）
600 社以上の実績を持つクラウド台帳サービスで棚卸しを効率化！
面倒な棚卸し工数を 1/10 に圧縮可能！「Convi.BASE（コンビベース）
」はオフィス
資産管理や文書管理、工具管理などのあらゆる「モノ」を一元管理するためのクラウ
ドサービスです。スマートフォンを活用して棚卸しの効率化を図ります。ブース内で
は IC タグやカメレオンコードなどの実物を展示いたします。また、管理画面の操作な
どのデモンストレーションも実施しております。

ビズリーチ（小間番号：403）
業務効率化を実現する即戦力人材を、無料でお試し検索

ミロク情報サービス（小間番号：405）
クラウド型会計・給与人事ｼｽﾃﾑを用いた業務効率化をサポートします！
『財務会計システムといえば！ MJS』のミロク情報サービスより、クラウド型会計・
給与人事システムを用いた業務効率化をサポートします！
使い勝手の良いシステムを検討したい
消費税改正、電子申告等の法改正対応をスムーズに行いたい
最新 OS に対応したｼｽﾃﾑを検討したい
管理部門の『働き方改革』に向けた情報収集をしたい
電子化、ワークフロー経費精算、勤怠管理の業務改善が課題
ブースへお立ち寄りください！

ラクス（小間番号：411）
国内導入実績 No.1* のクラウドサービスのご紹介
日本で 1 番選ばれている経費精算システムを始め、業務効率化を実現するシステムを実
際に触れて頂きながらご説明します !
【楽楽精算】 導入実績 4000 社！話題の経費精算システム！
【楽楽明細】 WEB 帳票発行サービス！
【配配メール】メールマーケティングの入門機！
【チャットディーラー】チャットボットによる自動回答で顧客対応！
* 出典：ITR Market View

国内最大級の即戦力人材データベース。
76 万人の選ばれた即戦力人材を直接検索・アプローチが可能で、優秀な人材採用・採
用コストの削減・採用までのリードタイム短縮を実現出来ます。
当日のブースでは貴社が欲しかった人材がどのくらいいるか無料で検索できます。

ピュア・ストレージ・ジャパン（小間番号：301）
ピュアは、永年保守のオールフラッシュストレージベンダーです
ピュア・ストレージは、データを通じてより良い社会を構築するお手伝いをしています。
SaaS やクラウドサービスプロバイダーを含む様々な分野のお客様は、ピュア・ストレー
ジのデータソリューションを利用することで、ミッションクリティカルなアプリケーショ
ンや開発や高度な分析などを行うようなマルチクラウド環境においてもセキュアなリアル
タイムデータを利用することが可能になります。

華為技術日本（ファーウェイ・ジャパン）（小間番号：413）
法人向けにストレージ、サーバ、ネットワーク製品を展示
ファーウェイは、
「あらゆる人、家庭、組織にデジタル化の価値を提供し、すべてがつ
ながったインテリジェントな世界を実現する」というビジョンのもとサービスを提供
しています。半導体子会社 HiSillicon のチップを使ったオールフラッシュストレージ、
Arm アーキテクチャーのプロセッサを搭載した「Arm サーバ」
、5G 向け技術を活用し
た Wi-Fi6 対応アクセスポイントを展示いたします。

フューチャーイン（小間番号：313）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

丸紅情報システムズ（小間番号：412）
ストレスフリーなテレワーク環境、セキュアな働き方改革を実現！
MSYS ブースでは、下記 3 製品をご紹介します。
1.あ ら ゆ る 通 信 環 境 で 切 れ な い！ 一 日 中 つ な が り 続 け る モ バ イ ル ア ク セ ス
（NetMotion）
2.エンタープライズクラウドを実現！迅速に、柔軟に、安全にオールフラッシュ仮想
環境を提供（NetApp HCI）
3.クラウドへシフトする企業のデジタルパフォーマンスを最大化！ WAN の最適化と
SD-WAN ソリューション（Riverbed SteelHead/SteelConnect）
※裏面もご覧ください。
※別紙『出展社展示概要（2）
【働き方改革 / デジタルものづくり 夏 / セールス &
マーケティング / リテールテック】
』もございます。併せてご覧ください。

Security 2019 名古屋

IoT Solution 2019 名古屋

ビジネス AI 2019 名古屋

ジャパン・テック・システム（小間番号：350）
RPA 効果を低コストで最大化！スモールスタート用の最適ツール
Control Robo!（高性能ロボット実行管理ツール）

