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会場マップ／出展・協賛社一覧

商談
コーナー

ソリューション
ステージ

小間番号

セミナー会場
S

セミナー会場
G

ドリンク
コーナー

セミナー会場
R

マクニカ
アルティマ
カンパニー

ネオジャパン/
ビュージックス
リコージャパン
エレコムコーポレーション
RPA
テクノロジーズ/
Unipos
恵和ビジネス
xenodata
ビーブレイク
lab.
システムズ
Chatwork

SmartHR

ビジネスAI 2019 札幌

アイ・オー
データ機器

エスエイ
ティーティー

ガラポン
大抽選会

マネー
フォワード

ジャパンメディア SB
クリエイティブ
システム

リテールテック 2019 札幌
フルカイテン サードアイズ

ラウンジ
日本ディープ
ラーニング協会

シネックス
ベルフェイス
ジャパン

ソリトン
システムズ

Cloud Days 2019 札幌
クオリティア ネットジャパン ネット
レックス

富士通
ビッツ/
ケイ・シー・シー/
ブイキューブ ニッポンダイナミック
ミロク
システムズ
情報サービス
日立ソリューションズ東日本/
オートメーション・
エニウェア・ジャパン

フードコート ※売り切れ次第終了
本格インド料理

オービックビジネスコンサルタント

201

クオリティア

200

ケイ・シー・シー

200

ニッポンダイナミックシステムズ

204

ネットジャパン

302

ネットレックス

200

ビッツ

202

ミロク情報サービス

410

ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン

312

SCSK/サイバーリーズン・ジャパン

401

エムオーテックス

プロット テクノル

ジャパン

ジャパン
テクニカル

ラウンジ/

Security 2019 札幌

402

Sky

400

ソニーペイメントサービス

310

ソリトンシステムズ

412

ディー・オー・エス

413
411
403

テクノル
プロット
ラネクシー

504

韓国大田広域市東京通商事務所

500

センチュリー・システムズ

503
502
501

ソラコム
ナテック
日経BP TechFind

420
421
422
521
313
423

RPAテクノロジーズ／恵和ビジネス
NTTデータ北海道
xenodata lab.
日本ディープラーニング協会
ヒューマンリソシア
マクニカ アルティマ カンパニー

小間番号

インバウンド/観光ソリューション 2019 札幌

ヒューマン
リソシア

IoT Solution 2019 札幌

ビジネスAI 2019 札幌

ウォッチガード
・テクノロジー
・ジャパン
ディー・
SCSK/サイバー
オー・エス
リーズン・ジャパン

Security 2019 札幌

Vpon
JAPAN D2C X

IoT Solution 2019 札幌

北海道
パビリオン

325
223
100
203
222
321
326

アイ・オー・データ機器
エスエイティーティー
エレコム
サクシード
システムディ北海道
シネックスジャパン
ジャパンメディアシステム
SmartHR
第一コンピュータリソース
Chatwork
ナレッジスイート
ネオジャパン
日立ソリューションズ東日本/オートメーション・
エニウェア・ジャパン
ビーブレイクシステムズ
ビュージックスコーポレーション
ブイキューブ
富士通
マネーフォワード
Unipos
リコージャパン

514
513
510
512

ジャパンショッピングツーリズム協会
D2C X
Vpon JAPAN
MATCHA

300

小間番号 インバウンド/観光ソリューション 2019 札幌

小間番号 セールス＆マーケティング 2019 札幌

213
311
セミナー
212

小間番号

SBクリエイティブ
コネクシオ
セールスフォース・ドットコム
ベルフェイス

リテールテック 2019 札幌

527
520
523
524
522
620

サードアイズ
セイコーインスツル
フルカイテン
ラミーコーポレーション
流通情報ラベル社
ローレルバンクマシン

610
612
611
602

サンクレエ
ジャパンテクニカルソフトウェア
中央システム
NoMaps

北海道パビリオン

セミナー会場
P

韓国大田広域市
ナテック 東京通商事務所 No Maps

ラネクシー

日経BP
TechFind
Sky

中央システム

働き方改革 2019 札幌

323
224
221
102
324
210
211
120
320
220
101
326

サンクレエ

ウイングアーク エムオー
1st
テックス

ソニーペイメント
サービス

小間番号

小間番号

ソフトウェア フードコート
MATCHA ショッピング
ツーリズム協会

センチュリー
・システムズ

セミナー受講特典

BCN
ソラコム

セミナ ー を 受 講した 方
に、
ドリンクチケットをプ
レゼント！ドリンクコーナ
ーまでご持参ください。

テレワーク
デイズ2019

オービックビジネス
コンサルタント
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エナジードリンク配布コーナー
10:30頃〜16:00頃 (予定)
※時間を区切っての配布となります
※無くなり次第終了いたします

