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Are You Ready?
未来を変える、DXで変える。

イベントガイド　｜　2021年11月18日版
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Digital-Ready

09:30
9:30-9:45

K-0   Opening Keynote

【開会のご挨拶】

9:45-11:45

K-1   Keynote

【リレー講演】 
「DX仮想クラウド基盤」で実現する
モダンなインフラ環境

VMware, Inc.
Cisco Systems, Inc.
Amazon Web Services Inc.
ダイワボウ情報システム株式会社

9:45-10:45

K-2   Keynote

【講演】 デジタル庁　津脇 慈子 氏
デジタル庁が目指す社会全体のDX推進、
そしてどう変わるのか

9:45-10:45

K-3   Keynote

【講演】 森戸 裕一 氏
デジタル時代にIT関連企業が
DX企業になるための処方箋

9:45-10:45

K-4   Keynote

【講演】日本マイクロソフト株式会社
デジタル・トランスフォーメーションの推進と
中堅中小企業支援

10:00

10:30

11:00
11:00-12:00

S-2   Special Session

【講演】 澤 円 氏
本気のDX/DX Ready とは？
ポストパンデミックのITリセラーに必要な
マインドセット

11:00-12:20

S-3   Special Session

【パネルディスカッション】
徹底解説＆討論！
「地方×中小企業」のDXの勝ちパターン

11:00-12:20

S-4   Special Session

【パネルディスカッション】
教育DXによって実現されるべき、今後の学び

11:30

12:00

12:20-13:00

SP-11   Sales Pitch

Coming Soon

12:20-13:00

SP-21   Sales Pitch

Coming Soon

12:20-13:00

SP-31   Sales Pitch

Coming Soon

12:20-13:00

SP-41   Sales Pitch

Coming Soon

12:30

13:00

セールス向け プリセールス・SE向け セールス向け プリセールス・SE向け セールス向け プリセールス・SE向け セールス向け プリセールス・SE向け 

13:30
13:30-14:10

BS-11

Breakout
Windows Server 2012
のサポート終了対策

BE-11

Breakout
Nutanixクラウドプラッ
トフォーム最新情報

13:30-14:10

BS-21

Breakout
いざデジタルワールド
へ！ いざなうネットワー
ク＆セキュリティ

BE-21

Breakout
セキュリティ実効性を本
当に向上させるキモ：
DX推進のために

13:30-14:10

BS-31

Breakout
アフターコロナにお
ける文書の電子化は
Adobe一択！？

BE-31

Breakout
「Microsoft 365」で実
現する簡単DX

13:30-14:10

BS-41

Breakout
社内書類のペーパーレ
スから始める、「ファース
トDX」とは／電帳法改
正ポイントと文書管理ソ
リューションでの解決策

BE-41

Breakout
クラス最高の顧客経験
と従業員経験を提供す
るためのDX

14:00

14:30
14:30-15:10

BS-12

Breakout
HPEのハイブリッドクラ
ウド戦略から紐解くHCI
導入のススメ

BE-12

Breakout
はじめてのクラウドと
AWS中堅中小企業での
クラウド活用入門

14:30-15:10

BS-22

Breakout
繋がるだけのWi-Fiから
の脱却 Mistは使い心地
まで提供

BE-22

Breakout
VMware SASEの
ご紹介

14:30-15:10

BS-32

Breakout
気軽なコミュニケー
ションが組織を変える！ 
～事例に学ぶ！L I N E 
WORKS 徹底活用～

BE-32

Breakout
テレワーク環境でも安
心！ デジタルアーツのセ
キュリティ対策／リモー
トワーク環境を簡単、安
価でセキュアにする方
法教えます

14:30-15:10

BS-42

Breakout
学びを止めない、教育現
場のオンライン活用と環
境整備のポイント ―DIS
おてがる遠隔授業パッ
ク導入校の事例から探る
「これからの提案」―

BE-42

Breakout
現場 D Xを実現する
Buddycomとシスコと
は！？

15:00

15:30
15:30-16:10

BS-13

Breakout
データ活用事例から学
ぶ！エッジコンピュー
ティングとAzure Stack 
HCI

BE-13

Breakout
バックアップ & アーカイ
ブに最適なWasabi Hot 
クラウド ストレージ

15:30-16:10

BS-23

Breakout
今こそ求められる、ゼロ
トラスト × サイバーセ
キュリティとは

BE-23

Breakout
バックアップを統合する
ためのベストプラクティ
スソリューション

15:30-16:10

BS-33

Breakout
Google Workspaceの
ご紹介

BE-33

Breakout
自治体DXを見据えた三
層分離の見直しと認証
の重要性

15:30-16:10

BS-43

Breakout
サイボウズ/kintoneで
始めるDXビジネス

BE-43

Breakout
Windows 11－ハイブ
リッドワークと学習のた
めのOS16:00

16:30
16:30-17:10

BS-14

Breakout
「公共ユーザーへの

AWS提案手法
～Saleskit活用～」

BE-14

Breakout
ハイブリッド・クラウドで
最適なデータ保護とモ
ビリティを実現／災害
にも強いバックアップ基
盤、ハイブリッド環境を
実現するには

16:30-17:10

BS-24

Breakout
改定版セキュリティガイ
ドライン対応とあるべき
姿のネットワーク

BE-24

Breakout
SASEを導入してニュー
ノーマル時代のセキュリ
ティ変革を実現

16:30-17:10

BS-34

Breakout
オンライン化の課題を
解決するW e b e x  b y 
Cisco

BE-34

Breakout
連携！ デバイスマネジ
メントと次世代セキュリ
ティ

16:30-17:10

BS-44

Breakout
W e b e x  &  G o o g l e 
Meet - 更に上質な顧
客体験の実現

BE-44

Breakout
Windows 365で実現す
るハイブリッドワーク

17:00

講演・セミナー  タイムスケジュール
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Day1   11.22MON  ｜ Cloud-Ready 
DX-Readyな環境構築のためには柔軟性と俊敏性を兼ね備えたクラウド基盤の実装が必要です。
本来のDXを目指すために重要なステージであるDX-Readyを理解いただき、既存システムからDX-
Readyに進化させるためのヒントをお伝えします。 

09:30
▼

09:45

K-0   Opening Keynote

開会のご挨拶 松本 裕之
 ダイワボウ情報システム株式会社 代表取締役社長

09:45
▼

11:45

K-1   Keynote

「DX仮想クラウド基盤」で実現するモダンなインフラ環境
登壇者 ジェームス フォレスター（James Forrester）氏
 VMware, Inc.
 Cloud Sales
 Vice President Worldwide Technical Leader

登壇者 リマ・オリンジャー（Rima Olinger） 氏
 Amazon Web Services, Inc.
 Global Alliance Lead-VMware

講演内容　SMB層の顧客は小規模なシステムを利用しており、アセットライトなシステム基盤としてクラウド活用に強い興味を持ちつつあります。一方でクラウド基盤独特の柔軟性は小規模ユーザーにとって複雑な管理要因ともなりま
す。DISが提供するサービス「DX仮想クラウド基盤」では、AWSのグローバル・インフラストラクチャで安定稼働するVMware Cloud on AWSをマルチテナント化し、Ciscoネットワーク、セキュリティを合わせて提供することで、規模の障壁
を取り払い、オンプレミス環境からの容易な移行、マネージドによる運用負荷軽減を実現します。本セッションでは、VMware、Cisco、AWSのグローバル責任者もお招きし、「DX仮想クラウド基盤」で実現するSMB層へのモダンなインフラ
普及について語っていただきます。

12:20
▼

13:00

SP-11   Sales Pitch
Coming Soon

セールス従事者向け プリセールス・SE従事者向け

13:30
▼

14:10

BS-11   Breakout Session

Windows Server 2012 のサポート終了対策
登壇者 岡本  剛和 氏
 日本マイクロソフト株式会社
 Azure ビジネス本部
 エグゼクティブプロダクトマネージャー

講演内容　Windows Server 2012 / SQL Server 2012 のサポート終了が迫ってまいりました。このサポート終了
で何がどうなるのか、どういった対策方法があるのかを、日本市場の状況を交えながらお伝えします。

こんな方におススメ！ Windows Serverの更新提案を検討されておられる方

BE-11   Breakout Session

Nutanixクラウドプラットフォーム最新情報
登壇者 野儀 路子 氏
 Nutanix Japan合同会社
 ソリューションエンジニアリング本部 シニアソリューションエンジニア

講演内容　Nutanixは最適なクラウドを実現するソフトウェアプラットフォームを提供してきました。ハードウェア、
ハイパーバイザー、DBエンジン、コンテナだけでなく、クラウドの稼働場所、利用モデルに柔軟に対応し、DXを掲げ
るお客様のハイブリッド・マルチクラウドへの実現に向け様々な選択肢を提供します。 本セッションではお客様のク
ラウド環境におけるNutanix Cloud Platformの利点をご紹介します。

こんな方におススメ！ 今後の IT運用基盤をご提案やご検討されている方におすすめです。

14:30
▼

15:10

BS-12   Breakout Session

HPEのハイブリッドクラウド戦略から紐解くHCI導入のススメ

登壇者 江澤 竜起 氏
 日本ヒューレット・パッカード合同会社
 プリセールスエンジニアリング統括本部 
 エンタープライズ技術本部 パートナー技術部 シニアITスペシャリスト

講演内容　HPEは今ハイブリッドクラウドソリューションを戦略の柱に据えています。クラウドは万能でなく、またオ
ンプレ環境だけでも課題は解消されず、その解はハイブリッドにあると考えます。HPEは様々なハイブリッドクラウド
のソリューションを持っていますが、今回はその中でも特にHCIに絞って、最近売れているProLiant DXを中心に、皆
様のお役に立つ情報をご案内します。

こんな方におススメ！ ハイブリッドクラウド、HCI特徴・製品について理解したい方　

BE-12   Breakout Session

はじめてのクラウドとAWS  中堅中小企業でのクラウド活用入門
登壇者 江頭 慶太 氏
 アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
 広域事業統括本部

講演内容　初めてのクラウド利用の第一歩を踏み出して頂くためのセッションです。「AWSのサービス概要」、「中
堅中小企業におけるAWS導入事例紹介」、「販売店様におけるクラウドの活用方法」、「よくある構成例」、「DIS様
&AWSへの案件相談方法」などをご紹介させて頂きます。講演終了後、ご不明点や具体的なクラウドビジネスの始
め方についてご相談がございましたら、AWSブースまでお越し下さい。 

こんな方におススメ！ AWS提案・導入を検討中の販売店様（営業・プリセールス向け）

15:30
▼

16:10

BS-13   Breakout Session

データ活用事例から学ぶ！
エッジコンピューティングとAzure Stack HCI

登壇者 片山 倫哉 氏
 デル・テクノロジーズ株式会社
 パートナーセールスエンジニアリング本部
 セールスエンジニア

講演内容　DXという言葉は幅広い意味を示すこともあり「定義は？」「どのような考えをもったらいいの？」 そのよ
うなお声をよく耳にします。弊社では「DX = データをビジネスに活用する」 と考えており、エッジコンピューティング
の観点からAzure Stack HCI の事例、弊社内のIT事例、また管理方法を交えてご紹介いたします。

こんな方におススメ！ DXにおけるエッジコンピューティングの考え方を学ぼう！

BE-13   Breakout Session

バックアップ & アーカイブに最適な
Wasabi Hot クラウド ストレージ
登壇者 黒田 和国 氏
 Wasabiテクノロジーズ
 アジアパシフィック地域事業代表 副社長
 兼 WASABI テクノロジーズ ジャパン 代表執行役員社長

講演内容　企業は増大するデータ量に対して、コストへの対応を迫られています。 Wasabi はシンプルで予測可
能、下りデータ転送料とAPIリクエストを無償化した上で、競合他社の1/5という価格にてクラウドストレージを
世界中に提供しています。バックアップとアーカイブに最適な Wasabi Hot クラウドストレージとarcserve社、
Acronis社、Veritas社、Veeam社のソリューションとの事例を紹介いたします。

こんな方におススメ！ バックアップソリューションを販売するリセラー様

16:30
▼

17:10

BS-14   Breakout Session

「公共ユーザーへのAWS提案手法 ～Saleskit活用～」
登壇者 天野 浩史 氏
 アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
 パブリックセクター パートナーアライアンス本部
 アライアンスマネージャー

講演内容　地方自治体のお客様、文教のお客様におけるクラウド移行が今後加速していくと考えられる状況にお
いて、クラウドに関する情報が伝わりにくい自治体、文教のお客様にAWSの提案を頂けるツールとしてご用意した
「AWSセールスキット」についてご紹介。