エムオーテックス（小間番号：210）
外部脅威・内部漏えい対策を実現する『LanScope シリーズ』を展示
AI によるマルウェアの感染防御に加え、IT 資産管理・内部漏えい対策を ” エンドポイン
ト ” で実現する『LanScope Cat』及び、スマホ・タブレット・PC を一元管理ができる
『LanScope An』を併せて展示します。
★こんな課題を持っていたらお立ち寄りください★
・サイバー攻撃対策		
・Windows 10 移行時／移行後の運用管理
・内部情報漏えい対策		
・端末紛失対策
・業務自動化

GMO グローバルサイン（小間番号：204）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

Sky（小間番号：200）
クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」

中電シーティーアイ（小間番号：213）
・IT コンサルティングサービスの紹介

【セキュリティサービス】
不正アクセス・情報漏えい・改ざん・なりすまし・標的型攻撃などさまざまな情報セキュ
リティ脅威からお客さまの情報資産を守るため、セキュリティサービスをワンストップで
提供します。
【IT コンサルティングサービス】
新規システム開発や既存システムリプレースなど、情報システム担当者は企業の IT 戦略
を担っています。しかし、多くの情報システム担当者は、現行システムの運用・保守に追
われているのが現実です。多忙な情報システム担当者が IT 戦略の主役として活躍するこ
とを支援するサービスを提供します。

中部テレコミュニケーション（小間番号：212）
セキュリティ運用支援〜 RPA まで ALL ctc で運用負荷軽減 !
~ システム担当者の運用負荷を削減し､ 働き方を変えていきませんか ?~
Security Operation Center アウトソーシングサービスでリソースがない ･ 予算がな
い ･ 専門知識がない状況でも複雑化した発見が困難な脅威へ備え､ 侵入した脅威を早
期発見し､ 柔軟に対応する仕組みをご提案致します｡ また､ RPA や AI-OCR 等お客さ
まのビジネス課題に対する ｢トータルソリューション｣ の提案によりお客さまの働き
方改革をサポートします !

ディー・オー・エス（小間番号：201）
Windows10 管理、働き方改革を支援する IT 資産管理ソフト SS1 を展示
IT 資産管理に強みをもつ SS1 の最新版「ver.10」をデモ体験できます。SS1 は、お
客様の環境に合わせた Windows update 管理をサポート。PC の稼働状況の可視化か
ら使用制限、残業ワークフローの徹底などで、働き方改革で軸となる長時間労働の是
正を推進します。
ブースでは、オリジナルの「かるじゃが」をプレゼント！ IT 資産管理、Window 10
移行などにお悩みの方は、ぜひお立ち寄りください。

ハンモック（小間番号：100）
Windows 10 更新プログラムの管理課題を解決
Windows 10 更新管理支援『AssetView P』。かんたんな操作で、管理課題となるネ
ットワーク負荷対策、更新状態の可視化、即時実行コントロールを実現し、手間のか
かるアップデート管理を支援します。お客様の声を製品に取り込みパワーアップした
最新バージョンの AssetView を是非ご覧ください。

日立ソリューションズ（小間番号：202）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

ラネクシー（小間番号：211）
働き方改革が進む今だから必要なエンドポイント脅威対策ソリューショ
ンをご紹介！
ラネクシーでは、情報漏洩対策や働き方改革のサポートとして、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の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。

RPA テクノロジーズ（小間番号：243）

データドリブンによる新たなものづくりとビジネス創出の実現

RPA 国内実績 No.1 の BizRobo! ソリューションを展示！

データ活用による継続的な製品品質や設備稼働率の向上、設計品質の安定化やそのリ
ードタイム短縮を実現するソリューションをご紹介致します。
また、製造業の業務改善や新サービス創出を実現するソリューションからビジネスモ
デル変革まで、業務 / 組織 /IT/OT を含めご支援致します。
データを活用したデジタルトランスフォーメーションの実現を体感してください。

RPA 国内実績 No.1 の BizRobo! を提供している RPA テクノロジーズは、RPA 専業
10 年のナレッジを基にお客様と共にロボットとの協働をご提案します。さまざまな
BizRobo! ソリューションをていきょうしておりますので是非お立ち寄りください。

韓国大田広域市東京通商事務所（小間番号：442）

出典：ガートナー Cool Vendors in Business and IT Services 2017

アイデミー（小間番号：352）

韓国・大田（テジョン）広域市所在の IT 関係中小企業を紹介しています。

AI 人材育成実績 35,000 人の Aidemy による法人向けビジネスのご紹介

韓国・大田（テジョン）広域市所在の IT 関係中小企業を紹介しています。

Aidemy の法人向けサービス Aidemy Business は、企業の AI エンジニアから AI の
初心者にいたるまで、AI ビジネスに関わる全ての人を育成を支援するオンライン学習
ツールです。
35,000 名以上の会員が 200 万回以上演習したコンテンツが全て使い放題。