入口

出口
札幌コンベンションセンター
の敷地内は禁煙です

:;<= >?>:@現在
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ローレル
バンクマシン

セイコー ラミー
インスツル コーポレーション

コネクシオ

ナレッジ
スイート

ウイングアーク1st

303

小間番号

流通情報
ラベル社

NTTデータ
北海道

第一コンピュータ システムディ
北海道
リソース

セールス＆マーケティング 2019 札幌

サクシード

304

小間番号

スケジュール
はP.11参照

働き方改革 2019 札幌

Cloud Day 2019 札幌

セミナー インテル

会場マップ／出展・協賛社一覧

展示会場マップ

各出展社の出展概要をスマホでチェック！

受

付
（50音順 2019年7月5日現在）
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セミナースケジュール【 7 月 1 8 日（木）】
時間

P会場
K-10P

KEYNOTE

北洋銀行が進める“ 攻め ” のマーケティング

10:00
～ CRM と iPad を活用した顧客ニーズへの対応～
▼
株式会社 北洋銀行
10:40 フィナンシャルマーケティング部 管理役
K-11P KEYNOTE（リテールテック）
11:00 J-Coin Pay の取り組み
▼ ～デジタル通貨による新しいサービスの実現～
11:40 みずほフィナンシャルグループ
デジタルイノベーション部長
柿原 愼一郎 氏

K-12P

KEYNOTE

AI、IoT の “ 旬 ” はいつまで続くのか、
空飛ぶクルマが影響を与える業界はどこか？
日経BP総研

クリーンテック ラボ所長
狩集 浩志

K-11G

KEYNOTE

AI による介護負担軽減を実現
サンクレエ
代表取締役
森 正人 氏

KEYNOTE

K-14P

KEYNOTE

RPA との付き合い方とは？
14:00
～ニチレイロジグループの3つのアプローチ～
▼ ニチレイロジグループ本社
14:40 業務革新推進部
部長代理
勝亦 充 氏

K-15P

KEYNOTE
（インバウンド / 観光ソリューション）

ラグビーワールドカップ 2019™ と
15:00
そのインバウンドの可能性

▼ ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会
15:40 チケッティング & マーケティング局長
宮田 庄悟 氏

K-16P

KEYNOTE

札幌市のIT産業振興施策について

16:00 札幌市役所
国際経済戦略室 IT・クリエイティブ産業担当課
▼ 経済観光局
IT 産業担当係
16:40 有城 賢二 氏

S-11S セキュリティ／運用管理〈軽食付きセッション〉
11:00 テレワークを失敗させないためのポイント
▼ ～ 400 社アンケートから見えた「課題と解決」～
11:40 ソリトンシステムズ
ITセキュリティ事業部 プロダクト部 プロダクトマネージャ
新井 ひとみ 氏

KEYNOTE（リテールテック）

集客に “ 効く ” キャッシュレス決済（1）

髙田学也 氏

T-13G

IoT

離れているからこそ役立てたい「IoT」
～事例に学ぶ現場のデジタル化
ソラコム

テクノロジーエバンジェリスト
松下 享平 氏

A-14G

ビジネスAI

エッジ AI とコンピューター・ビジョンで
興すビジネスの変革
マクニカ アルティマ カンパニー

第 1 統括部 プロダクトマーケティング 1 部 第 1 課
課長
池田 明弘 氏

H-15G

働き方改革

働き方改革はグループウェアで進む
～押さえておくべき４つのポイント～
ネオジャパン

マーケティング統括部
マネージャー
正木 伸城 氏

K-16G

KEYNOTE

＜みずほ＞がチャレンジする、組織と文化の
デジタル化
みずほフィナンシャルグループ

リテール事業法人業務部／ IT・システム企画部
参事役 シニアマネージャー（CCoE）
黒須 義一 氏

セミナーコード凡例
P
K-10○
セミナー会場を表します

S-13S

※P.12セミナー会場案内図参照

最新のセミナー
詳細をご覧くだ
さい。

＊事 前登録がお済みの方は「セッション受講券」
（プ
リントアウトしたもの、またはスマートフォン、タブ
レット端末画面）をご準備のうえ、事前登録待機
列にお並びください。
＊開 演5分前を目安に当日受付を行います。受講をご
希望の場合は、直接会場にお越しいただき、当日
登録待機列にお並びください。満席の場合は、ご
入場いただけない場合があります。ご了承ください。
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18

日
（木）
】

13:00 かんぽ生命保険
▼ デジタルサービス推進部
13:40 企画役
松阪 高宏 氏

IT導入補助金2019 事業セミナー

10:00 IT導入補助金事務局
▼ 小森 優樹 氏
10:40

月

KEYNOTE

R会場

KEYNOTE

12:00
▼ ～最新動向と事例に学ぶ「店舗が今すべきこと」～
xTREND
12:40 日経
副編集長

主任研究員
上杉 謙二 氏

K-13P

S会場
K-10S

K-12S

社長に説明するための「サイバーセキュリティ

12:00 の見える化ツール」の有効活用方法
▼ 日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員
12:40 （JCIC）