こんな方におススメ！ AWSを公共ユーザーへのご提案をご検討頂いている販売店様

BE-14   Breakout Session

ハイブリッド・クラウドで最適なデータ保護とモビリティを実現／
災害にも強いバックアップ基盤、ハイブリッド環境を実現するには
登壇者 吉田 幸春 氏 中田 皓介 氏
 HYCU, Inc. arcserve Japan 合同会社
 ソリューションエンジニアリング本部 ソリューション統括部
 シニアソリューションエンジニア マネージャー

HYCU　Nutanixに優れた機能連携とバックアップを提供するHYCUは、ハイブリッドクラウド環境でも優れたデー
タ保護とモビリティを実現します。Microsoft 365やKubernetesのバックアップ、クラウドインスタンスのネイティ
ブバックアップ、そして、オンプレミスとクラウドの連携やデータ移行/DRまで幅広く対応します。各環境に特化した
データ保護とそれらの統合もHYCU一つで実現します。

arcserve　Arcserveは、お客様のデータ保護の様々な課題やニーズに対して長年向き合って参りました。急速な
デジタル化により増え続けるデータ量は私たちを悩ませています。最適なデータ保護のためにまさにDXの真価を
問われるシステム基盤の統合バックアップの分野で、UDP Appliance は現場で支持を集めています。BCP・ランサ
ムウェア対策にも有効な、Cloud Hybrid と簡単に連携が可能です。

こんな方におススメ！
現場にあまりリソースを割けないITエンジニア様やランサムウェアや複雑でコ
ストの高いバックアップにお悩みの方

講演・セミナーのご案内

谷水 茂樹
ダイワボウ情報システム株式会社
経営戦略本部 情報戦略部 部長

丹羽 政裕
ダイワボウ情報システム株式会社
経営戦略本部 情報戦略部 情報戦略課 エキスパート

神田 靖史 氏
ヴイエムウェア株式会社
クラウドサービス事業部
事業部長

デイヴ ウェスト（Dave West）氏
Cisco Systems, Inc.
President, Asia Pacific,
 Japan, and China

鎌田 道子 氏
Cisco Systems（USA）Pte. Ltd.
マネージメントディレクター SMB 
デジタル事業統括, 
Asia Pacific, Japan, and China
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Day2   11.24WED  ｜ Security-Ready 
急速にクラウドサービスの利用が拡大したことで、従来型のシステムでは処理能力の低下とセキュリ
ティリスクの増加を招く可能性があります。進むクラウドシフトに対応するネットワーク、セキュリティ
についてご紹介します。

09:45
▼

10:45

K-2   Keynote　

デジタル庁が目指す社会全体のDX推進、そしてどう変わるのか
登壇者 津脇 慈子 氏
 デジタル庁　企画官

講演内容　誰一人取り残さないデジタル社会の実現を目指し、9月にデジタル庁は発足しました。 その実現に向けたデジタル庁のビジョンや取組についてご説明します。 官民共創でのデジタル化への取
組みによって変わる国民向けサービスの方向性やIT事業者の役割について、 日本のデジタル化政策の最前線からお届けします。

11:00
▼

12:00

S-2   Special Session

本気のDX/DX Ready とは？ ポストパンデミックのITリセラーに必要なマインドセット
登壇者 澤 円 氏
 株式会社圓窓　代表取締役

講演内容　COVID-19によって世界は未曽有の混乱に見舞われました。日本のビジネスシーンも急速にオンライン化が進み、「働き方」の選択肢が広がった感があります。そんな中、ITを「商材」として扱っ
ていくためにはどんな視点が必要なのか、考えるきっかけになるお話をします。

12:20
▼

13:00

SP-21   Sales Pitch
Coming Soon

セールス従事者向け プリセールス・SE従事者向け

13:30
▼

14:10

BS-21   Breakout Session

いざデジタルワールドへ！ 
いざなうネットワーク＆セキュリティ
登壇者 中元 聡 氏
 シスコシステムズ合同会社
 APJC アーキテクチャセールス ビジネス開発担当

 望月 武史 氏
 シスコシステムズ合同会社
 クラウドネットワーキンググループ
 ディストリビューション アカウント マネージャー

 吉田 勝彦 氏
 シスコシステムズ合同会社
 パートナー事業 パートナーアカウントマネージャー

講演内容　デジタルワールドへの旅の準備は整っていますか？ もし、まだなら…ご安心ください！ シスコのネット
ワーク＆セキュリティソリューションがデジタルワールドへの旅にいざないます。 これからのリモートワークとオフィ
スワーク、激増するインターネットアクセスとクラウド利用、 大転換のいまこそ一気にシフトチェンジをする時です。
ビジネス変革に直結するソリューション、 シスコがお届けします。

こんな方におススメ！ ネットワーク、セキュリティソリューションを提案、導入される方

BE-21   Breakout Session

セキュリティ実効性を本当に向上させるキモ：
DX推進のために
登壇者 武藤 耕也 氏
 グローバルセキュリティエキスパート株式会社
 CCO / コーポレートエバンジェリスト

講演内容　DX推進のため、安心してITを利活用するためのセキュリティの実効性はどのように獲得するのか？その
ためのキモとは？多くの組織が悩むテレワークとマルチクラウド、そしてSASEやゼロトラスト。本当に必要なポイン
トを無駄なコストを抑えて実装し、運用するためには、組織内の視点でセキュリティを理解する人物が必要です。そ
の育成について、いま組織が直面しているセキュリティ課題を紐解きながら分かりやすくお話します。

こんな方におススメ！ 自治体のセキュリティ構築を担当されているエンジニア部門の方

14:30
▼

15:10

BS-22   Breakout Session

繋がるだけのWi-Fiからの脱却 Mistは使い心地まで提供
登壇者 林 宏修 氏
 ジュニパーネットワークス株式会社
 Mist事業部
 コンサルティングシステムズエンジニア

講演内容　Juniper Mist APはネットワーク運用者のお仕事の一部をAIが肩代わりし、お客様が快適なWi-Fiを常
に利用できるように自動運用を実現します。AIがWi-Fi利用者の快適さを数値化、日々変化する環境に最適化した
自動電波調整を行います。万が一の障害発生時にはAIがリアルタイムに障害原因を特定、これまで必要だった障
害事象再現や現地でのログ・パケット収集を過去のものとします。これからのDX時代に相応しいWi-Fi管理の在り
方を是非ご覧ください。

こんな方におススメ！ APの導入、管理を簡略したい、トラブル対応に苦慮している方々

BE-22   Breakout Session

VMware SASE のご紹介
登壇者 兒玉 伊佐央 氏
 ヴイエムウェア株式会社
 パートナー技術本部　パートナー第二SE部
 Senior Partner Solution Architect

講演内容　従業員の働き方が多様化し、デバイスを利用する場所も、アクセスするアプリケーションも大きく変化し
ました。 ネットワークとセキュリティをクラウドサービスとして提供するSASEは、ビジネスをセキュリティの脅威から
守りつつ、最適なユーザー体験とシームレスな接続性をあらゆるデバイスからすべての企業アプリケーションへ提
供します。 このセッションでは VMware SASEを構成する要素とメリットを紹介します。

こんな方におススメ！ IT担当者、セキュリティ担当者、IT管理職

15:30
▼

16:10

BS-23   Breakout Session

今こそ求められる、ゼロトラスト × サイバーセキュリティとは
登壇者 釜池 聡太 氏
 トレンドマイクロ株式会社
 エンタープライズソリューション部
 シニアプロダクトマーケティングマネージャー

講演内容　DXという言葉は幅広い意味を示すこともあり「定義は？」「どのような考えをもったらいいの？」 そのよ
うなお声をよく耳にします。弊社では「DX = データをビジネスに活用する」 と考えており、エッジコンピューティング
の観点からAzure Stack HCI の事例、弊社内のIT事例、また管理方法を交えてご紹介いたします。

こんな方におススメ！ APの導入、管理を簡略したい、トラブル対応に苦慮している方々

BE-23   Breakout Session

バックアップを統合するためのベストプラクティスソリューション
登壇者 ジョージ クランプ（George Crump） 氏
 StorONE, Inc.
 Marketing
 Chief Marketing Officer

講演内容　次のことについて説明します。バックアップインフラストラクチャの状態、バックアップ統合の目標、進化
した最新のバックアップアプリケーション、従来型バックアップストレージターゲットの限界、StorONEの基本アー
キテクチャとS1プロダクト、S1の機能によるバックアップコストの削減、バックアップの高速化、操作の簡素化およ
び高性能の即時リカバリの提供。

こんな方におススメ！ SIer、VARおよびエンドユーザーのお客様

16:30
▼

17:10

BS-24   Breakout Session

改定版セキュリティガイドライン対応と
あるべき姿のネットワーク
登壇者 林山 耕寿 氏
 シスコシステムズ合同会社
 公共事業　ビジネスディベロップメントマネージャー

講演内容　令和3年5月に改定版セキュリティガイドラインが文部科学省から発出されましたが、境界型からゼロト
ラストへの移行を示唆する内容になっており、システム更新を控える教育委員会、提案事業者では混乱が起きてい
ると思われます。そこで、ゼロトラストとはなにか、今回の改訂で何故ゼロトラストが入ったのか、目指すべき学校の
ネットワーク構成について解説し、シスコで実現する次世代のセキュリティ対策についてご紹介します。

こんな方におススメ！ After GIGAスクール・セキュリティ提案を考えている方

BE-24   Breakout Session

SASEを導入してニューノーマル時代のセキュリティ変革を実現
登壇者 鈴木 優 氏
 Versa Networks, Inc.
 Systems Engineering
 Manager, Japan

講演内容　After/Withコロナのニューノーマル時代に対応したセキュリティ変革を進めていくことは様々な業
種・企業での共通の課題となっています。セキュリティ変革を進めていくのに必要なのはクラウド管理による高度な
アプリケーション認識、ブランチやリモート社員のクラウド接続、セキュリティ管理を容易に行うことです。本セッショ
ンではVersa TitanによるSASE機能についてデモを行いながらご紹介します。

こんな方におススメ！ SASEやクラウドセキュリティの導入を検討している企業

講演・セミナーのご案内

中元氏 望月氏

吉田氏



5DIS WORLD Digital Days 2021 Vol.2

Day3   11.25THU  ｜ Collaboration-Ready 
労働力不足などの課題に直面する地方では新しい働き方や、社内外とのコラボレーション（協創）の
重要性が増しています。多様で柔軟な働き方や生産性向上を促進するコミュニケーションや、必要不
可欠なセキュリティについてご紹介します。 

09:45
▼

10:45

K-3   Keynote

デジタル時代にIT関連企業がDX企業になるための処方箋
登壇者 森戸 裕一 氏
 一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会　代表理事

講演内容　デジタル庁の新設、自治体の各種行政手続き電子化などの社会のデジタル基盤整備の推進など、本格的なデジタル時代に突入している今、IT関連企業に求められること、期待する役割は大きく
変わってきています。今回は、業務効率化による組織の生産性向上を支援してきたIT関連企業が、お客さまのビジネスプロデュース的な役割を担う「DX企業」に変貌するためのポイントについて解説します。

11:00
▼

12:20

S-3   Special Session

徹底解説＆討論！「地方×中小企業」のDXの勝ちパターン
モデレータ 沢渡 あまね 氏 パネリスト 高村 和則 氏 山上 浩明 氏
 あまねキャリア株式会社  株式会社いとう 株式会社山翠舎
 代表取締役CEO  代表取締役 長野本社

講演内容　クラウド活用やDX化は大企業を中心に進んできましたが「中小企業」への浸透はまさにこれからです。特に地方の中小企業はDXに対して「自社には関係ない」と考えがちではないでしょうか。本セッションでは逆に「地方の
中小企業にこそDXが必要！」という観点でDX化に向けたシナリオや現状課題等を浮き彫りにすると共に、実際にクラウドビジネスを手掛けておられる販売店様、DXを推進中のユーザー企業様をお招きして、これからの地方の中小企業
DX化についてパネルディスカッションをお届けします。

12:20
▼

13:00

SP-31   Sales Pitch
Coming Soon

セールス従事者向け プリセールス・SE従事者向け

13:30
▼

14:10

BS-31   Breakout Session

アフターコロナにおける文書の電子化はAdobe一択！？
登壇者 寺尾 健登 氏
 アドビ株式会社
 デジタルメディア事業統括本部
 アカウントマネージャー

講演内容　昨今、働き方改革や新しいワークスタイルを本格的に導入する企業が増えてきました。業務効率化、出
社を前提としないテレワークの推進、事業継続への対応など様々な取り組みが実行されはじめています。そこで重
要になるのは「文書の電子化」です。「出社×テレワーク」のハイブリッドな働き方改革・業務効率化を実現する文書
管理ソリューションAdobe Document Cloudの概要とメリットをご紹介します。