高知県 IoT 推進ラボ（小間番号：543）

「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。
ま た、 長 時 間 労 働 対 策 や、 サ イ バ ー 攻 撃 へ の 対 策、 他 に も IT 資 産 管 理 と し て
Windows10PC の運用管理や更新プログラムの適用の環境整備をサポートし、日々の運
用を効率的に行っていただくための各種機能も搭載しています。

・セキュリティサービスの紹介

アビームコンサルティング（小間番号：443）

課題解決型のデジタル産業創出～高知県が新たな実証実験促進事業を開
始します～
高知県では、現場のニーズに対応したＩｏＴやＡＩ技術の導入により、県内の課題解
決を図るとともに、開発されたシステムの地産外商を促進する「課題解決型の産業創出」
の取り組みを進めています。
今後、ＩｏＴやＡＩなどのデジタル技術の導入を、あらゆる分野に拡大し、技術革新
による生産性の向上や高付加価値化、新たな市場や価値の創造につなげるため、高知
県において実施する実証実験への補助事業を開始します。
高知県の取り組みにご興味のある方のご来場を、心よりお待ちしています。

ソラコム（小間番号：544）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

ベリサーブ（小間番号：441）
アプリやソフトウェアの品質向上をテスト・検証で支援します
◎テスト設計支援ツール「TESTRUCTURE（テストラクチャー）
」
テスト設計者のノウハウを可視化・プロセスを標準化し効率化を実現する
テスト分析／設計支援プラットフォームをご紹介。
◎テスト管理クラウドサービス「QualityForward（クオリティフォワード）
」
テスト実行状況をリアルタイムで管理、テストマネジメントをシンプルにする
テスト管理プラットフォームをご紹介。

アシスト（小間番号：241）
AI を搭載したデータ分析ツール「Qlik Sense」
データ分析業務に「AI」機能を搭載！
高度な知識を持った専門家のみが可能としていたデータ分析業務を AI による可視化方
法のレコメンドにより、より簡単に行えるようになりました。
データ分析を簡単に高速に実現するインメモリデータ分析基盤をご紹介します。
● IT 部門を介さず自由にデータ分析を実現
● Excel でのデータ集計業務を簡素化・高速化
●データ分析業務の自動化・省力化

NTT 西日本（小間番号：341）
PC ログを AI が分析し、改善に取り組むポイントを見つけ出します
本ソリューションでは、PC のログを AI が分析して、繰り返し行われてる単純作業を
見つけ出し、どういった手順で何人が同じ作業をしているかなどをレポートにまとめ
ます。それらの内容を見ながら、RPA を使った作業の自動化による業務効率化や、仕
事の集約、再配分による業務量の平準化などの具体的な改善を推進していただくこと
が可能になります。

エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ西日本（小間番号：341）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

エヌワーク（小間番号：251）
「働き方改革」、「RPA」はエヌワークにお任せください！

人気の RPA ツールである BizRobo! シリーズ（mini 等）や WinActor の運用管理を
サポートし、クライアント版 RPA では困難な遠隔実行、スケジュール処理、集中管理、
エラー管理等を可能とします。
これから RPA を検討される、もしくは RPA 導入中でも運用にお困りであったり個人
管理にお悩みの企業様必見です！

xenodata lab.（小間番号：142）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

ナカシャクリエイテブ /NTT データ（小間番号：240）
AI-OCR & RPA・資料の電子化でオフィスを変える！
★電子化ソリューション
オフィスの資料をまとめて電子化、文書・図面管理業務の効率化をお手伝いします
★ AI-OCR ソリューション [AIRead®]
AI を搭載した、手書き文字対応の OCR ソリューション
★画像クレンジングソフト [OCR-Smoother]
OCR 用画像の傾き・ゴミ・データ振り分け一括修正出来る最適化ソフト
★ RPA 導入支援ソリューション [WinActor®]
RPA 導入やシナリオ作成支援サービス

日本ソフト開発（小間番号：250）
「ビックデータ」×「RPA」のハイブリットソリューション！！
本展示会では、IoT などデジタル化されることによって蓄積された様々なビッグデータ
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をご紹介致
します。

日本ディープラーニング協会（小間番号：351）
ディープラーニングを中心とする技術で産業活動を促進させる
ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指して 2017 年
６月設立された産業団体です。ディープラーニングを事業の核とする企業および有識者が
中心となり、産業活用促進、G（ジェネラリスト）検定や E（エンジニア）資格をはじめ
とした人材育成、公的機関や産業への提言、国際連携、社会との対話など、産業の健全な
発展のために必要な活動を行っています。