かんぽ生命保険のデジタル戦略
～ AI、RPA の活用など～

時間

セミナースケジュール
【

佐々木 勉 氏

G会場
K-10G

セキュリティ／運用管理

複雑なサイバーセキュリティ対策をシンプルに解決！

13:00 ～ AI、サンドボックス実装で進化した
▼ 次世代セキュリティアプライアンス～
13:40 ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン
パートナー営業部
チャネルアカウントマネージャ
大川 達也 氏

S-14S

セキュリティ／運用管理

Windows 10 のアップデート
14:00 問題を解決するには
▼ ～ WSUS を使う？使わない？～
14:40 ディー・オー・エス
営業企画部
主任 山本 桂 氏

A-15S

ビジネス AI

K-14R

KEYNOTE

デジタルイノベーションで地方創生
～アリババグループが目指す インバウンド需要による
地域経済活性化とキャッシュレス社会の推進～
アリババ 代表執行役員副社長 兼
アント フィナンシャル ジャパン
田中 豊人 氏

K-15R

代表執行役員 COO

KEYNOTE

人手不足の救世主！RPA とは？
NoMaps
15:00
～道内の事例にみる働き方改革成功の法則～
～北海道から切り拓く地図なき世界～
▼
15:40 RPA テクノロジーズ
札幌オフィス長
藤山 洋平 氏

K-16S

KEYNOTE

「ディープラーニング」の最前線と JDLA の
16:00 取り組み
▼ 日本ディープラーニング協会
理事
16:40
経営共創基盤

NoMaps 実行委員会
事務局長
廣瀬 岳史 氏

K-16R

KEYNOTE（インバウンド / 観光ソリューション）

観光業界におけるデジタライゼーションと、
AI チャットボットの持つ可能性
ビースポーク

執行役員 兼 日本地区統括本部長
長野 資正 氏

パートナー 取締役 マネージングディレクター
川上 登福 氏

＊上記情報は2019年7月5日現在の情報です。講演内容、講師、時間など予告なく変更する場合があります。
＊当日受講をご希望の場合、直接会場へお越しください。満席の場合、ご入場いただけない場合がございます。
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セミナースケジュール【7 月 1 9 日（金）】
時間

P会場
K-20P

G会場

KEYNOTE

K-20G

PaaS 活用で実現するアサヒビール営業の

なぜ今、営業現場を変革するのか ～先行企業
に聞く、現場をその気にさせる仕組みづくり

10:00 デジタルトランスフォーメーション
▼ アサヒプロマネジメント
10:40 業務システム部

＜パネリスト＞
NTT コミュニケーションズ
第二営業本部 Data.Camp Senior Manager 徳田 泰幸 氏
＜モデレーター＞
日経 xTECH Active 副編集長 松本 敏明

主任
塙 圭介 氏

K-21P

KEYNOTE

L-21G

▼
双日
11:40 ビジネスイノベーション推進室 デジタルイノベーションチーム

ベルフェイス

KEYNOTE

K-22G

事例に見るクラウド活用最前線
12:00
―AI、サーバーレス、API 連携

KEYNOTE（リテールテック）

現場の人材不足をスマートグラスで解消！
国交省にも認められた、最新ソリューションとは！？
第 2 事業推進 伊藤 秀朗 氏

渡部 美香 氏

産業光学システム事業本部 状態監視ソリューション事業部

ブイキューブ マーケティング本部 マーケティングコミュニケーショングループ 米元 真由美 氏

提供：ブイキューブ

K-24P

KEYNOTE（インバウンド / 観光ソリューション）

Airbnbの取り組みと今後の展望

14:00 Airbnb Japan
▼ 執行役員
長田 英知 氏
14:40

H-24G

働き方改革

毎月 1,000 社が導入する人事労務クラウド
「SmartHR」とは何者か
SmartHR

代表取締役 CEO
宮田 昇始 氏

H-25G

働き方改革

非効率な社内業務をなくす！
現場からはじめる働き方改革

15:00
▼
15:40

ネオジャパン

マーケティング統括部
市村 英二 氏

K-26P

特別企画：
【16:00-17:00】

K-26G

KEYNOTE

筧美和子の AI 学習塾
スポーツ、
「デジタル革命」世界最前線
16:00 ～人工知能は我々の生活をどう変えるのか？！ 日経 xTECH
▼ 筧 美和子 さん
16:40 野村総合研究所