こんな方におススメ！ 文書の電子化に取り組みたい、もしくは課題に感じている方

BE-31   Breakout Session

「Microsoft 365」で実現する簡単DX

登壇者 鈴木 哉 氏
 日本マイクロソフト株式会社
 Microsoft 365 ビジネス本部
 エグゼクティブ プロダクト マーケティング マネージャー

講演内容　DXを成功させた、ほとんどの企業がビジネス変革を成し遂げ、収益もアップさせています。日経225企
業の90%以上が導入している、マイクロソフトのクラウドサービスの代表格である「Microsoft 365」を導入すれ
ば、安全・安心に業務変革の環境を整え、DXのはじめの一歩を簡単に実現することができます。40分間でその全容
をデモを交えて分かりやすく解説します。

こんな方におススメ！ Microsoft 365 導入検討、販売担当者の方

14:30
▼

15:10

BS-32   Breakout Session

気軽なコミュニケーションが組織を変える！
～事例に学ぶ！  LINE WORKS 徹底活用～
登壇者 名倉 桂吾 氏
 ワークスモバイルジャパン株式会社
 法人ビジネス本部
 本部長

講演内容　新型コロナウィルスの感染拡大の影響で多くの企業が在宅、リモートワーク等で働く環境が大きく変化
をした1年でした。 そして今現在では在宅勤務が業務に適しているか否かを判断し、継続するのかやめてしまうの
かというフェーズに入ってきました。 働き方が多様化していく中で、LINE WORKSが選ばれる理由と導入事例をも
とにLINE WORKSの活用法のご紹介をさせて頂きます。   

こんな方におススメ！ ITツールに抵抗感がある方、初めてツールを検討される方

BE-32   Breakout Session

テレワーク環境でも安心！ デジタルアーツのセキュリティ対策／
リモートワーク環境を簡単、安価でセキュアにする方法教えます
登壇者 中山 竜輔 氏
 デジタルアーツ株式会社　マーケティング部

登壇者 吉田 睦 氏
 トレンドマイクロ株式会社
 ビジネスマーケティング本部 
 エンタープライズソリューション部　シニアマネージャー

デジタルアーツ　（Microsoft 365 / Google Workspaceの導入を検討されている方必見！）様々な企業で、テ
レワークが当たり前となりましたが、毎日のように標的型攻撃による被害や、情報漏洩インシデントが発生して
おります。本セミナーでは、実際に最近起こった標的型攻撃の事例や情報漏洩の事例を取り上げ、デジタルアーツ
「ｍ-FILTER」で解決可能な、メールの送受信対策をご紹介いたします。

トレンドマイクロ　Microsoft365・Google Workspaceご利用のお客様/販売店様、必見！ 本セミナーでは、
ニューノーマル時代に向けてクラウドサービスの導入が進む中、リモートワーク環境やクラウドサービスを利用する
際に検討すべきセキュリティの課題と対策のポイントを整理し、簡単、安価に導入いただける当社のソリューション
をご説明いたします。

こんな方におススメ！ テレワーク下のセキュリティ対策に不安を抱えてる方／リモートワークでのセキュリティを
検討しているお客様/販売店様

15:30
▼

16:10

BS-33   Breakout Session

Google Workspaceのご紹介
登壇者 宮崎 悦子 氏
 グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
 パートナーエンジニアリング　パートナーエンジニア

講演内容　Google Workspace は、メール、カレンダー、ドキュメント、ドライブ等の業務で必要な環境をシームレ
スかつ安全に統合し、あらゆる働き方に対応した生産性向上とコラボレーションのツールです。ドキュメントを単な
るデジタルの紙切れではなく、ウェブのリンクから共同作業できるコンテンツへと変革いたします。時間や場所にと
らわれないチームワークの実現方法について、本セッションでその概要をお伝えします。

こんな方におススメ！ Google Cloudのコラボレーションツールを知りたい方

BE-33   Breakout Session

自治体DXを見据えた三層分離の見直しと認証の重要性
登壇者 篠田 雄紀 氏
 株式会社ソリトンシステムズ
 ITセキュリティ事業部

講演内容　三層の対策を実施することでセキュリティ対策強化に取り組まれた自治体も近年はコロナ禍に伴うテ
レワークの実施において業務効率の課題も露呈してきています。行政システムのクラウド移行、デジタル化に対応
する上でも現在の三層の対策は課題が多く、改訂されたガイドラインの下で自治体情報セキュリティの在り方を見
直す動きが進んでいます。この見直しと自治体DXを見据えた際に重要となる認証について踏み込んで解説します。

こんな方におススメ！

16:30
▼

17:10

BS-34   Breakout Session

オンライン化の課題を解決する Webex by Cisco

登壇者 大野 秀記 氏
 シスコシステムズ合同会社
 コラボレーション事業部
 部長

講演内容　コロナ禍において、民間企業ではテレワークが働き方の一つとして定着化が進み、公共機関でや教育
機関でもオンライン会議、授業が急増しました。 本セッションでは、ますますオンライン化が進む日本において現
在、今後想定される課題をどのようにWebexで解決することができるのか、競合製品との比較 ユースケースも交
えてご案内いたします。

こんな方におススメ！ ビデオ会議システムの導入提案を検討されている方

BE-34   Breakout Session

連携！デバイスマネジメントと次世代セキュリティ
登壇者 手塚 洸佑 氏
 ヴイエムウェア株式会社
 パートナー技術本部　パートナー第二SE部　Partner Solution Architect

講演内容　テレワークが推進され、利用されるデバイスの数と種類が増える昨今ではエンドポイント管理が非常
に複雑化しました。 同時にサイバー攻撃は日々進化し、従来のアンチマルウェアソフトでは対応できず甚大な被
害が発生しています。 VMware ではエンドポイントを統合管理するWorkspace ONE に加えCarbon Black によ
るNGAVとEDRで、 どこにいてもセキュアな環境「Anywhere Workspace」を実現します。そこで本セッションでは
WS1 とCB の連携によるEDR の活用法を、デモを交えてお伝えします。

こんな方におススメ！ セキュリティ管理者、IT管理者、デバイス管理担当者

講演・セミナーのご案内
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Day4   11.26FRI  ｜ Digital-Ready 
あらゆる業界でデジタルへの取組みが進んでいますが、業務フローや仕組のデジタル化に着手し
ているユーザーはまだ少ないのではないでしょうか。オンライン学習への取組みが進む教育DXや、
ペーパーレス・業務フローのデジタル化を促進していくためのヒントをお伝えします。

09:45
▼

10:45

K-4   Keynote　デジタル・トランスフォーメーションの推進と中堅中小企業支援
登壇者 檜山 太郎 氏 滝本 啓介 氏
 日本マイクロソフト株式会社 日本マイクロソフト株式会社
 執行役員 常務 パートナー事業本部長 業務執行役員　パートナー事業本部副事業本部長　兼パートナー戦略本部長　兼SMBパートナー営業統括本部長

講演内容　従来リモートワークは組織の生産性向上を主な目的とし、働き方改革の中心とされる事がほとんどでしたが、働き方も大きく変化を求められ、リモートワークが新しい日常になりつつあります。本講演では、マイクロソフトが
考えるニューノーマルを見据えたデジタルトランスフォーメーションについてご紹介すると共に、中堅中小企業に向けたマイクロソフトの施策を交え、皆様の働き方改革を進めるためのヒントをお話しします。

11:00
▼

12:20

S-4   Special Session　教育DXによって実現されるべき、今後の学び
モデレータ 豊福 晋平 氏 パネリスト 浅野 大介 氏 平川 理恵 氏 竹元 賢治 氏
 国際大学  経済産業省 広島県教育委員会 インテル株式会社
 グローバル・コミュニケーション・センター  商務・サービスグループ 教育長 パブリックセクター・スマートシティ
 准教授・主幹研究員  サービス政策課・教育産業室　課長  事業推進部　教育事業推進担当部長

講演内容　新型コロナウイルス感染予防対策で「GIGAスクール構想」も一挙に前倒しでの整備が進みました。1人１台環境が実現した後（BEYOND GIGA）を見据え、10年スパンでの国際社会や地域を担える人材育成に必要な「教育
DX」について議論頂きます。また社会課題の解決に向け、子どもたちに身に着けておいて頂きたい資質能力や関連する企業に求めることを各有識者から提言を頂きます。※セミナー視聴者でアンケートにお答え頂いた方の中から抽選
で20名様に、ご登壇者の執筆本をプレゼントいたします！

12:20
▼

13:00

SP-41   Sales Pitch
Coming Soon

セールス従事者向け プリセールス・SE従事者向け

13:30
▼

14:10

BS-41   Breakout Session

社内書類のペーパーレスから始める、「ファーストDX」とは／
電帳法改正ポイントと文書管理ソリューションでの解決策
登壇者 岡本 泰城 氏 大垣 考広 氏
 株式会社エイトレッド ウイングアーク1st株式会社
 第１営業部　第1グループ 課長 BD事業部　BDビジネス戦略室　室長

エイトレッド　企業のバックオフィスDXの第一歩は紙による社内業務のペーパーレスとなります。既存の紙やアナ
ログな業務フローをそのままデジタル化できるワークフローサービスは業務のデジタル化・効率化に大きな力を発
揮します。本セッションでは、ワークフローサービスによるデジタル化を「ファーストDX」として位置付け、そのメリッ
トや効果についてご紹介します。

ウイングアーク1st　令和３年度改正電子帳簿保存法（電帳法）の実施が、2022年1月1日に迫っています。改正の
中で特に注目なのが「電子取引における紙保存措置廃止」になります。本セッションでは、最先端のドキュメントソ
リューションでありながら、電子帳簿保存法にも強いSPAの紹介とともに、SPAを使って「電子取引における紙保存
措置廃止」を簡単に乗り切る解決策をご紹介します。

こんな方におススメ！ ペーパーレスや電帳法にご興味があったり、DX促進をご検討されている企業へ提案される方

BE-41   Breakout Session

クラス最高の顧客経験と
従業員経験を提供するためのDX

登壇者 ラム プラサド（Ram Prasadh） 氏 吉道 誉史
 Freshworks ディーアイエスサービス＆ソリューション株式会社
 Partnership テクニカル部 クラウドテクノロジーグループ 係長 
 Regional Head - Japan and S.Korea

講演内容　全ての顧客が全てのチャネルでより有意義な会話を毎日行うFreshdesk CXスイート、市場の変化に迅
速に対応し、チームが顧客をよりよく知ることができるようになるFreshdeskとFreshworks NEOプラットフォーム
の組み合わせ、および直感的で価値実現までの時間が短縮されたインテリジェントなソリューションでITSMを最新
化する方法、反復的なタスクと手動プロセスを排除しノーコードワークフローと強力な自動化を使用してサービス
効率を向上させる方法等のご紹介。

こんな方におススメ！ カスタマーサポート、IT部門の責任者およびマネージャー

14:30
▼

15:10

BS-42   Breakout Session

学びを止めない、教育現場のオンライン活用と環境整備のポイント
―DISおてがる遠隔授業パック導入校の事例から探る「これからの提案」―
登壇者 竹元 賢治 氏 岩﨑 有朋 氏
 インテル株式会社 鳥取県教育センター
 パブリックセクター・スマートシティ事業推進部 GIGAスクール推進課 係長
 教育事業推進担当部長

 藏下 一成 氏
 修道中学校・修道高等学校
 中学教頭 美術科教諭

講演内容　コロナ禍の休校等により一気に加速した学校でのオンライン授業など遠隔教育。 その利活用状況を
DIS遠隔授業パックを導入した学校/自治体の事例や取り組みを紹介し、 また今後の展開や課題、可能性について
討議いたします。

こんな方におススメ！ 学校、教育委員会、ご担当の販売店様、並びにエンドユーザー様

BE-42   Breakout Session

現場DXを実現するBuddycomとシスコとは！？
登壇者 山口 朝子 氏
 シスコシステムズ合同会社
 パートナー事業 ストラテジックアライアンス推進部
 部長

 加納 佐有子氏
 株式会社サイエンスアーツ
 営業本部　マネージャー

講演内容　よく警備員や介護職員の方が通信機を利用されているのを目にしますが、 通信機をスマホに置き換え
て、IT化できるアプリがある事をご存知でしょうか？本セッションでは、業界屈指のスマホ向けライブコミュニケー
ションアプリを開発・販売するサイエンスアーツ社の“Buddycom”をご紹介します。シスコMerakiやAPI連携ソ
リューションでお客様の現場DX環境がどのように最適化されるのか、デモも交えてご覧ください。