日立ソリューションズ / オートメーション・エニウェア・ジャパン（小間番号：140）
RPA 業務自動化ソリューション
Automation Anywhere と日立ソリューションズが提供するソリューションを組み合
わせてさまざまな業務を自動化します。

RPA ツール「WinActor」が貴社の「業務自動化」
、
「業務効率化」
、
「働き方改革」
、
「生
産性向上」取り組みを支援します！展示ブースでは具体的な業務例を用いて簡単に自
動化する方法をご覧になって頂けます。 他、総務等の管理部門の方に向け人事・給与・
勤怠システムの利便性が向上する支援ツールをご用意しております。是非、エヌワー
クブースにて体感してください。

コスモルート（小間番号：243）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

シースリーインデックス（小間番号：243）
今話題の RPA『BizRobo!mini』と実用例を紹介します
・業務効率化に向けて、今話題の RPA「BizRobo!mini」をご紹介します。
・マンパワーをルーティンから解放 ! 今話題の RPA「BizRobo!」のデモをご覧ください。
・今話題の RPA「BizRobo!」があなたのビジネスを変貌させます。
今、働き方改革で注目されている RPA「BizRobo!」の実際の動きをご覧ください。
定型的なパソコン操作はロボットに任せて、生産性の向上を目指しませんか ?

※裏面もご覧ください。
※別紙『出展社展示概要（2）
【働き方改革 / デジタルものづくり 夏 / セールス &
マーケティング / リテールテック】
』もございます。併せてご覧ください。

名古屋デジタルイノベーション 2019

出展社展示概要（2）【働き方改革 / デジタルものづくり 夏 / セールス＆マーケティング / リテール テック】
（50 音順、2019 年 5 月 13 日現在）

働き方改革 2019 名古屋
アイ・オー・データ機器（小間番号：220）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

石川コンピュータ・センター（小間番号：220）
初期投資や運用コストを抑えた働き方改革促進サービス
モバイルワーク、在宅勤務、サテライトオフィス勤務など、あらゆるワークスタイル
に対応できるクライアント仮想化製品です。データを持ち歩かないセキュリティ対策
を実現します。オフィスに NAS を置くだけで BCP 対策を手軽に実現します。

ジャパンメディアシステム（小間番号：233）
コミュニケーションをもっと便利に、もっと身近に。
完全自社開発の Web 会議システム「LiveOn」を出展。
音声遅延・音切れを極力回避する独自技術により、クリアな音声と軽快な動画映像を
実現した製品です。会議だけにとどまらず、研修やセミナーの配信、テレワークや現
場支援、遠隔商談などなど多岐に渡ります。
出展ブースではデモンストレーションを行いますので、この機会にぜひ、高品質な音
声と画像をご体感ください。

SmartHR（小間番号：120）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

住友電工情報システム（小間番号：110）
徹底したユーザ視点から生まれたソリューション

エイチ・シー・ネットワークス（小間番号：232）
働き方を変えるクラウドサービス（TV 会議／ AI）をご提案
働き方改革は、クラウドサービスの利用から！エイチ・シー・ネットワークス株式会
社が、貴社の業務効率 UP をお手伝いします。初期費用無料の多地点接続 TV 会議ク
ラウドサービス VW4C と AI による問い合わせ業務窓口代行サービス manaBlain を
ブースにてデモを行います。ぜひお立ち寄りください。

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
たソリューションを紹介します。
・クラウド型 Web データベースサービス 楽々 Web データベース
・多国語対応ワークフローシステム 楽々 WorkflowII
・部品組み立て型業務システム開発基盤 楽々 Framework3
・全文検索・情報活用システム QuickSolution
・文書管理・情報共有システム 楽々 Document Plus

Chatwork（小間番号：222）
NTT データ先端技術（小間番号：430）
問い合わせ対応には FAQ を徹底活用『わたし、定時で帰ります』
展示製品①：Quick Reply
業務ナレッジの蓄積から、活用、AI への学習までをサポートします。業務ナレッジが
ゼロの状態からでもお使い頂けるソリューションです。
展示製品②：technomark voice
音声認識を活用し、電話応対の際にお客様との会話内容をテキスト化し、関係する
FAQ を画面上に表示することで、オペレータの応対を支援します。

クラウディアン（小間番号：220）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

サクシード（小間番号：230）
電話対応業務の改善から始める働き方改革
着信時に「お客様情報」を PC 画面に表示する事で、電話対応業務の効率化や改善、
生産性向上を支援します。
顧客管理ソフト「かんたん受付」
（標準添付）で応対履歴を全員で共有！
属人化した電話対応によるリスクを防ぎます。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にサポートします。