ICT・メディア産業コンサルティング部 上級コンサルタント
鈴木 良介 氏

副編集長
内田 泰

経済産業省

商務情報政策局情報産業課
ソフトウェア産業企画官
和泉 憲明 氏

D-21R

経営課題解決シンポジウム PREMIUM
「2025 年の崖」に立ち向かう

あなたの企業は
「2025年の崖」
を飛び越えられるか
～デジタル変革との付き合い方～
KPMG コンサルティング
IT Advisor, PARTNER
岡部 隆一 氏

KEYNOTE

セミナーコード凡例
P
K-10○
セミナー会場を表します

12:00 ジェーシービー
▼ イノベーション統括部
12:40 副主事
笛田 翔 氏

働き方改革

コニカミノルタ

提供：SCSK

DXで
「2025年の崖」
を越えてデジタル競争の
勝者へ

C-23S

クラウド

L-23R

7

※P.12セミナー会場案内図参照
セールス＆マーケティング
〈軽食付きセッション〉

更なるデータ社会の実現に向けて

AI x マーケティングオートメーションで営業に

ビジネス・マーケティング・ディレクター
矢嶋 哲郎 氏

部長
西田 晶子 氏

19

日
（金）
】

キャッシュレス・消費者還元事業

13:00 （ポイント還元事業）について
▼ キャッシュレス推進協議会
13:40 ポイント還元事務局

セキュリティ／運用管理

経営課題解決シンポジウム PREMIUM
「2025 年の崖」に立ち向かう

月

H-23G

S-21S

国内 No.1* の導入実績 !!
11:00 北海道で導入拡大中の
▼ 「これからのセキュリティ対策」とは？

K-22S

情報システム部
課長
丸本 健二郎 氏

KEYNOTE（リテールテック）

髙田学也 氏

K-20R

JCB × AI ～私たちの成功と失敗～

大創産業

中山 秀夫

集客に “ 効く ” キャッシュレス決済（2）

10:00
～最新動向と事例に学ぶ「店舗が今すべきこと」～
▼ 日経 xTREND
10:40 副編集長

セールスエンジニア部 北海道エリア担当部長
遠藤 肇 氏

ダイソーが POS システムを刷新、
クラウドを選んだワケ

▼ 日経 xTECH
12:40 副編集長

R会場

KEYNOTE（リテールテック）

11:40 サイバーリーズン・ジャパン

インサイドセールス支援事業部 SDR チーム
マネージャー
横山 豊 氏

アシスタント マネジャー
村上 雅明 氏

K-23P

セールス＆マーケティング

移動時間を削減して営業の生産性改革！
オンライン営業で成果が出る企業の共通点は？

S会場
K-20S

セミナースケジュール
【

マグロ養殖事業における IoT・AI 活用事例
11:00
日本の水産業活性化に向けた取組概要

K-22P

時間

KEYNOTE

13:00 ～データを武器に「2025 年の崖」を克服せよ 変革を
▼ インテル
セールスフォース・ドットコム
東日本営業本部 第三営業部
13:40 マーケティング本部

C-24S

クラウド

Office 365/G Suite の比較と利用時に
14:00 考慮すべきメールセキュリティ
▼ クオリティア
14:40 営業本部 マーケティング部
主任
稲垣 素子 氏

S-25S

KEYNOTE

ISACA東京支部
広報委員会
広報委員
松本 英良 氏

セキュリティ／運用管理

なぜサイバーセキュリティに AI ソリューション
15:00 を採用したのか？
▼ エムオーテックス
15:40 カスタマーサクセス本部 カスタマー戦略課
MOTEX-CSIRT
丸山 悠介 氏

K-26S

K-24R

GDPR準拠とCOBIT 2019フレームワーク

KEYNOTE

JAL のセキュリティ投資の考え方
16:00 「人を守る」ためのグランドデザイン
▼ 日本航空
16:40 IT企画本部 IT運営企画部 セキュリティ戦略グループ
グループ長
福島 雅哉 氏

最新のセミナー
詳細をご覧くだ
さい。
＊事 前登録がお済みの方は「セッション受講券」
（プ
リントアウトしたもの、またはスマートフォン、タブ
レット端末画面）をご準備のうえ、事前登録待機
列にお並びください。
＊開 演5分前を目安に当日受付を行います。受講をご
希望の場合は、直接会場にお越しいただき、当日
登録待機列にお並びください。満席の場合は、ご
入場いただけない場合があります。ご了承ください。

＊上記情報は2019年7月5日現在の情報です。講演内容、講師、時間など予告なく変更する場合があります。
＊当日受講をご希望の場合、直接会場へお越しください。満席の場合、ご入場いただけない場合がございます。
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出展社展示概要（1） 【Cloud Days/Security/IoT Solution / 北海道パビリオン / ビジネス AI/
リテールテック / インバウンド / 観光ソリューション】

Cloud Days 2019 札幌
ウイングアーク 1st（小間番号：304）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

オービックビジネスコンサルタント（小間番号：303）
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。