こんな方におススメ！ 小売・製造・介護・警備など現場（デスクレスワーカー）のDXを提案・検討の方

15:30
▼

16:10

BS-43   Breakout Session

サイボウズ/kintoneで始めるDXビジネス
登壇者 鈴木 潤  氏
 サイボウズ株式会社
 パートナー第1営業部　副部長

講演内容　変化が早く大きくなる世の中において、システムの素早い構築と内製化はより求められております。
ローコードプラットフォーム商品として、広くユーザー様にお使いいただいているkintoneのご紹介と、DXビジネス
への取り組み方についてご紹介いたします。実際の事例や商品デモを織り交ぜながら、DX推進のヒントを集約しま
した。提案資料や研修の御案内など、明日の活動にすぐにつながる情報をお伝えいたします。

こんな方におススメ！ DXビジネスに興味ある方、社員教育を考えている管理職の方

BE-43   Breakout Session

Windows 11 －ハイブリッドワークと学習のためのOS

登壇者 春日井 良隆 氏
 日本マイクロソフト株式会社
 モダンワーク ＆ セキュリティ本部 モダンワークビジネス部
 エグゼクティブ プロダクト マーケティング マネージャー

 仲西 和彦 氏
 デバイスパートナーソリューション事業本部　マーケティング戦略本部　担当部長

講演内容　10月5日より、Windows 11の提供が開始されました。ハイブリッド ワークと学習のためのOSとしてデ
ザインされた Windows 11 の法人向けの機能を中心に、その魅力をお伝えします。。

こんな方におススメ！ ビジネスユーザー、情報システム部門、意思決定権者

16:30
▼

17:10

BS-44   Breakout Session

Webex & Google Meet - 更に上質な顧客体験の実現
登壇者 粕谷 一範 氏 中田 一成 氏
 シスコシステムズ合同会社 グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
 コラボレーション事業 Google Workspace 事業本部
 コラボレーションDX推進担当 ミーティング ソリューションズ スペシャリスト

講演内容　本セッションでは、新しい時代のコミュニケーションにおける最適な顧客体験をテーマにシスコシステ
ムズが提供する Webex と Google Workspace が各々で開発／実装した新製品／新機能をご紹介します。また、
先日 発表されたWebex 専用端末とGoogle Meet ハードウェア間の相互連携がこれからのお客様のコミュケー
ションにどのような価値をもたらすのかについても合わせてご紹介いたします。

こんな方におススメ！ ビデオ会議システムの導入提案を検討されている方

BE-44   Breakout Session

Windows 365 で実現するハイブリッドワーク
登壇者 山本 築 氏
 日本マイクロソフト株式会社
 クラウド＆ソリューション事業本部
 サイバーセキュリティ＆コンプライアンス統括本部
 クラウド エンドポイント技術営業本部　本部長

講演内容　世界初のクラウドPCとして盛り上がりを見せている「Windows 365」。 検討するにあたって、どのような
ユーザーが適切なのか、活用するうえでの検討すべきポイント、エディションの違い、Azure Virtual Desktop との違
いなど、一歩踏み込んだWindows 365 の情報を実際のDEMOも交えてご説明させていただければと思います。

こんな方におススメ！ Windows 365 を検討するIT担当の方

講演・セミナーのご案内
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

iKAZUCHI（雷）

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

リモートアクセス

非対面営業

BCP

周辺機器
アイオーで、
デジタル環境を
より使いやすく

株式会社アイ・オー・データ機器では、PC周
辺の分野から皆様のより最適なデジタル環
境をサポートします。リモートワーク分野：
Web会議システム、モバイルモニタ等／医
療分野：オンライン資格確認端末、医療向け
モニタ等／学校ICT分野：オンライン授業配
信、電子黒板等。

株式会社
アイ・オー・データ
機器

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

ペーパーレス・ワークフロー

クリエイティブ

アプリケーション

アドビでコンテンツ制作
の内製化を実現!

チラシや動画制作、細かなコンテンツの修
正などを外注していませんか?Creative 
Cloudはデザインに必要なクリエイティブア
プリが一式揃っているので、簡単なチラシや
動画を始め、その他コンテンツを簡単に内
製化できます。

アドビ株式会社紙の電子化・電子契約
ならPDFのアドビで

紙書類が原因で出社したり、契約書が届か
ずビジネスがストップしたりしてしまうこと
はありませんか? PDFの生みの親であるア
ドビのDocument Cloudを使えば、紙文書
の電子化はもちろん、安心して電子サイン
を導入できます。

アドビの
自動更新モデル登場!

アドビがiKAZUCHI（雷）自動更新に対応し
ました!（国内初）これにより、➀リセラーコ
ンソールでの作業が不要になり、➁申請書
不要で簡単便利になり、➂更新率の向上を
実現することができます。

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

教育ICT

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

デスクトップ仮想化

BCP

ITインフラ基盤 Are You CLOUD 
Ready?

出展二回目となる今回は“はじめての
AWS”に加えてより具体的なソリューショ
ン、サービスメニューのご紹介、多様なト
レーニングのご案内にフォーカスを当て、ク
ラウドビジネスでのビジネス定着、展開を
パートナー様と共に目指してまいります。

アマゾン
ウェブ サービス 
ジャパン株式会社

ゼロトラスト

教育ICT

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

モバイル・テレワーク端末

5G

モバイル・IoT・
エッジデバイス

最先端のテクノロジーと
インテルの取組み

新たな社会の実現を見据えた最先端のテク
ノロジーと、様々な業界でのワークスタイル
変革の事例、それらを支えるインテルの取
組みをご紹介いたします。

インテル株式会社

ゼロトラスト

EDR

ネットワーク強靱化

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

モバイル・テレワーク端末

デスクトップ仮想化

ITインフラ基盤 マルチクラウド時代
へのアプローチ

VMwareによる最先端のソリューションによ
りテクノロジーの再考、コミュニティの再編
成、ビジネスの再定義をご提案しています。
マルチクラウド時代のパートナー様のビジ
ネスモデルの変化をイメージいただければ
と思います。

ヴイエムウェア
株式会社

教育ICT

モバイル・テレワーク端末
モバイル・IoT・
エッジデバイス ASUS JAPAN株式会社

A S U Sブースでは、新登場の法人向け
「ASUS Expertシリーズ」や国内販売実績
No.1*の「ASUS Chromebook」、故障原因
を問わない「ASUSのあんしん保証」、タッチ
パネル搭載モニターやオールインワンPCの
新製品をご紹介します。*2021年1月~7月
「BCNランキング」を基にした自社調べ。

ASUSJAPAN
株式会社

教育ICT

モバイル・テレワーク端末
周辺機器 OKIのソリューションで

お客様課題を解決

弊社は2021年4月より株式会社沖データ
から沖電気工業株式会社に変わりました。
独自のLED技術を活かしたプリントソリュー
ションを中心に、この時代にOKIがご提案で
きる事を様々な角度からご紹介させて頂き
ます。

沖電気工業
株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

サブスクリプション

教育ICT

コミュニケーション・
チームコラボレーション

リモートアクセス

非対面営業

ペーパーレス・ワークフロー

コラボレーション DXを促進する
Google Cloud

DXを促進する統合型コラボレーションツー
ル「Google Workspace」を中心にGoogle
の製品、ソリューションについてご紹介いた
します。

グーグル合同会社

iKAZUCHI（雷）

ゼロトラスト

教育ICT

ネットワーク強靱化

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

ネットワーク

DXを支えるシスコの
最新ソリューション

コロナ禍からのハイブリッドワークだけで
なく、ビジネスや企業文化をDXした企業と
そうでない企業の間に歴然たる差を生み出
しつつあります。今「差をつける」ために必
要なテクノロジーを紹介します。DXを支え
るクラウド管理型ソリューションとして、ネッ
トワークインフラ（Meraki/Catalyst）、クラ
ウドセキュリティ（Umbrella/Duo）、コラボ
レーション（Webex）のご紹介。

シスコシステムズ
合同会社

DISマネージドサービス
でDX推進!

DXといっても中小企業様はまだ検討中、ど
こから手を付ければ良いかわからないと
いったお悩みはありませんか? DISでは、シ
スコ製品を用いた中小企業様、パートナー
様向けマネージドサービスを提供しており、
IT人材にお悩みの中小企業様を支援してま
いります。Merakiマネージドサービスで効
果的で効率的なインフラ運用によりDX人材
の確保にお役立ていただけます。

シスコ 教育・医療向け
ソリューション

オンライン授業や研究活動のリモート化に
より大学全体のデジタル基盤見直しが求
められています。教育情報セキュリティポリ
シーガイドラインの解説や、GIGAスクール
構想で7,000校以上に採用されたMeraki
を踏まえて更なる付加価値提案をご紹介し
ます。また、医療向けでは無線LANの“利用
状況把握”や“接続セキュリティ”を確保し、
医療業務への影響を最小限に抑えた患者
Wi-Fiの導入をご紹介します。

iKAZUCHI（雷）

ゼロトラスト

教育ICT

ネットワーク強靱化

モバイル・テレワーク端末

リモートアクセス

セキュリティ 
DXを見据えた「認証」
ソリューション 

ソリトンシステムズではDXの推進に必要な
認証ソリューションをご紹介いたします。民
間企業だけでなく自治体へのソリューショ
ンも多数ご用意しておりますので、ぜひブー
ス、セミナーへご来場ください。

株式会社
ソリトンシステムズ 

ゼロトラスト

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

労働環境改善・HRtech

モバイル・IoT・
エッジデバイス

ニューノーマル時代への
ご提案

当社は「コンピューティングとサービスで世
界を変える」という企業ビジョンに基づき、
ニューノーマル時代に求められる新たな価
値で課題を解決する「最新デバイス」と「ソ
リューション」をご提供いたします。

Dynabook
株式会社

ITインフラ基盤 TBD

デル・テクノロジーズは、「人類の進歩を牽
引する先進的なテクノロジーを創出し提供
すること」を目的として掲げ、PC・サーバー・
ストレージを中心にITインフラから皆様の
ビジネスをご支援しています。

デル・テクノロジー
ズ株式会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

ゼロトラスト

EDR

ネットワーク強靱化

IoT

セキュリティ IOT・ゼロトラストへ
最新セキュリティ

創業以来一貫してサイバーセキュリティの
グローバルトップベンダーとして邁進してき
ました。当社のソリューションはIoT、ゼロト
ラスト、テレワークと多方面にわたります。
最新のトレンドマイクロをご覧ください!

トレンドマイクロ
株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

モバイル・テレワーク端末

リモートアクセス

デスクトップ仮想化

IoT  

BCP

ITインフラ基盤 AMDへようこそ

【AMD EPYC™】世界最高のパフォーマンス
を発揮するx86サーバー・プロセッサーによ
り、パフォーマンス、セキュリティー、スケーラ
ビリティの業界水準がより向上しました。
【AMD Ryzen™】最大16コア、32スレッ
ド、最大4.9GHzのブーストクロック、最大
72MBのキャッシュを備えたプロセッサーに
より、既成の概念を変えるパフォーマンスが
実現します。

日本AMD
株式会社

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

IoT

クリエイティブ

サービス&サポート

モバイル・IoT・
エッジデバイス

ニューノーマル時代の
Acer製品ご紹介

LTE対応Chromebook、Windows PC、堅
牢タブレット、クリエーター向けハイスペッ
クPC、医療向け抗菌モニター、2in1空気清
浄機など、幅広いラインナップをご紹介しま
す。

日本エイサー
株式会社

モバイル・テレワーク端末

VR・AR・MR

5G

モバイル・IoT・
エッジデバイス

ハイブリッドワークに
最適なPCのご提案

「高い業務効率」「ストレスフリー」「セキュリ
ティ」を兼ね備え、ハイブリッドワークを実現
する最新機能搭載のデバイスからVR製品
まで日本HPの最新情報をお届けします。

株式会社 日本HP

iKAZUCHI（雷）

HCI

コミュニケーション・
チームコラボレーション

リモートアクセス

非対面営業

労働環境改善・HRtech

ITインフラ基盤 We’re ready!
DX商材一挙紹介

お客様の業務課題の解決や生産性向上に
向け、DX化を実現するプラットフォームや
サービスを、NECがトータル提案いたしま
す。NECブースでは、お客様やパートナー様
向けのお役立ち情報を掲載しておりますの
で、是非ご覧ください。

日本電気株式会社

ITインフラ基盤
ビジネス変革を
加速させる革新的な
DX推進

デジタルテクノロジーを活用したビジネス
変革は、様々なチャレンジと試行錯誤を経
てビジネスの成果を追求する段階に突入し
ました。HPEは革新的なDXプラットフォーム
を幅広い経験に基づく技術・ノウハウととも
に提供し、お客様のDXへのチャレンジを加
速させます。

日本ヒューレット・
パッカード
合同会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

コミュニケーション・
チームコラボレーション

リモートアクセス

デスクトップ仮想化

非対面営業

アプリケーション 日本マイクロソフト
株式会社

マイクロソフトのクラウド製品群は、堅牢で
セキュリティが高く、全体が連携しています。 
パートナー様のソリューションとの連携も可
能であり、ニューノーマルに求められるITの
在り方、業務効率の向上、働き方改革を推
進するヒントをご提示いたします。

日本
マイクロソフト
株式会社

サブスクリプション

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

非対面営業

クリエイティブ

モバイル・IoT・
エッジデバイス

ハイブリットワークを
支えるSurface

ハイブリッドワークの成功にはデジタルソ
リューションと最新デバイスが欠かせませ
ん。Windows 11をはじめとするMicrosoft 
365、そしてこれらを支えるSurfaceの最新
情報をお届けします。

日本
マイクロソフト
株式会社
（Surface）

ネットワーク強靱化

HCI

SDN

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

デスクトップ仮想化

BCP

ITインフラ基盤 元祖HCIの
ニュータニックス

HCIからハイブリッドクラウドまで、豊富な
ソリューションでITインフラの構築を実現す
る、国内・世界シェアNo.1のニュータニック
スについて詳細をご案内いたします。

ニュータニックス・
ジャパン合同会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

デスクトップ仮想化

BCP

アプリ開発

ITインフラ基盤 DX-Readyは
NetAppで決まり!