シネックスジャパン（小間番号：223）
働き方改革に最適な会議用デバイスと見える化ツール
ICT ツールの進化と共に時間や場所に縛られずに働くスタイルが広まり、コミュニケー
ションツールもそれに伴って多様化しています。当社のブースでは Microsoft Teams
をコミュニケーションのプラットフォームとして捉え、Teams と連携して使用可能で、
あらゆる広さの会議室に対応する会議用デバイスやモバイルを展示。働き方改革に最
適なデバイス、および「見える化ツール」をご紹介します。

20 万社が導入！働き方を変えるビジネスチャット「Chatwork」
「働き方改革推進や業務効率化向上のために具体的に何をしたら効果が出るのかわから
ない」とお悩みの方も多いのではなないでしょうか。
弊社出展ブースでは、働き方改革の具体的な一手として 20 万社以上の企業にご活用い
ただいているビジネスチャット「Chatwork（チャットワーク）
」をご紹介しています。

デュプロ販売（小間番号：130）
業務の見える化× AI で『見込み案件発掘を効率化します』
業務の見える化ツール『BPEC』を使って、企業の問題点・改善点が抽出可能！
業務に潜在する無駄や非効率を見える化し、AI を使って問題解決に取り組みませんか？
過去の営業情報を学習した『AI 営業マネージャー』が、優良な新規／既存訪問先を提示。
AI が『仮想マネージャー』となって、見込み案件発掘を強力にサポートします。

東京オフィスサービス（小間番号：332）
名刺作成の WEB システム『PRINTBAHN2』
名刺作成の WEB システム『PRINTBAHN2』
名刺作成は校正や経費管理など金額以上に負荷の高い業務です。
WEB 化が未だの企業様はもちろん、WEB 化していても不便があったり、もっと良いシス
テムを探している企業様はぜひお立ち寄り下さい。
業界のリーディングカンパニーとして、運用方法、多種仕様対応、購買システム連携など、
最善のご提案をいたします。

ナレッジスイート（小間番号：330）
クラウド型総合ビジネスアプリケーション『Knowledge Suite』
■充実のタッチ＆トライコーナー
PC、タブレット、スマートフォン端末を通じてすべてのサービスをご体験いただけます。
顧客情報と営業報告の入力だけで営業プロセスを可視化し、PDCA サイクルの高速化を実
現する「GRIDY SFA」を搭載したクラウド型 SFA/CRM。
自社の業務内容に合った項目カスタマイズが可能！

日永インターナショナル（小間番号：231）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

ニッセイコム（小間番号：235）
取込・編集・出力の簡単な 3 ステップでコンテンツの作成が可能に
マニュアルや e- ラーニング教材の作成にお困りではないですか？
「手間がかかる」
「良質なコンテンツが作成できない」
「作成者によって品質が変わる」
iTutor であれば自動で、ドキュメント・動画・e- ラーニング教材の 3 コンテンツができあ
がります。
マニュアル・e- ラーニングコンテンツの作成は iTutor にお任せください。 御社の働き方改
革、推進します。

ネオジャパン（小間番号：224）
現場の課題を解決するグループウェアなどのツールのご紹介
スケジュールや会議室管理、ワークフローに加え、ウェブ会議も利用できる 25 のアプリケ
ーションを搭載した「グループウェア」
、コミュニケーションを加速させる「ビジネスチャ
ット」
、紙や Excel で悩まされている非効率な業務をシステム化する「業務アプリ作成ツー
ル」など、現場が抱える様々な課題解決に向けた、これからの働き方の改善に役立つ様々
なツールをご紹介します。

ビーブレイクシステムズ（小間番号：131）
クラウド ERP × RPA ツールで新しい業務の形をご提案します
プロジェクト収支管理ができるクラウド ERP「MA-EYES」と業務の自動化を実現す
る RPA ツール「WinActor」をご紹介します。各製品の説明を実際の画面でご紹介す
るだけでなく、クラウド ERP と RPA ツールの連携でお客様の業務を効率化するソリ
ューションをご提案いたします。

デジタルものづくり 夏 2019 名古屋
ウイングアーク 1st（小間番号：440）
製造現場での「見える化」と言えば「MotionBoard」
データを分かりやすく可視化する製造現場の見える化ソリューション「MotionBoard」
と、センサーデータに対応した高速分析やリアルタイム可視化ができるデータベース
「Dr.Sum」をご紹介。