クオリティア（小間番号：201）

ネットジャパン（小間番号：204）
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
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。

ネットレックス（小間番号：302）
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。

メール・添付ファイル経由の情報漏えい対策なら、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。

ケイ・シー・シー（小間番号：200）
GPS、ビーコン、IoT センサー等によるスマホアプリ
車両 GPS 位置情報「知らせるバス」＆ イベント活性化「いまどこ＋」
＆各種 IoT システム
「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！
GPS、ビーコンや IoT センサーを活用して低コストでのシステム提案を
いたします。

ニッポンダイナミックシステムズ（小間番号：200）
【音声入力× AI 自然言語処理】『ez-AiVoice』のご紹介
『ez-AiVoice（イージーアイボイス）』は「音声入力アプリケーション」
と「AI 自然言語の学習プラットフォーム」を提供する新しいサービスで
す。
スマートフォンで話した内容から AI が必要事項をピックアップし、日
報報告書や点検記録簿を自動的に作成します。
ビルメンテナンス、農業、訪問介護など、様々な業務の日誌や記録にご
活用いただけます。

ビッツ（小間番号：200）
クラウド型自転車レンタルシステム「cyve：サイヴ」のご紹介
レンタル自転車業を行う事業者様を強力にサポートするクラウドシステム。
事業者様は、システムを導入していただく事で、お客様からの問い合わ
せや、キャンセル、日程変更などの事務処理から解放されます。
お店のスタッフは、自転車貸し出し・返却時にお客様とのコミュニケー
ションに注力することができます。
また、" かんたんイベント機能 " 等々充実の機能を満載。

ミロク情報サービス（小間番号：202）
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！

Security 2019 札幌
ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン（小間番号：410）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

SCSK/ サイバーリーズン・ジャパン（小間番号：312）
国内導入実績 No.1*「Cybereason EDR」のご紹介
日々進化を遂げるサイバー攻撃。従来型対策では防げない巧妙な攻撃被
害が急増する中、侵入後の対策を中心としたセキュリティ対策の立て直
しが急務とされています。本ブースでは、AI を用いた最先端の侵害対策
と、攻撃の検知・分析、判断・対処、報告といった運用業務を効果的に
支援する国内導入実績 No.1「Cybereason EDR」をご紹介いたします。
* 出典元：ミック経済研究所、IDC Japan、ITR

エムオーテックス（小間番号：401）
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

Sky（小間番号：402）
クライアント運用管理ソフトウェア「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。
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。

ソニーペイメントサービス（小間番号：400）
クレジット・コンビニ等、都度・継続問わず様々な決済をご案内！

（50 音順、2019 年 7 月 1 日現在）
ソリトンシステムズ（小間番号：310）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

ディー・オー・エス（小間番号：412）
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。

テクノル（小間番号：413）
クラウド型セキュリティで働き方改革を安心サポートします
ウェブルート社の脅威インテリジェンス「BrightCloud」を使った
・フルクラウド型ウイルス対策ソフト 「MR-EP」
・小型 UTM 「MRB シリーズ」
・クラウド型 UTM 「MRB － Cloud」
・セキュア DNS サービス 「MR-Filter Hey-On」
を展示します。
働き方改革や 5G 時代のワークスペースに安全を提供します。

プロット（小間番号：411）
分離されたネットワーク間ファイル授受・メール / ファイル無害化
Smooth File ネットワーク分離モデルは日本国内 200 以上の組織での
導入実績を誇る純国産のファイル授受・ファイル無害化システムです。
分離された環境において、異なるネットワーク間でのファイル授受を行
います。Temp Box メール無害化モデルとの連携によりファイル交換
とメールの添付ファイル隔離及び無害化を 1 台で実現し運用負担を軽減
しながら最短ステップで添付ファイルを取得可能。

ラネクシー（小間番号：403）
操作ログ＆デバイス制御の情報漏洩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。

★ご案内するサービス
■クレジットカード決済
・店頭決済端末（道銀カード）・継続課金（登録型）決済サービス
■他決済サービス
・コンビニ決済サービス・後払い決済サービス・口座振替サービス
・ApplePay/GooglePay ／楽天 Pay・etc
割賦販売法の改正への準拠についても、丁寧にご説明させていただきます。
当ブースへ是非お立ち寄り下さい。

※裏面もご覧ください。
※別紙『出展社展示概要（2）働き方改革 / セールス＆マーケティング』もござい
ます。併せてご覧ください。

IoT Solution 2019 札幌

ビジネス AI 2019 札幌

リテールテック 2019 札幌

インバウンド / 観光ソリューション 2019 札幌

韓国大田広域市東京通商事務所（小間番号：504）

RPA テクノロジーズ（小間番号：420）

サードアイズ（小間番号：527）

ジャパンショッピングツーリズム協会（小間番号：514）

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
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。