IoTやAI， MLが活用される新デジタル化時
代の基盤環境作りとは?オンプレ、クラウド、
エッジデバイスに渡り網羅的なデータの可
視化とコントロールを提供するNetAppな
ら、DXを強力に後押しできます!

ネットアップ
合同会社

サブスクリプション

モバイル・テレワーク端末

BCP

サービス&サポート

モバイル・IoT・
エッジデバイス

パナソニックの
働き方改革
ソリューション

ハイブリッドワークの課題を解決する「Let’s 
note」と現場業務の生産性向上を図る
「TOUGHBOOK」のソリューションをご提
案。「HDコム」はビデオ会議とWeb会議 
の混在会議が可能で働き方の新しいカタチ
を実現。

パナソニック
株式会社

リモートアクセス

非対面営業

労働環境改善・HRtech

クリエイティブ

周辺機器
時代に寄り添う、
アイデア満載
ディスプレイ

終息の兆しが見えてきたコロナ禍。明けた
先に待つのは、より良い社会であってほし
い。そんな想いを胸に、Philips液晶ディス
プレイ・デジタルサイネージは、ポストコロ
ナ時代の発展を牽引するプロダクトとアイ
デアを仕込んでいます。テーマは「最新鋭の
Philipsディスプレイが描く、DX社会への貢
献とロードマップ」。ぜひ、Philipsブースにお
越しください♪

MMD Singapore 
Pte Ltd. 
日本事務所
（PHILIPS）

HCI

モバイル・テレワーク端末

リモートアクセス

ペーパーレス・ワークフロー

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

ITインフラ基盤 ワークスタイル変革
からDXの始めの一歩を

ワークスタイル変革はDXを実現するための
マストアクション。富士通は最新プロダクト
とソリューションの提供を通じて、ワークス
タイル変革によるDXに貢献します。是非、富
士通ブースにお立ち寄り下さい。

富士通株式会社

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

IoT

VR・AR・MR

クリエイティブ

周辺機器 マウスってどうなのよ?

「24時間365日サポート」「国内生産」弊社
PCと、「信頼のブランド」弊社iiyamaディ
スプレイをご紹介。・Windows11紹介・大
学、専門学校向け キャンパスPC・教育ICT、
プログラミング学習向け 2in1・IoTOS搭
載 2in1・AdobeCC推奨 クリエイター向
けPC「DAIV」・eスポーツ向け ゲーミング
PC「G-Tune」・iiyamaディスプレイ新製品　
など

株式会社マウス
コンピューター

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

教育ICT

ネットワーク強靱化

コミュニケーション・
チームコラボレーション

非対面営業

ネットワーク 新しい生活様式と
ヤマハのソリューション

コミュニケーション活性化/ネットワーク強
化/会話の漏洩対策。リアル&オンラインを
融合させた「ハイブリットスタイル」をより快
適にするヤマハのソリューションをご提案。
クラウド型動画制作サービスもご紹介。

ヤマハ株式会社

モバイル・テレワーク端末

労働環境改善・HRtech

IoT

三密化防止・非接触

5G

サービス&サポート

モバイル・IoT・
エッジデバイス

レノボはDXを最新の
技術でサポートします

超小型デスクトップや最新のモバイルPCを
はじめ、人気のモバイルモニター、オンライ
ン会議システムなどのテレワークに最適な
製品やソフトウェアを出展させて頂きます。
是非、レノボ・ジャパンブースへお越しくださ
い。

レノボ・ジャパン
合同会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

コミュニケーション・
チームコラボレーション

非対面営業

BCP

コラボレーション LINE WORKS

バージョンアップにより強化されたビデ
オ通話機能をはじめ、ビジネスのコミュ
ニケーション基盤として使われる「LINE 
WORKS」の活用メリット、コロナ禍におけ
る顧客接点を強化する方法をご紹介いたし
ます。

ワークスモバイル
ジャパン株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

教育ICT ITインフラ基盤 アフターGIGA
ソリューション

2020年度から始まったGIGAスクールに関
して、導入後に製品を最大限活用いただく
ためのソリューションをご紹介致します。

ダイワボウ情報
システム株式会社
（Appleソリューション）

iKAZUCHI（雷）

HCI

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

モバイル・テレワーク端末

IoT

BCP

ITインフラ基盤
災害にも強い!
バックアップ基盤を
つくろう

オンプレミスとクラウド活用、理想のハイブ
リッド環境構築のために。Arcserveシリー
ズではお客様のシステム基盤のデータ保護
のあらゆるニーズに出来る限り対応した、
専門性の高いバックアップソリューションを
展開しております。ぜひこの機会にご覧くだ
さい。12月アークサーブiDATEN（韋駄天）
キャンペーンのご参加もお待ちしておりま
す!

arcserve Japan 
合同会社

サブスクリプション

ネットワーク強靱化

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

セキュリティ ログ管理システム
「ALog」

ALogはサーバアクセスログ市場シェア
No.1のログ管理システムです。さらに統合
ログ管理システム「ALog EVA」をご利用い
ただくことで、サーバだけでなく、クラウドや
UTMなどのネットワーク機器のログも一元
管理できるようになりました。導入、運用の
手間を軽減しつつ、効果的なログ管理を実
現すべく、AIによるログ分析機能や無償のレ
ポート定義集「自動検知パック」も搭載。新
しいALogをぜひご覧ください。

株式会社網屋

iKAZUCHI（雷）

ゼロトラスト

教育ICT

ネットワーク強靱化

モバイル・テレワーク端末

セキュリティ 会社の未来を守る
ALSIのセキュリティ

社内/社外の境界に囚われない最新のセ
キュリティソリューションをご紹介します。
■出展内容・Webフィルタリング/ファイル
サーバーのクラウド移行・高速ファイル自
動暗号化・サイバー攻撃対策プラットフォー
ム・インターネット分離・無害化

アルプスシステム
インテグレーショ
ン株式会社

iKAZUCHI（雷） セキュリティ クラウドバックアップの
ご提案

本ブースでは、サーバやPCなどのバックアッ
プデータをクラウド上に保存できるサービス
「クラウドバックアップ」のご紹介をいたし
ます。その他、テレワークのお悩みを解決す
るソリューションを提案いたします。

AXLBIT株式会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

コンサンプション（AS A Service）

リモートアクセス

IoT

BCP

セキュリティ
セキュリティ、
データ保護、IT管理を
統合

サイバーセキュリティとデータ保護とIT資産
管理を統合した「Acronis Cyber Protect」
を中心に、従来からのバックアップ製品
「Acronis Cyber Backup」や、昨今非常に
お問合せの多いPCの展開ツール「Acronis 
Snap Deploy」などもご紹介させて頂きま
す。

アクロニス・
ジャパン株式会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

モバイル・テレワーク端末

デスクトップ仮想化

BCP

セキュリティ 新しい働き方に寄り添う
データセキュリティ

セキュリティの在り方や対策が大幅に変わ
りつつある今 、データをどのように守るのか
はいつの時代も変わりません。 ニューノーマ
ルな時代に合ったデータセキュリティをご
紹介します。

アップデータ
株式会社

ペーパーレス・ワークフロー アプリケーション BtoBプラットフォーム
請求書

昨今、電子帳簿保存法の改正、インボイス
制度施工など目まぐるしく法改正がされ、
企業の請求業務の変革が求められておりま
す。弊社のBtoBプラットフォーム請求書は
電子帳簿保存法、インボイスのどちらにも
対応ができるソリューションとして注目を浴
びております。BtoBプラットフォーム請求書
を活用した請求業務をペーパーレス化する
ことのメリットをご案内します。

株式会社
インフォマート
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

モバイル・テレワーク端末

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

クリエイティブ

周辺機器

EIZOモニターで
実現する、働き方のDX

○FlexScanシリーズで、「CHOOSE EIZO 
WORK BETTER」○ColorEdgeシリーズで
実現する、遠隔色校正ソリューション○タッ
チモニターで、効率的なペーパーレス化を
実現

EIZO株式会社セキュリティ、
検査工程に改革を

○イベント連携、VMS連携で広がるIPモニ
ター活用の幅○ONVIFトランスミッターと
の組み合わせで、一歩進んだ監視を○人に
見やすく、AIに見やすく。EVSシリーズで異常
発見の効率化、省人化を実現

SDGs達成に向けた
最先端の取り組み

○EIZOは、環境への取り組みでもトップラ
ンナーです。使う人にも、地球にも優しい製
品をお届けします。

iKAZUCHI（雷）

モバイル・テレワーク端末

ペーパーレス・ワークフロー

ローコード・ノーコード

アプリケーション ノーコードで実現!
次世代のワークフロー

業務効率や生産性の向上、業務の電子化に
運用コスト削減、時短勤務とリモートワー
クなど、組織を円滑に運営していくために
解決しなければならない問題を「ワークフ
ロー」の導入で一挙に解決します。また、
ワークフローの構築に関してもノーコード
で実現できるため特別な知識等は必要ござ
いません。是非、次世代のワークフローを体
験してください。

株式会社
エイトレッド

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

ゼロトラスト

EDR

モバイル・テレワーク端末

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

セキュリティ

改正個人情報保護法
では全事業者が対象に!

2022年4月施行の改正個人情報保護法で
は、罰金が最大1億円に引き上げられるこ
とをご存知ですか? さらに、これまでは努力
義務とされていた情報漏えいが発生した際
の報告が義務化されるため、PC操作ログ
の取得による証跡管理が必須となります。
LANSCOPEはPC操作ログの取得に加えて、
IT資産管理、外部記録メディア制御など、情
報漏えい対策に役立つ様々な機能をご提供
します。

エムオーテックス
株式会社利用中のAV製品に

ご不満の方必見!

BlackBerry Protectは、AI技術を活用し
た次世代型のAV製品です。マルウェア検知
率は驚異の99%以上。亜種・変異型のマル
ウェアも、発生の1年以上前から予測して検
知します。また、シグニチャレスのため、頻繁
なアップデート作業も不要です。現在、無料
体験版の申込みを受付中。他のAV製品と
の同居も可能なため、環境を変えずに体験
できます。現在お使いのAV製品と比較して
みませんか?

Microsoft 365 連携が
新登場!