セゾン情報システムズ（小間番号：550）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

日本ストラタステクノロジー（小間番号：550）
エッジにも止まらない安心を～工場のデジタル化を支援～
一貫して高信頼性製品を提供するストラタステクノロジー。Stratus ztC Edge は、高可
用性・仮想化がビルトインされ、止まらないシステムを可能にします。IT の知識がなく
てもゼロタッチ運用が可能で、耐環境性に優れた堅牢な自律型エッジ専用製品です。長
期保守対応で現場のニーズにも対応します。IoT の見える化を支援するセゾン情報シス
テムズのソリューションを合わせてご紹介します。

ビュージックスコーポレーション（小間番号：221）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

ブルーポート（小間番号：235）
取込 / 編集 / 出力の簡単な 3 ステップでコンテンツの作成が可能に

マニュアルや e- ラーニング教材の作成にお困りではないですか？
「手間がかかる」
「良質なコンテンツが作成できない」
「作成者によって品質が変わる」
iTutor であれば自動で、ドキュメント・動画・e- ラーニング教材の 3 コンテンツがで
きあがります。
マニュアル・e- ラーニングコンテンツの作成は iTutor にお任せください。 御社の
働き方改革、推進します。

ミライコミュニケーションネットワーク（小間番号：335）
IT ソリューションで課題解決のお手伝いをします。
・BCP 対策ソリューション（※停電・災害対策）
・Nutanix（ハイパーコンバージドインフラ）
・データセンター
・40TB 大容量レンタルサーバ
・シンクライアントサービス
・Windows サーバ管理

セールス＆マーケティング 2019 名古屋
SB クリエイティブ（小間番号：432）
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：434）
四半世紀・5500 社超の経営改革・営業組織力強化ノウハウを凝縮
● 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」
● All-in-One 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 5500 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。

ユーザベース（小間番号：333）
企業・業界情報プラットフォーム「SPEEDA」。
SPEEDA は、ビジネスパーソンの情報収集・分析における課題を解決する最先端のプ
ラットフォームです。世界中の企業情報、業界レポート、市場データ、ニュース、統計、
M&A などあらゆるビジネス情報をカバーしています。

リコージャパン（小間番号：224）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

※裏面もご覧ください。
※別紙『出展社展示概要（1）
【Cloud Days/Security/IoT Solution/ ビジネス
AI】
』もございます。併せてご覧ください。

リテールテック 2019 名古屋
アルフ（小間番号：524）
PTT 対応業務用端末、イヤフォンマイク、通話アプリを展示します
PTT(Push-To-Talk) に対応した小型軽量業務用 Android 端末を展示します。
従来のトランシーバーのように PTT マイクでの通話が可能なほか、2 次元スキャナを
搭載しており、業務用端末と通話用端末を一体化することができる端末です。今回は
本体と一緒に使える PTT イヤフォンマイクと、オンプレミス型トランシーバーソリュ
ーションもご紹介します。是非弊社ブースまでお越しください。

サードアイズ（小間番号：426）
複数拠点の防犯カメラ映像を一括管理可能なソフトウェアの展示
多店舗展開されているスーパー様や飲食店様等の複数拠点に設置された、各ネットワ
ークカメラの映像につき、遠隔からパソコン画面やタブレット端末で一括管理可能な
ソフトウェアのＤＦ - ＴＶＳと、 既存製品として、POS レジの取引履歴とカメラ映像
を連動させた、ジャーナルリンクシステム（ＤＦ - Ｊ）の展示を行ないます。

セイコーインスツル（小間番号：422）
様々な店舗で活躍するプリントソリューションのご紹介！
SII ブースでは、「キャッシュレス決済」や「QR 決済」などにおいて必要とされる、業
務用レシートプリンターの数々をご紹介します。
●持ち運びが便利で、手元ですぐにレシート発行ができる「モバイルプリンター」
●超小型 & 超高速の「POS レシートプリンター」
豊富なラインナップを取り揃え、様々な場面での手軽なプリントを可能にします。

テスク（小間番号：420）
チェーンストア様の基幹業務を効率化する基幹 MD システムの決定版
・軽減税率にも対応済みで、自動発注が強化された中堅小売業向け基幹 MD システムの
決定版「CHAINS Ⅲ +」
・EDI 発注に加え、商品マスター・特売マスター・販売実績を取引先と共有することで
生産性向上を実現する「取引先ポータル」
・Web 時代の業務システム共通基盤である「intra-mart Accel Platform」上で稼働
する、量販型卸売業・メーカ―向け次世代販売管理システム「GROWBS Ⅲ」