センチュリー・システムズ（小間番号：500）
様々な場面での IoT/M2M 導入を支援します！
エンタープライズから組み込み、IoT/M2M システム開発等ネットワー
ク分野を中心に、ハードとソフトの開発を行う開発会社です。
様々な場面で導入実績のある IoT ゲートウェイを中心にセキュリティへ
の取り組みなどを含めてご紹介致します。

ソラコム（小間番号：503）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

ナテック（小間番号：502）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

北海道パビリオン
サンクレエ（小間番号：610）
お客様満足度を第一に考え、新たな価値を創造し続けます！
販売管理パッケージソフトをベースとしたソリューションを手掛け、お
客様との密なコミュニケーションで業務効率化を支援する最適なソフト
ウエア開発やソリューションをご提供しています。
昨今では北海道大学との連携により AI/IoT の技術が、少子高齢化社会
での限られた労働力を創造性のある業務や付加価値の高い業務に活かす
ことを強力に支援する技術として、研究・開発を行っています。

ジャパンテクニカルソフトウェア（小間番号：612）
4 つのソリューション（AR / 位置情報 / センサー / 音声案内）を出展
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音声案内ソリューション）をご紹介いたします。
お気軽にお立ち寄りください。

中央システム（小間番号：611）
SMART-WORKS 製品（レコル、シフケア、コラボ、アットハブ）
・レコル：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
・シフケア：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
・コラボ：仕事とパートナーの情報を繋ぐサービス（案件公開、案件募
集／応募、技術者情報の共有）

RPA 国内実績 No.1 の BizRobo! ソリューションを展示！

防犯カメラを使用した顔認証システム

ショッピングを軸とした訪日プロモーションを紹介します！

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

防犯カメラを使用した、顔認証システムの展示を行ないます。弊社では、
同システムを使用して、事前登録した人物が来店した際にアラートメー
ルを送信する万引き対策用のシステムの紹介と、同システムを使用して、
来店者数、客層（年齢・性別）の分析ができるマーケティングシステム
の紹介を行ないます。

ジャパンショッピングツーリズム協会は、協会の主旨、活動に賛同した
多数の会員企業とともに、下記の支援、サービスを通じてショッピング
ツーリズムの促進をはかっています。
・ショッピング情報発信 WEB サイト
・インバウンドプロモーションイベント
・セミナー講師派遣サービス
・その他インバウンド対応支援ソリューション
（免税、多言語など）

NTT データ北海道（小間番号：421）

セイコーインスツル（小間番号：520）

RPA ソリューション顧客満足度調査 1 位に輝いた WinActor をご紹介

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！

様々な PC アプリケーションで定型業務の自動化が可能で、PC1 台か
らスモールスタートに最適です。
日経コンピュータの 2018-2019 の「RPA」部門の「顧客満足度調査」
においても 1 位を獲得し多くのお客様のご評価を頂いております。
シナリオ作成保守等も札幌拠点で承ります。製品と活用事例をご紹介し
ます。

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。

xenodata lab.（小間番号：422）
人工知能が世界中の経済情報を解析し、経済・企業の将来を予測！
「xenoBrain」は、ニュース分析を通して特定の事象がどの企業にどの
ような影響を及ぼす予兆があるのかを可視化し、皆様にお届けする全く
新しい AI です。
現在β版にも関わらず、金融、事業会社の特定部門を中心に 30 社以上
導入していただいております。
2019 年中には未上場企業分析、定量モデル分析をリリースし、より充
実した経済・業績予想を提供していく予定です。

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。

ヒューマンリソシア（小間番号：313）
【RPA 導入・活用のカギは「教育」です！】
WinActor による導入支援 350 社超、教育サポート 900 社超、研修受
講者 5,600 名超の実績をもとに貴社の導入支援をサポートします。また、
教育をきっかけに現場に寄り添った ” 運用・浸透 ” のためのソリューショ
ンを提案しております。その全容を是非、当社ブースにお立ち寄りご覧
ください。

マクニカ アルティマ カンパニー（小間番号：423）
エッジ AI とコンピューター・ビジョンで興すビジネスの変革
効果的なディープラーニングの活用事例及び実現方法（ディープラーニ
ング・アクセラレータの活用）
を実市場に合わせて提案します。また、デー
タセンターにおけるハードウェア・アクセラレータによる効果的な高速
化ソリューションをご紹介いたします。

実績多数！訪日外国人向けプロモーションの相談は D2CX まで！
国内最大級訪日観光情報メディア「tsunagu Japan」を運営する D2C
X は、これまでメディア運営で培った知見やノウハウを活かし、訪日外
国人観光客誘致を行う企業や地方自治体のマーケティングサポートやセ
ミナーを通じた情報発信を行って参りました。「何が “ ウケる ” のかわか
らない」「どのような手法があるか分からない」そんな悩みをお持ちの
皆さま！是非弊社ブースにお立寄り下さい！