SYNCPITは、社内のよくある問い合わせ対
応などの定型化された業務で忙殺される
担当者を開放し、本来やるべき業務に集中
できる環境づくりをご支援するバーチャルア
シスタントです。「Microsoft 365 連携」を
2021年冬にリリース。監査ログを読み解く
ことでしかわからなかったセキュリティリス
クをレポート化し、一目で確認できます。ぜ
ひご確認ください。

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

BCP

周辺機器
エプソンでできる
環境貢献、業務効率の
向上

エプソンは商品・サービスによりお客様の
活動に貢献し、持続可能な社会の実現に向
けその責任を果たしていきたいと考えます。
こちらでは環境負荷の低減、業務効率や生
産性の向上に役立つ製品をご紹介します。

エプソン販売
株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

教育ICT

非対面営業

ペーパーレス・ワークフロー

三密化防止・非接触

周辺機器 エレコムがおくる
“DXはじめの一歩”

Wi-Fi構築、デジタルサイネージ導入、タブ
レットを使用したペーパーレス化、オンライ
ン会議関連品、勤怠管理システムと連携で
きるサーマルカメラなど、エレコムは“DX”
を実現するための“はじめの一歩”をお手伝
い致します。

エレコム株式会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション
アプリケーション 生まれ変わった

AutoCAD

業界No.1の設計CADソフトのAutoCADが
生まれ変わりました。 AutoCAD LTと比べ
生産性が最大で86%向上。 生まれ変わっ
たAutoCADは3D設計だけではなく、作業
の自動化、カウント、チェック機能等を用い
ることで、設計者の負担・ミスを大幅に減ら
し設計時間の短縮を実現します。 価格は
AutoCAD LTと同額でのご提供です。

オートデスク
株式会社

ネットワーク強靱化

HCI

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

BCP

5G

周辺機器 仮想化・ネットワークの
電源ソリューション

仮想化環境での導入コスト削減や、SIerの
設定作業負担を軽減できるソリューション
をご紹介。また、ネットワーク機器の設置環
境に多い過酷な温度・狭所環境でも使用可
能なリチウムイオンバッテリUPSもご紹介。

オムロン
ソーシアル
ソリューションズ
株式会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

EDR

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

モバイル・テレワーク端末

セキュリティ

新世代エンドポイント
セキュリティ

カスペルスキーブースでは新たに提唱して
いる“終わりなきセキュリティ対策”への現
実解と最適解『カスペルスキーの新世代エ
ンドポイントセキュリティ』についてご紹介し
ます。 株式会社

カスペルスキー

iKAZUCHI（雷）
取扱製品のご紹介

iKAZUCHI（雷）の月額版及び価格ラダーに
も対応している年額版にて取り扱いされて
いるカスペルスキーのエンドポイントセキュ
リティ製品についてご紹介します。

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

EDR

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

モバイル・テレワーク端末

セキュリティ

ESET PROTECT
ソリューション

2021年7月に新たにリリースした「ESET 
PROTECTソリューション」は、エンドポイン
トの多重防御、統合管理、クラウドアプリ
ケーション保護など、クラウド管理を中心に
各種対策をパッケージ化することで、運用、
コスト両面において、お客様に負担を掛け
ることなく、包括的なエンドポイントセキュ
リティをご提供します。本ブースでは、新ライ
ンアップの紹介や特徴的な機能を動画でご
案内します。

キヤノンIT
ソリューションズ
株式会社

GUARDIANWALL
シリーズ

添付ファイルの自動ダウンロードリンク化
で安全なファイル送信を実現!
「GUARDIANWALL」シリーズなら、簡単・安
価にMicrosoft 365などクラウドメールの
セキュリティ強化を実現します。

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

ペーパーレス・ワークフロー

サービス&サポート

アプリケーション
脱ハンコ&紙!
コラボフローから
始めるDX

DXの一歩として、もうハンコや紙書類のた
めに出社することなく、今の時代にあった
ワークスタイルを実現することができるよ
う、誰でも簡単に作れ、直せるワークフロー
システム「コラボフロー」をご紹介します。

株式会社
コラボスタイル
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

コミュニケーション・
チームコラボレーション

ペーパーレス・ワークフロー

ローコード・ノーコード

アプリ開発

コラボレーション cybozu.com

チームの業務改善を支えるサイボウズのク
ラウドサービスをご紹介いたします。デー
タベース、情報共有、コミュニケーション
「kintone」。中小企業向けグループウェア
「サイボウズOffice」。大企業向け管理機
能を搭載「Garoon」。届いたメールを複数
人で共有できるツール「メールワイズ」。上記
4製品をご活用いただけます。業務効率、DX
の対応にお困りの方ぜひお立ち寄りくださ
い。

サイボウズ
株式会社

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

ペーパーレス・ワークフロー

周辺機器 ホームソリューション社
おすすめ家電品

業務用タブレット、AQUOS、スマートフォン
をはじめ最新機器・家電品をご提案させて
頂きます。

シャープ
マーケティング
ジャパン株式会社

HCI

リモートアクセス

BCP

周辺機器 DX実現に向けて
-IT環境の安定運用

本イベントのテーマ「DX」実現の一助とな
る、リモート監視ソリューション・サービスを
はじめ、あらゆるIT環境の安定運用、運用
管理の効率化に必要な電源保護、主要HCI
対応のUPS管理ソフトウェアをご紹介しま
す。

シュナイダー
エレクトリック
株式会社

ゼロトラスト

ネットワーク強靱化

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

ネットワーク Mist AIドリブン
エンタープライズ

Wi-Fi、LAN、WANの「遅い、切れる、つなが
らないが発生、調査ではログは正常」という
運用に終止符を打つ、ユーザー体感を重視
した 「Mist AI」 によるネットワーク運用を
導入事例を含めご紹介します。

ジュニパー
ネットワークス
株式会社

EDR

HCI

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

デスクトップ仮想化

IoT

5G

ITインフラ基盤 StorONEおよび
最新GPUサーバ展示

DIS様でお取り扱いの始まったエンタープラ
イズ向けストレージソフトウェアStorONE
に最適なサーバのご提案の他、NVIDIA社
最新GPUにぴったりのGPUサーバを紹介し
ております。

スーパーマイクロ
株式会社

教育ICT

ネットワーク強靱化

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

デスクトップ仮想化

セキュリティ パッケージ商品の
ご紹介

企業・団体向けクライアント運用管理ソフト
ウェア「SKYSEA Client View」。大規模ユー
ザ向けシンクライアントシステム「SKYDIV 
Desktop Client」。学習活動端末支援Web
システム「SKYMENU Cloud」。

Sky株式会社

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

非対面営業

IoT

周辺機器 リモート会議の質を
向上・お悩み解決!

360度会議用webカメラ「ミーティングオウ
ル」、小型リモート専用機「MeePet」、web
会議で利用できるポケトークの新機能「ポケ
トーク字幕」など、リモート会議のお困りご
とを解決し、会議の質を向上する製品をご
提案します。

ソースネクスト
株式会社

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

労働環境改善・HRtech

VR・AR・MR

周辺機器 ソニーのニューノーマル
対応ソリューション

「新しい働き方」が企業様の課題となる今、
さまざまな用途のテレビ/ディスプレイ、高
画質な映像配信が可能なカメラ、テレワー
クに伴うモバイルPCなど、ソニーが提案す
るソリューションをご紹介します。

ソニー
マーケティング
株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

セキュリティ 新世代SonicWall
UTMシリーズ

本年、SonicWall UTMシリーズが新モデル
に刷新! 従来品よりも大幅にパフォーマンス
が向上した新世代UTMでセキュリティ対策
を! ■ ファイルスキャンはパケット再構築不
要&容量無制限! ■ 独自技術マルチコアを
採用、トラフィックが集中しても安定稼働 ■ 
サンドボックス機能はマルチエンジンを採
用、隠れた脅威を逃がさない

ソニックウォール・
ジャパン株式会社

iKAZUCHI（雷）

コミュニケーション・
チームコラボレーション

リモートアクセス

デスクトップ仮想化

三密化防止・非接触

サービス&サポート

コラボレーション 世界で25億台を動かす
リモート接続

PC、モバイル、工場の機械やロボットなど、
あらゆる人やものをいつでもどこでも、最高
レベルのセキュリティと高品質な接続性で
つなげるソリューション。複雑な設定やハー
ドウェアは不要。ARやIoTにも対応。

TeamViewr
ジャパン株式会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

ゼロトラスト

ネットワーク強靱化

非対面営業

セキュリティ SSL/WAF/新製品で
セキュリティ強化

SSL最大手デジサートが新サービスを紹
介。SSL証明書を簡単に管理できる機能や
複数年プラン、サイバー攻撃を防ぐWAF、脱
ハンコ支援のドキュメントサイニング、なり
すましメールを見抜くための「認証マーク証
明書」など。

デジサート・
ジャパン合同会社

iKAZUCHI（雷）

ゼロトラスト

教育ICT

ネットワーク強靱化

モバイル・テレワーク端末

セキュリティ デジタルアーツで実現
する安全なテレワーク

デジタルアーツはWeb、メール、ファイルの
ソリューションを自社で開発、販売している
国産セキュリティメーカーです。Webアクセ
スやメールの開封を意識せずにでき、ファイ
ルセキュリティでは昨今話題のPPAP対策
が可能です。オンプレミス・クラウドそれぞれ
ご用意しておりますので、業務環境に合わ
せてご提案いたします。

デジタルアーツ
株式会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

コミュニケーション・
チームコラボレーション

リモートアクセス

ペーパーレス・ワークフロー

BCP

コラボレーション

kintone連携サービス
〔定番〕5製品

おかげさまで5,000契約突破! kintone連
携サービスの定番であるトヨクモの5製品
を紹介します。プログラミング知識要らず
で、kintone化できる業務の幅を広げてみま
しょう!

トヨクモ株式会社

社員の安否確認から
始まるBCP対策

企業のBCP策定に欠かせない、社員との緊
急連絡ツールの確保はできていますか?
テレワークにより、確実なオンライン連絡手
段がないという声も。誰でも簡単に操作で
きる安否確認システムで万全な準備をしま
しょう!

サブスクリプション

コンサンプション（AS A Service）

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

コミュニケーション・
チームコラボレーション

クリエイティブ

アプリ開発

アプリケーション
パートナー様と
実現する
共創型エコシステム

IBMが現在推進しています各地区のパート
ナー様との共創型エコシステム・モデルに
ついてご説明致します。ぜひIBMブースまで
お立ち寄りください。

日本
アイ・ビー・エム
株式会社

iKAZUCHI（雷）

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

ペーパーレス・ワークフロー

BCP

ローコード・ノーコード

コラボレーション ニューノーマル時代の
グループウェア 

ビジネスコミュニケーションを円滑にす
る、NEOJAPANの製品をご紹介。代表的な
グループウェアのdesknet's NEOを中心
として、アナログな業務を簡単システム化
できるノーコード、ローコードなアプリ作
成ツール「AppSuite」、充実したセキュリ
ティでBCPにも活用できるビジネスチャット
「ChatLuck」をご紹介します。

株式会社
ネオジャパン
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

iKAZUCHI（雷）

ゼロトラスト

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

リモートアクセス

セキュリティ Versaによる
SASEソリューション

ニューノーマル時代に適したVersa Networks
のSASE・クラウドセキュリティー・ゼロトラス
トソリューションをご紹介します。
■ Versa SASE／■ Versa Titan／
■ Versa SD-WAN／■ Versa CSG

Versa Networks

教育ICT

ネットワーク強靱化

リモートアクセス

IoT

BCP

サービス&サポート

ネットワーク
シン・
無線ソリューション
展示会版

コロナ過の新しい生活様式の中で、無線
ネットワークは活用の場を広げています。
医療介護施設・文教現場・オフィスなどバッ
ファローでは多様な設置環境に最適な 
無線ソリューションをご提案可能です。無線
以外にもさまざまなソリューションをご用意
し皆様のご来場お待ちしております。

株式会社
バッファロー

教育ICT

IoT

クリエイティブ
周辺機器 パナソニックIoT家電で

働く場所を快適化

レイアウトフリーテレビやジアイーノなどパ
ナソニックが自信を持ってご提案する商品で
「働く場所の快適化」。在宅やオフィスなど、
様々な働く環境の課題を家電で解決致しま
す。ニューノーマルな環境で需要が高まって
いる商品も併せてご提案致します。

パナソニック
コンシューマー
マーケティング
株式会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション  

労働環境改善・HRtech

BCP

アプリケーション
PCA基幹業務
サブスクリプション
サービス

PCA基幹業務クラウドサービス「PCAクラウ
ド」「PCAクラウド on AWS」やオンプレミス
のサブスクリプションモデル「PCAサブスク」
をご紹介します。また、勤怠管理やストレス
チェック等HRソリューションも展示します。

ピー・シー・エー
株式会社

モバイル・テレワーク端末

労働環境改善・HRtech

モバイル・IoT・
エッジデバイス 華為技術日本株式会社 HUAWEIのPC、液晶モニター、タブレット

ウェアラブル端末を紹介させて頂きます。
華為技術日本
株式会社

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

モバイル・テレワーク端末

リモートアクセス

デスクトップ仮想化

非対面営業

ITインフラ基盤 QNAPハイエンドに
匹敵するミドルNAS

HDD/SSDによる自動階層化、クラウド連携
など、豊富な機能と低価格で中小企業から
高い評価のQNAP NASは、大企業での採用
も拡大中。導入規模や予算に合わせたモデ
ル選定と将来の拡張が可能です。

株式会社
フォースメディア

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

労働環境改善・HRtech

周辺機器 業種別プリンティング
ソリューション

ラベル・モバイル・レーザー・インクなど、
ブラザーには幅広いプリンターラインナッ
プがございます。製造・物流・小売り・医療
など、現場の様々なシーンでブラザー製品
は活用されています。中でも、ハイエンドの
レーザーや、インダストリアルモデルのラベ
ルプリンタは必見です。ぜひブースへお越し
いただき、ブラザーの業種別プリンティング
ソリューションをご覧ください

ブラザー販売
株式会社

アプリケーション Webサイトでご確認ください。 Freshworks Inc.