ナテック（小間番号：423）
カードを中心とした様々なソリューションをご紹介します。
・カード（磁気・バーコード・IC 等）
・ポイントカードサービス（リーダーライタ・顧客管理ソフト）
・RFID（ラベル・タグ・インレット）
・オフィスセキュリティ（電子錠・カメラ）
・液晶画面付き IC リーダー（勤怠管理ソフト）
・建設キャリアップシステム
・ID カードプリンタ
・IC カードリーダライタ（Bluetooth）

フルカイテン（小間番号：521）
小売企業の在庫問題を解決するクラウドサービス
在庫問題解決に特化した新クラウドサービス『FULL KAITEN』をご紹介します。AI
による予測技術と特許出願中の独自技術を搭載したこのサービスを利用すると、【売上
増加と在庫適正化を両立】できるようになります。

ポジフレックスジャパン（小間番号：322）
POSIFLEX はファンレス PC 端末をワールドワイドに販売しています。
POSIFLEX は 1984 年に設立されました。PC とその周辺機器の OEM/ODM からス
タートしました。1991 年からは、タッチパネル PC 端末・POS 端末・その周辺機器
の製造を開始。1996 年からは日本を含めワールドワイドに製品の販売を積極展開し
ております。現在では世界的な POS メーカーの一角を担い、支社・ディストリビュー
ターを通じて世界中に製品を提供しています

メルペイ（小間番号：530）
メルカリの売上金を利用した、スマホ決済「メルペイ」のご紹介。
「メルペイ」は、フリマアプリ「メルカリ」で培った技術力と膨大な顧客・情報基盤を
もとに、サービスを提供し、将来的には決済手段の提供に留まらず、新たな信用を生
みだし、様々な金融サービスを提供していくことを目指しています。メルカリ月間利
用者数 1,299 万人の強みを活かしたサービスについてご紹介します。

ラミーコーポレーション（小間番号：320）
フルオートラミネーター Revo-Office を活用した働き方改革
従来の手作業で行うラミネート加工から脱却し、フルオートラミネーター RevoOffice を活用した働き方改革（生産性向上・時間削減）を体験いただけます。

流通情報ラベル社（小間番号：523）
流通業関係者向け、ユーザーの導入事例など幅広く紹介する「流通＆コ
ンピュータ」の発行
「流通＆コンピューター」は、流通分野の新しいノウハウ、とりわけ＜コンピュータ＞
化についての啓蒙媒体が、各方面から強く望まれてきたことを背景に、平成元年２月
に創刊。ＰＯＳシステムから、バーコード・２次元コード・ＲＦＩＤ関連システム・
サプライ（ラベル）を主体にした業界・ユーザーの情報を幅広く提供しております。

ローレルバンクマシン（小間番号：520）
『セルフレジ』
『キャッシュレス』で効率的な決済をご提案します
紙幣・硬貨釣銭機 ACE-100
ATM ライクな簡単操作の「小さい、速い、使いやすい」釣銭機。
セルフレジではスタイリッシュな店舗作りに貢献する新デザイン筐体をご提案します。
キャッシュレス決済ソリューション
電子マネーやポイントサービスで『導入店舗に効率性』『お客様に利便性』を実現。
手軽に、安全に、キャッシュレス決済をご導入いただけるソリューションです。

中部・東海パビリオン
アーツネットウェーブ（小間番号：607）
フリーアドレス／モバイルワークなら「ネットワークお助け隊！」
「フリーアドレスでオフィスを効率的に」「モバイルワークで生産性アップ」憧れるけ
ど…Windows7 から Windows10 への切り替えもあるし…専任者がいなくてよくわか
らない。”
通信ネットワークのことは「ネットワークお助け隊！」までお気軽にご相談ください。
貴社の状況を確認した上で、ご提案から構築、そしてその後の運用サポートまで対応
させていただきます。

アイシーソフト（小間番号：600）
1.iPad,iPhone ｱﾌﾟﾘ超高速顔認証出退勤 2.Excel 音声入力 ( 議事録 )
1.iPad,iPhone ｱﾌﾟﾘ超高速顔認証出退勤
【こんなところが受けてます】
・iPad,iPhone の前に立つだけで出退勤打刻が可能
・顔登録も認証する iPad,iPhone で自動登録
・Wi-Fi、SIM があれば、即導入
2.Excel 音声入力 ( 議事録 )
【こんなところが受けてます】
・お手持ちの Excel ファイルを音声入力にできます
・Excel の関数でお手軽設定
・利用事例：製品検査、棚卸、議事録