フルカイテン（小間番号：523）
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。

ラミーコーポレーション（小間番号：524）
日本ディープラーニング協会（小間番号：521）

D2C X（小間番号：513）

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 Revo-Office 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：522）
流通業関係者向け新聞「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。

Vpon JAPAN（小間番号：510）
訪日旅行者データを活用したインバウンド特化の集客サービス
日本・台湾・⾹港・上海・シンガポールなどの 6 拠点にオフィスを構え、
アジア全域 6000 万⼈の旅⾏者データを活⽤しこれまで⾒えなかった訪
⽇旅⾏者の⼈物像を明確にします。
そしてデジタルマーケティングによって訪⽇客の集客、消費額増加の課
題解決のお⼿伝いをいたします

MATCHA（小間番号：512）
日本最大級の訪日観光情報メディア「MATCHA」を運営
「日本の価値のある文化を、時代とともに創っていく。
」をミッションに、
訪日旅行者に向け観光に必要なあらゆる情報を 10 言語で発信。2019
年 3 月末時点で月間 626 万 PV、296 万 UU のアクセスを集めており、
台湾をはじめとするアジア圏への発信力に強みを持つ。メディア運営で
得た知見を活かし、インバウンドへの認知拡大、ブランディング醸成、
集客促進など企業・自治体の海外発信支援を行う。

ローレルバンクマシン（小間番号：620）
『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。

※裏面もご覧ください。
※別紙『出展社展示概要（2）働き方改革 / セールス＆マーケティング』もござい
ます。併せてご覧ください。

札幌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 / セールス＆マーケティング】
（50 音順、2019 年 7 月 1 日現在）

働き方改革 2019 札幌
アイ・オー・データ機器（小間番号：323）
小さな事から働き方改革。フリースタイル液晶＆クラウド連携 NAS
（1）クラウドとオンプレミスのいいとこ取り！ NAS のクラウド連携で、
リモートワーク
（2）縦横上下！自由自在に動かせるフリースタイルスタント液晶ディス
プレイはフリーアドレスなオフィスにも最適！

エスエイティーティー（小間番号：224）
学習管理システム [ 学び〜と ]、教材作成ツール smart シリーズを
展示します
クラウド型学習管理システム（ LMS）／学び〜と
教材作成から受講者管理、レポート、サポート対応まで、管理画面上で
すべて実施できる「完結した Web 教育管理システム」です。
教材制作ツール／ smart シリーズ
パワーポイントやエクセルなど、誰もが使えるビジネスソフトでコンテ
ンツが作成できる、内製化支援のツールを紹介いたします。

エレコム（小間番号：221）
様々な現場の ICT 化、ペーパーレス化、省力化を実現
建設現場などの過酷な現場でもご利用いただけるタフな産業用タブレッ
トを、業務効率化に役立つソフトウェア「点検エース for Excel」と合
わせてご紹介。紙ベースの点検・報告作業時間を約 40％削減でき、建
設現場や製造業のペーパーレス化と作業効率化を実現。ブースではセミ
ナー形式でデモを交えながらご紹介。
また、ICT 化に伴うネットワーク構築やストレージまで幅広くご紹介し
ます。

サクシード（小間番号：102）
電話対応業務の効率化や改善、生産性向上を支援します
＜出展品目 / サービス＞
◆発着信クライアントモニタ
◆全通話録音
◆発着信ログ閲覧
◆音声応答、IVR（オプション）
◆顧客管理ソフト「かんたん受付」
◆通話開始時アナウンス
◆夜間受注オプション

システムディ北海道（小間番号：324）

シネックスジャパン（小間番号：210）

ネオジャパン（小間番号：326）

マネーフォワード（小間番号：222）

働き方改革に最適な会議用デバイスと見える化ツール

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

働き方改革に対応した勤怠管理システムをご紹介！

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。

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。

社会の変化を延滞することなく取り入れる事が求められる中で「働き方
改革関連法」への対応が労務担当者への負荷になっています。
そんな中、これまでバックオフィスを支えるサービスを数々リリースし
て来た弊社が、働き方改革に対応できる勤怠システムをリリースしまし
た。ブースでは勤怠だけでなく給与計算と連携した活用方法についても
細かく解説致します。是非、一度お越しください。

ジャパンメディアシステム（小間番号：211）
Web 会議システム「LiveOn」で業務効率化！
「LiveOn は会議だけじゃない！」
こだわりの高品質で安定した遠隔コミュニケーションを実現した
「LiveOn」の運用シーンは会議だけにとどまりません。
研修・セミナー配信、テレワーク、現場支援、BCP 対策などを場所を
問わずご利用いただけます。
会場でもリアルタイム接続のデモンストレーションを行っておりますの
で、この「LiveOn」の品質と使い勝手を是非ご体感ください。