サブスクリプション

ゼロトラスト

教育ICT

ネットワーク強靱化

セキュリティ 漏れても安全な
パスワードで脱PPAP!

耐盗聴性能を高めつつ手間をかけない
PPAP代替ソリューションや、高度化するサ
イバー攻撃に対する防御として有効な無害
化（CDR）ソリューションなど、利便性を下げ
ないメール・ファイルセキュリティをご紹介
します

株式会社プロット
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

iKAZUCHI（雷） ITインフラ基盤 物理/仮想/クラウド
全てを保護

多機能で柔軟性の高いデータ保護をご提
供!
- Backup Exec：物理/仮想/クラウド全てを
統合バックアップ
- System Recovery：ディスクまるごと簡単
高速バックアップ

ベリタス
テクノロジーズ
合同会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

EDR

教育ICT

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

セキュリティ MCAFEE ENTERPRISE
エンタープライズ向けセキュリティソリュー
ションを紹介いたします。

MCAFEE 
ENTERPRISE

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド ITインフラ基盤 DXを実現する為の

自動化とコンテナ活用!

コロナ禍の中で今や当たり前となったIT
自動化と今後のDXの鍵を握るコンテナ活
用。そのスタンダードとも言えるAnsible、 
OpenShiftの導入から活用方法まで丁寧
に解説いたします!

レッドハット
株式会社

HCI

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

デスクトップ仮想化

IoT

ITインフラ基盤 Lenovo DXインフラの
ご案内

グローバルカンパニーのLenovoが誇る、
サーバー・HCI・ストレージ・Edge・IoTソ
リューションの先端テクノロジーをご紹介
します。何に手を付ければよいか? 課題解
決をお探しのお客様に、豊富な導入実績を
誇るLennovoのエンタープライズ・ソリュー
ションをご紹介致します。

レノボ・
エンタープライズ・
ソリューションズ
合同会社

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド ITインフラ基盤 Wasabi Hot 

クラウドストレージ 

Wasabiはシンプルで下りデータ転送料と
APIリクエストを無償化し競合他社の1/5
の価格で提供するバックアップ&アーカイブ
アプリケーションに最適なHotクラウドスト
レージです。

Wasabi 
Technologies 

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

教育ICT

リモートアクセス

非対面営業

三密化防止・非接触

コラボレーション 働き方を変えることなく
テレワークを実現

私どもR S U P P O R Tの主要製品として、
RemoteCall（NTTドコモ様のあんしん遠
隔サポートでも採用いただいている、遠隔
サポートシステム）、およびRemoteView
（在宅勤務を誰でも簡単&安価に導入でき
るリモートアクセスツール。国内導入社数
18,000社以上）、RemoteMeeting（インス
トール無しでWebブラウザから簡単に始め
られるWeb会議システム）がございます。

RSUPPORT株式会社

コミュニケーション・
チームコラボレーション

非対面営業

労働環境改善・HRtech

アプリ開発

サービス&サポート

アプリケーション 業務アプリ作成ツール 
@pocket

@pocketは自分で自由にアプリが作れる
業務アプリ作成ツールです。プログラム知識
は不要で、誰でも簡単にアプリが作成でき
ます。月額300円/IDから利用できるお手軽
クラウドサービスです。

株式会社アイアットOEC
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

教育ICT

労働環境改善・HRtech

IoT

三密化防止・非接触

スマートアグリ

モバイル・IoT・
エッジデバイス

三密回避の決定版!
「見張るくんPRO」

今日から始める環境計測! あの「ももことあ
やか」シリーズにLCD表示器付きの環境計
測ユニットが登場。計測データをその場で
確認、さらにLoRa無線通信機能で遠隔から
も監視。センサと通信、二つの技術で現場
環境を見張ります!

株式会社アイエスエイ超低温冷凍庫
監視ソリューション

コロナワクチン保存用超低温冷凍庫
（ディープフリーザー）の電源と庫内温度
を「W監視」。大切なワクチンを守ります。
万一の際の電源バックアップに加え、長距
離無線通信による庫内温度の常時自動計
測・警報が可能。

SMART-View-cloud

各種センサ計測データの活用に特化した、
総合監視システム・クラウドサービス。計測
データを集約・蓄積・グラフ化します! 「見
張るくんPRO」「超低温冷凍庫監視ソリュー
ション」との連携も可能です。

ゼロトラスト

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

リモートアクセス

労働環境改善・HRtech

モバイル・IoT・
エッジデバイス

パソコンも一括で!
端末管理ならCLOMO

10年連続国内MDM市場シェアNo.1! 
CLOMO MDMならWindowsをはじめ 
iOS・Androidなど、マルチ OS・マルチデバ
イスの統合管理が可能です。

株式会社
アイキューブド
システムズ

サブスクリプション

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

サービス&サポート

アプリケーション ニューノーマル時代の
働き方改革サービス

■電子契約・契約管理統合プラットフォーム
『SATSIGN』
■交通費の精算からあなたを開放します!
『PiTaPa法人カード』

アイテック阪急阪神
株式会社

IoT

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

BCP

三密化防止・非接触

5G

アプリ開発

ネットワーク スマートで安全な
世界に貢献するAxis

視覚、音声、分析に基づくソリューションを
活用して、セキュリティを強化し、ビジネスパ
フォーマンスを最適化する方法をご案内し
ます。スマートシティ、サイバーセキュリティ、
AIを利用した映像解析など最新トレンドも
紹介しています。

アクシス
コミュニケーションズ
株式会社

iKAZUCHI（雷）

教育ICT

HCI

SDN

非対面営業

コラボレーション
位置情報で
企業のDXを実現!
Linkit

Linkitシリーズは「位置情報×コミュニケー
ション」をテーマに様々なラインナップを展
開しています。屋外・屋内といった利用シー
ンや、ヒト・モノといった対象物別に、ぴった
りなサービスをご用意。GPS端末を使って
様々なモノの位置管理ができるものや、タグ
を使って屋内での人の動きを見ることがで
きるものまで様々です。IoTのプロ集団であ
るACCESSのLinkitシリーズが企業のDX実
現を支援します。

株式会社ACCESS

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

HCI

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

労働環境改善・HRtech

BCP

ITインフラ基盤 新たな融合から拡張性
の高いシステム保護

ついにオブジェクトストレージへのダイレク
ト書込みから、パブリッククラウドのマシン
自体をオンプレミス同様に運用可能となっ
た新しいActiveImage Protectorシリーズ
のご紹介。

株式会社 アクティファイ
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

サブスクリプション

教育ICT

非対面営業

労働環境改善・HRtech

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

三密化防止・非接触

ネットワーク

お手軽提案パック
AIソリューションご紹介

「顔認証パック」は、エンタープライズクラス
の顔認証を競争力のある価格で容易に導
入可能です。企業の入退館、介護施設の徘
徊防止にも活用可。「店舗支援パック」は工
場や店舗で活用する多目的ソリューション
です。

APRESIA Systems
株式会社お手軽提案パック

先進サイネージご紹介

アジア圏で急成長しているの競争力あるサ
イネージシステムです。国内競合の約半額
程度で導入でき、ストレージの上限なし。AI
との相性も良い最先端のサイネージです。
コスト削減・競争力強化に有効です。

お手軽ネットワーク
監視運用パックご紹介

AN-ManagerStationというマルチベンダ
環境特化の安価且つ簡便なネットワーク監
視ソフト。サーバSEとのWLの平準化や運用
コスト削減が可能。デモを見た企業の4割
が導入を検討くださっています。

サブスクリプション

ゼロトラスト

EDR

教育ICT

SDN

非対面営業

ネットワーク 世界の安全を
ネットワークから創る

■アライドテレシスの無線テクノロジーによ
り無線LANを主役に～最大通信8×8を実
現するWi-Fi6対応無線アクセスポイント～
■7つにカテゴライズされた総合ITソリュー
ションサービス~ITインフラの設計から構
築・運用・監視・セキュリティ対策など、ワン
ストップで支援~

アライドテレシス
株式会社

サブスクリプション

リモートアクセス

デスクトップ仮想化

非対面営業

BCP

サービス&サポート

アプリケーション 業務サービスの
クラウド

800社を超えるパッケージ業務ソフトのク
ラウド化サービスや新しいビジネスプラット
ホームをクラウドで提供。企業のワークスタ
イル変革をIT技術とサービスで支援します。

株式会社
インストラクション

アプリケーション テレワーク（在宅勤務）
支援ソリューション

各業務に合わせた「テレワーク」を支援しま
す。
・在宅勤務状況を見える化
「MaLionCloud」
・自宅から会社PCに接続
「RemoteOperator 在宅」
・自宅のPCで電話受付「Hasso」

株式会社インターコム

ゼロトラスト セキュリティ ゼロトラスト時代の
認証基盤ソリューション

クラウドサービスの利用が急増し、在宅勤
務など働き方が大きく変わりました。それに
応じてセキュリティ対策も変化し、会社のみ
の端末に利用を制限する、パスワードでは
なく生体認証を使うなど、システムに求めら
れるレベルも上がっています。これからの時
代に求められる認証基盤が簡単に実装でき
ることをご紹介致します。

株式会社
インターナショナル
システムリサーチ
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

ゼロトラスト

BCP

セキュリティ

標的型攻撃メール
訓練サービス

特定の企業・組織を狙った高度で巧妙化さ
れたサイバー攻撃「標的型攻撃メール」が
近年増加中です。標的型攻撃メール対策に
必要な多層防御。システムだけではなく、適
切な初動対応を実施できる「人」の防御力
の強化も求められます。インフォメーション・
ディベロプメントの「標的型攻撃メール訓練
サービス」は不審なメールを区別するポイン
トの周知から、社内報告フローの訓練、そし
て対応を定着させることが可能です。 株式会社

インフォメーション・
ディベロプメント

スミッシング（SMS攻撃）
訓練サービス

標的型攻撃メールと並び、企業からの通知
SMSに見せかけ、悪質なアプリをインストー
ルさせたり、個人情報の窃取を目的とした
犯罪が増加しています。これはユーザーを
だまして感染ファイルをダウンロードさせる
こともできるため、機密データが漏洩する
恐れがあります。不審なメールと同様、SMS
攻撃に対しても初動対応の訓練は重要で
す。標的型攻撃メール訓練サービスと合わ
せて導入がオススメです!

サブスクリプション

ゼロトラスト

BCP

セキュリティ No.1クラウド・データ・
マネジメント

クラウド、SaaS、仮想、物理のワークロード
をシンプルに簡単に保護することがパワフ
ルなソリューション、それがVeeam Backup 
& Replication v11です。最新バージョンで
はCDP機能を提供しダウンタイムを解消、
データ消失とランサムウェアのリスクを排
除することが可能です。

ヴィーム・ソフトウェア
株式会社

ゼロトラスト

EDR
セキュリティ

エンドポイント
セキュリティ
ソリューション

ウォッチガードでは包括的なセキュリティソ
リューションをご提供しておりますが、今回
はエンドポイントセキュリティに絞って、EPP
（エンドポイント保護プラットフォーム）、EDR
（エンドポイント検知/レスポンス）、EPDR
（エンドポイント保護/検知/レスポンス）を
ご紹介します。

ウォッチガード・
テクノロジー・ジャパン
株式会社

サブスクリプション

IoT

モバイル・IoT・
エッジデバイス

IoTでさりげなく見守る
Famcall

「IoTみまもりソリューションAMISARE」から
生まれた、家族を見守る新しい形。さまざま
なIoTデバイスを使って間接的に・自然に・
仰々しくなく大切な人を見守る仕組みをご
提案します。医療施設や介護施設など、人手
不足が深刻な業種をサポートします。温度・
湿度・照度などを測定する環境センサーや、
BLEを使ったソリューションをご紹介。

株式会社ウェバートン

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

VR・AR・MR

アプリケーション クラウドストレージで
データを共有

Vectorworks Designシリーズは、利用環
境に合わせた柔軟な運用をサポートしま
す。プロジェクト共有機能により、非対面で
のデータの同時編集ができ、協働設計に活
用できます。

エーアンドエー
株式会社

コンサンプション（AS A Service）

教育ICT

SDN

モバイル・テレワーク端末

周辺機器
会議/配信向け
液晶ディスプレイと
伝送機器

会議システムや配信システムで活用いただ
ける液晶ディスプレイ、延長器・高強度の長
尺映像ケーブルなどをご案内いたします。

株式会社エーディテクノ
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

サブスクリプション

ペーパーレス・ワークフロー

アプリ開発

サービス&サポート

アプリケーション 環境分析支援ソフト
「eaXross」

｢環境分析業務を支援するシステム｣の開発
を中心に行っております。こちらの製品は環
境分析に特化したクラウドサービスとなり
ます。水質検査、食品検査、大気測定、作業
環境、簡易専用水道、浄化槽法定検査、石
綿分析、衛生検査と多くのパッケージをご
用意しております。