NT7（小間番号：601）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

NTP システム（小間番号：601）
低価格な社用車管理システムと次世代の鍵管理システムのご紹介
■ DriveReport
社用車の運用に必要な運転記録簿。紙に記録するのは時間がかかるし記入ミスをして
しまうことも…
スマホでメーターを撮影するだけで走行距離を読み取り、運転記録簿を管理できます！
■ KEYper System
いくらセキュリティが進化しても、世の中から「鍵」が無くなる事はありません。
大切な鍵の管理をもっと安心で安全、もっと便利にします！

NTT コミュニケーションズ（小間番号：608）
ビジネスで本気で使える AI 翻訳アプリ「COTOHA Translator」
人手不足・働き方改革の中、ビジネスで本気で使える AI 翻訳アプリ
「COTOHA Translator」が日本企業の言葉の壁を打ち破る！
◎「COTOHA Translator」5 つの特長◎
１．速い！圧倒的な翻訳スピード
２．簡単！誰でもすぐに使える
３．賢い！ TOEIC960 点を超える超高精度翻訳
４．安心！万全のセキュリティと信頼のブランド
５．安い！抜群のコストパフォーマンス
「COTOHA Translator」が皆さんの時間を創ります。

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：607）
人的リソースやコスト面で制約がある中堅・中小企業の救世主
NCOP は、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。

ケイティケイソリューションズ（小間番号：603）
メール誤送信対策・迷惑メール対策等をご紹介します。
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。
メールでのお困りごとは何でもご相談ください。

システミクス（小間番号：607）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

都築電気（小間番号：607）
◆働き方が変わる！次世代コンタクトセンター「CT-e1/SaaS」
CT-e1/SaaS は、場所にとらわれずに、必要な時に必要な分だけ利用できるクラウド
型 CTI ソリューションです。

デージーネット（小間番号：605）
～ Kubernetes ～ IoT/ 機械学習基盤で使うコンテナ型仮想化の基盤
最近、コンテナ型仮想化が注目されています。特に、IoT/ 機械学習基盤などでの利用
が進んでいます。Kubernetes は、そのコンテナ型仮想化のためのプラットフォーム
を実現することができるオープンソースソフトウェアです。
Kubernetes の特徴、事例などをご紹介します。

データバースト（小間番号：609）
フル HD ビデオ会議システム「ビデオ会議ハブ VCH1」
ビデオ会議ハブ VCH1 はフル HD の高画質で最大 20 拠点まで接続できるビデオ会議
サーバーです。テレビ会議システムに匹敵する画質と Web 会議のような使いやすさを
実機で体験できます。

電算システム（小間番号：607）
パフォーマンス確保型の仮想専用サーバー「BizGr@nd」
ご紹介するサービス「BizGr@nd( ビズグランド )」は、安定性能を発揮する「性能確
保型の仮想専用サーバー」です。これにより、基幹業務系のシステムでも安心してご
利用いただくことができます。
また、ハイブリットクラウド対応・お得な回線オプションサービスの充実等があります。
その他、容量無制限のファイル共有サービスなどのご紹介も行います。

日本システム開発（小間番号：606）
RPA で労働力確保 自社 RPA 製品 EoRPA（エウロパ）OCR 製品
RPA で労働力確保するための提案をいたします。
展示予定品
１.PC 事務作業効率ができる RPA ソフトウェアの展示
取扱商品名： EoRPA（自社製品）
２. 帳票の文字を読み取る OCR ソフトウェアの展示
取扱商品名： 帳票 OCR（Panasonic 製）
３.RPA プロジェクト前に、全社業務整理を行うソフトウェアの展示
取扱商品名：flowM（自社製品）
４.RPA ロボットサンプル・デモ展示

レッティ（小間番号：607）
セキュアなクラウド基盤で動作するグループウェアパッケージ
セールスフォース基盤で動作させていますので、金融機関も安心して利用可能なセキ
ュリティレベルの高い、基盤をご利用いただく事が可能です。
さらに、パッケージ化されたソリューションでありながら利用する各社様でカスタマ
イズ可能な設計を採用しておりますので、自由度が高く、独自性を維持しながら利用
可能なグループウェアパッケージをご覧ください。

KIT（小間番号：602）
低価格を実現！ ■勤怠管理システム ■交通費精算管理システム
ノンプログラミングの開発ツール『RADEN（ラデン）』で開発したアプリケーション
をご紹介します。いずれもカスタマイズ対応が可能であり、低価格を実現しています。
■多様な働き方に対応可能！ 勤怠管理システム
■交通費・出張精算に対応！ 交通費精算管理システム

※裏面もご覧ください。
※別紙『出展社展示概要（1）
【Cloud Days/Security/IoT Solution/ ビジネス
AI】
』もございます。併せてご覧ください。