SmartHR（小間番号：120）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

第一コンピュータリソース（小間番号：320）
システム設計ツール『Verasym System Designer』と『見
える化支援』は、IT 現場の働き方改革を強力にサポートします
『Verasym System Designer（VSSD）
』は、画面定義書や帳票定義書、
データベース定義書など 20 種類以上の設計書を作成可能なシステム設
計の専用ツールです。
「VB6」や「VB.NET」、「C#」などのソースコードから設計書を自動生
成する『見える化サービス』で、整合性の取れた設計書を VSSD に作成
すると、仕様変更時の調査工数の削減や影響範囲の調査漏れをなくすこ
とができるので、システム開発の生産性と品質を大幅に向上できます。

Chatwork（小間番号：220）
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。

ナレッジスイート（小間番号：101）

規程管理システム等の業務システムで働き方改革を支援します

クラウド型総合ビジネスアプリケーション『Knowledge Suite』

社内規程を一元管理し規程の適切な運用を支援、新旧対照表の自動作成
等ができる「規程管理システム」、散逸しがちな契約書データを体系的
に一元管理する「契約書作成・管理システム」、アミューズメント施設
のチケットレスサービスを支援、インバウンド対策にも最適な「Web チ
ケット発券システム」等の弊社製品を展示しております。
ぜひ、弊社ブースにお立ち寄りください。

■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！

ビーブレイクシステムズ（小間番号：325）
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。

日立ソリューションズ東日本 / オートメーション・エニウェア・ジャパン（小間番号：300）
RPA 業務運用支援クラウドサービス
Automation Anywhere と日立ソリューションズ東日本が提供する各
種サービスを組み合わせさまざまな業務の自動化を支援します。

Unipos（小間番号：321）
ピアボーナス「Unipos」
「Unipos」は従業員が認め合うコミュニケーションを増やし、少額の成
果給 “ ピアボーナス ” を送り合うことを実現した Web サービスです。
相互承認が一人一人のエンゲージメントを高め、組織に一体感を生み出
します。従業員同士が認め合うコミュニケーションを促進するシンプル
な UI/UX が特徴です。

リコージャパン（小間番号：326）
リコーワンストップくらうど
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。

ビュージックスコーポレーション（小間番号：223）
『スマートグラス』で作業現場の課題を解決します
Vuzix Corporation ではメガネ型のウェアラブルデバイスのスマート
グラスを実機デモ展示いたします。
導入事例やアプリケーションもご紹介しながら体験いただけます。

ブイキューブ（小間番号：100）
ビジュアルコミュニケーションを活用した働き方改革をご紹介
" 現場の働き方改革で生産性アップ！
ビジュアルコミュニケーションを活用した働き方改革をご紹介
ブースで各ソリューションの実機体験ができます。
・遠隔作業支援 スマートグラス＋ Web 会議
・クラウド型 企業向け動画配信プラットフォーム
・かんたんリモコンで誰でも使える テレビ会議システム
・訪問せずに営業活動を効率化 オンライン営業

富士通（小間番号：203）
操作の自動化で提携業務を効率化、働き方を革新するツール
これまで人間が担ってきた定型作業をソフトウエアロボットが代行し、
業務の効率化・自動化を図るテクノロジーです。Axelute は、画面への
データ入力や検索結果の取得など、windows 上で行った定型作業を記
録、自動化することで、定型業務を効率化。マンパワーをより付加価値
の高い業務へシフトすることが可能です。

セールス＆マーケティング 2019 札幌
SB クリエイティブ（小間番号：213）
展示ブースへお立ち寄り下さい。

コネクシオ（小間番号：311）
業務改善・利益向上を目的とした顧客管理システム Salesforce
SFA・CRM トップシェアの「Salesforce」を使って、新規開拓・商談
発掘・カスタマーサポートをひとつのプラットフォームで管理し、売上
と顧客満足度を上げるポイントをご紹介します。
また、SFA の導入・定着支援のご相談も承ります！

ベルフェイス（小間番号：212）
営業に特化した Web 会議システム「ベルフェイス」で営業改革！
ベルフェイスは、営業に特化した Web 会議システムです。インストー
ル不要・5 秒でつながる手軽さと、営業に特化した様々な機能、充実し
たカスタマーサクセス体制などを評価いただき、リリースから 3 年半で
1,000 社以上のインサイドセールス組織に導入されています。
商談数 UP、リードタイム短縮、商圏拡大などを実現して多くの企業が
営業で大きな成果を達成。その理由をぜひご覧ください。

※別紙『出展社展示概要（1）
【Cloud Days/Security/IoT Solution/ 北海道パ
ビリオン / ビジネス AI/ リテールテック / インバウンド / 観光ソリューション』
もございます。併せてご覧ください。