株式会社エイビス

サブスクリプション

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

セキュリティ ファイル権限
デザイナー・Exment

Windowsのフォルダ・ファイルのアクセス権
を一括設定・一覧表示・出力できる「セキュ
リティー対策アプリケーション」や、無料で
利用可能な「データ管理Webシステム」等
をご紹介しております。

株式会社
エクシード・ワン

モバイル・テレワーク端末

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

IoT

三密化防止・非接触

セキュリティ ペーパーレス会議・
無線調査・ファイル転送

自治体・金融・大学・病院・官公庁で採用さ
れDXやコロナ感染防止対策で注目のペー
パーレス会議システム。屋内外問わず無
線LANの電波調査をもとに快適な無線環
境とテレワーク需要に対応したセキュアな
ファイル転送のサーバーをご紹介いたしま
す。

株式会社エステック

サブスクリプション

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

ITインフラ基盤 統合運用管理
ソフトウェアHinemos

多種多様なITシステムの安定運用を、圧倒
的なコストパフォーマンスで実現する 統合
運用管理ソフトウェア「Hinemos」。ニュー
ノーマル時代に求められるIT運用管理と、
その実現に向けたソリューションをご紹介
します。

NTTデータ先端技術
株式会社

教育ICT

ネットワーク強靱化

三密化防止・非接触
周辺機器

4K映像伝送
ソリューション（PoE）

授業を複数教室に配信することで教室
の”3密改善”を「FXC5200シリーズ」及び 
Visionary Solutionsの「Duetシリーズ」で
4K高画質・高音質な講義を配信可能です。
映像/音声をIP化して伝送しているためシス
テムの拡張性が高く、最小限の機材追加で
制限なく拡張が可能に。配信する教室のパ
ターンも自在に変更することができます。

FXC株式会社

遠隔監視可能!
光メディアコンバータ

EthernetOAM対応メディアコンバータ
「LEX3000シリーズ」“安心の日本製を選
びませんか?”
・リンクOAMによる遠隔監視/制御（Link 
OAM/CFM OAM）
・障害の切り分けが容易（LFP/Inband-
LFP/Dying Gasp）
・容易な機器交換（ラインカードのConfigを
自動反映自動保存）

教育ICT

リモートアクセス

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

三密化防止・非接触

クリエイティブ

セキュリティ タブレットの充電/保管 
電源キャビネット

iPadをはじめとしたタブレット端末やス
マートフォンを充電しながら保管できる
【Tablet*Cart Series】
工事不要で個室空間を実現、キャスター付
可動式集中個室ブース【C-BOOTH】

エム・ティ・プランニング
株式会社

モバイル・テレワーク端末

非対面営業

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

三密化防止・非接触

モバイル・IoT・
エッジデバイス

貴社のお悩み解決!
業務向けタブレット

「製品のライフサイクルが短い」「OSのバー
ジョンアップが多くて、開発部門の更新頻度
が多い」などといったお悩みにこたえる業務
用途向けタブレットを多数ラインナップ。ま
た、「キッティングサービス（有償）」と「日本
国内におけるアフターサービス体制」で、購
入時だけでなく、購入後も安心してご利用
頂けます。貴社のお悩みを弊社タブレットで
解決させて頂きます。

オーディーエス株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

IoT
モバイル・IoT・
エッジデバイス

低コスト短期導入 
IoTクラウドサービス

IoTを手軽に始められるクラウドサービス
「AxisIoT」をご紹介。以下のような課題を
解決します。工場設備の稼働状況を監視し
て停止時間を短縮したい! 設備ごとの稼働
時間を可視化して設備を有効活用したい! 
設備の停止原因を把握して予備保全につ
なげたい!

キッセイコムテック
株式会社

モバイル・テレワーク端末

ペーパーレス・ワークフロー
周辺機器

withコロナ×
電帳法改正×
キヤノン

「withコロナ」の社会における「新しい生活
様式」が定着するなか、我々を取り巻くビジ
ネスの在り方も大きな転換期に入っていま
す。本ブースでは、身近なビジネスシーンで
の利用を想定して、➀大判プリンタとポス
ター作成支援ツールの活用 ➁2022年1月
より施行される「電子帳簿保存法」改正に
対応したドキュメントスキャナの活用 ➂在
宅ワークを支援する家庭用プリンタの活用 
 をご提案させていただきます。

キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社

サブスクリプション

ゼロトラスト

コミュニケーション・
チームコラボレーション

リモートアクセス

労働環境改善・HRtech

VR・AR・MR

アプリケーション

簡単にデータ分析が
できるTableau

Tableau（タブロー）は全世界で利用されて
おり、専門的な知識を持たない人でも簡単
に始められるセルフデータ分析ソリューショ
ンです。当社は、ライセンス手配から導入/
技術サポートまで一貫したサービスをご提
供します。

九電ビジネス
ソリューションズ
株式会社

現場業務を支援する
XRソリューション

最新のウェアラブルデバイスを用いた遠隔
支援や操作支援といったラインアップで、製
造業や建設業を始めとした様々な現場業
務が抱える多くの課題を解決し、コスト削減
と品質向上を同時に実現します。

セキュリティ意識を
醸成する警戒情報配信

緊急性・深刻度が高いサイバー攻撃情報
や、ウイルスメール情報などの警戒情報を
経営層や従業員の皆さまにも分かりやすい
内容でメール配信することで、一人ひとりの
情報セキュリティ意識の醸成を支援します。

サブスクリプション

BCP
アプリケーション 安否確認サービスで

実現する安全確保

企業のBCP対策は、災害発生時に従業員の
安否確認および、安全確保をする必要があ
ると考えます。当ブースでは、両面で貢献が
できる安否確認サービスのご紹介をいたし
ます。是非、お気軽にお立ち寄りください。

京セラ
コミュニケーション
システム株式会社

モバイル・テレワーク端末

ペーパーレス・ワークフロー

アプリ開発
アプリケーション

enerZing（エナジング）
CRM

enerZingCRMはコールセンターはもちろ
ん、一般受付業務や保守業務にも対応した
高機能インバウンド顧客応対管理システム
です。 協和テクノロジィズ

株式会社

測定器一元管理
システム

QRコード・バーコードと連携、スマートフォ
ン利用できるクラウド測定器一元管理シス
テムです。

サブスクリプション

モバイル・テレワーク端末
セキュリティ 無料PC脆弱性診断で

必要な対策を自動提案

無料で開始できるエンドポイントセキュリ
ティ対策として、クラウド型「PC脆弱性診断
サービス（PCドック）」と必要なエンドポイン
ト対策サービスをご紹介いたします。
・PCドック（PC脆弱性診断サービス）
・DefenderControl（Windows Defender
の設定制御・集中管理）
・ISM LogAnalytics（PC操作ログ取得と
ワークバランス・セキュリティレポート）

クオリティソフト
株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

アプリケーション 機械設計用3D-CAD
「IRONCAD」

IRONCADは直感的でわかりやすく機械設
計者はすぐに使いこなせるようになります。
余計な制約や難しい概念で思考を妨げられ
ずに設計作業に専念できその威力は特に
装置・治具などのFA設計において発揮され
ます。

株式会社
クリエイティブマシン

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

コラボレーション Adobe Sign連携で
業務改善

この文書も電子化できるの?と疑問があれ
ば、是非お立寄り下さい。電子帳簿保存法/
電子署名法/各業法など踏まえた電子契約
の導入をご支援させていただきます。「紙で
の管理運用はもううんざり!」そんな皆様へ
ユースケースを基にしたデモも実演します! 
受発注業務から雇用契約業務まで多様な
シーンでご覧いただけます。

k&iソリューションズ
株式会社

コンサンプション（AS A Service）

EDR

ネットワーク強靱化

SDN

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

アプリケーション 格差なく
住み続けられる街づくり

KCMEでは、格差なく住み続けられるまち
づくりに貢献出来る7分野（通信、安全、医
療・介護、教育、交通・物流、人口減少、地
域経済）を強力に支えるData Platformと
Network Solutionを提供します。導入事例
も踏まえてご紹介させて頂きます。利用者様
の予兆を検知し、医療費の削減、健康寿命
を延ばす事にも取り組んで参ります。

KCCSモバイル
エンジニアリング
株式会社

サブスクリプション アプリケーション 工事原価管理システム 
どっと原価NEO

建設業向けの原価管理システム どっと原
価NEOは見積~請求回収を一気通貫で管
理頂ける基幹システムです。工事ごとの利
益状況を「みえる化」し、業務合理化と経営
の効率化を図ります。

株式会社
建設ドットウェブ

デスクトップ仮想化 アプリケーション 仮想化 &
VDIソリューション

Macで Windows を稼働させる仮想化ソフ
トでお馴染みの Parallels Desktop。新た
にChromeBook版も登場。

コーレル株式会社
（パラレルス）

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

IoT

モバイル・IoT・
エッジデバイス

IoT・ビッグデータを
用いたスマート保全

IoTやAIなどの新技術を活用し安全性や効
率性を追求する取組を支援するスマート保
全や、においに着目した異臭検知による設
備保全、ドローン+高精度位置情報活用に
よる最新の測量方法をご紹介します。

株式会社コア

IoT

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

モバイル・IoT・
エッジデバイス

最新の産業用AI、
IoTエッジPCご紹介

注目のJetson Nano搭載AIエッジPCから、
OSをシャットダウンせずに電源断できる高
速CPU搭載組込みPC、更にハイパフォーマ
ンスPCまでフルラインアップでご紹介を致
します。

株式会社コンテック

モバイル・テレワーク端末

ペーパーレス・ワークフロー

IoT

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

VR・AR・MR

モバイル・IoT・
エッジデバイス

ビジネスを加速
多様な
コンピューティング

新製品「Windows搭載タブレットPC」、サイ
ネージに最適 「スティックPC」 、高性能・短
納期のGeForce RTX30シリーズ搭載デスク
トップPC「GALLERIA」、高精細デジタル顕
微鏡 「マイクロスコープ」 をご紹介します。

株式会社サードウェーブ
（ドスパラ）

サブスクリプション

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

リモートアクセス

IoT

5G

コラボレーション
Buddycom
（バディコム）
体験ブース

株式会社サイエンスアーツが開発・提供す
るアプリケーション、デスクレスワーカーを
つなげるライブコミュニケーションプラット
フォーム「Buddycom（バディコム）」をご紹
介します。介護・建設・製造・小売などのデス
クレスワーカーに特化した現場DXを実現す
るBuddycomをぜひ体験ください。

株式会社
サイエンスアーツ
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

ネットワーク強靱化

BCP
セキュリティ

クラウドの
メール送受信を、
よりセキュアに

CloudMail SecuritySuite:Microsoft 365 
/ Google Workspace と連携する、メール
セキュリティトータルソリューションです。
メール誤送信対策やPPAP対策などのセ
キュリティ&利便性向上を実現します。

サイバー
ソリューションズ
株式会社

クラウドメールにも、
BCP対策を

EmergencyMail:企業インフラとなった
メール環境ですが、クラウドメールであって
もBCP対策は必須です。Microsoft 365 / 
Google Workspace のメール機能トラブル
時にご利用頂ける、バックアップメールサー
ビスです。

自治体様向けメール
無害化ソリューション

CyberMail-CDR / CYBERMAIL Σ-ST:自治
体様において必須となっている、メール無害
化や添付ファイル無害化。それらに加えて、
無害化前の原本確認などを1本で実現する
ソリューションです。クラウドでもオンプレミ
スでもご提供が可能です。

IoT
モバイル・IoT・
エッジデバイス

LiveCare（ライブケア）

IoTと人工知能を活用し、牛の発情・分娩・
疾病を発見するシステム。温度センサーと
加速度センサーを備えたバイオカプセルを
牛に経口投与し、体温と活動量を体内から
測定・分析。天候や気温などの外部要因に
影響されない胃の中にカプセルを滞留させ
ることによる高い検知精度が特徴です。

株式会社TheBetter

MOWCAM（モウカム）

農家さんの声から生まれた牛舎の遠隔見守
りカメラ。パソコン・スマートフォン・タブレッ
トを通じて離れた場所から牛舎の様子をリ
アルタイムで監視。様々な場所に設置可能
で赤外線カメラにより夜間の映像も確認で
きます。ネット回線不要でコンセントにさす
だけで運用可能です。

教育ICT

モバイル・テレワーク端末
周辺機器

オンライン環境を
アップデート
しませんか?

オンライン会議、教育、診療、セミナーで活
用できるアイテムはサンワサプライで!カメ
ラ、ヘッドセット、マイク、スタンドなど各種取
り揃えております。その中でも、おすすめグッ
ズを今回ご紹介します!

サンワサプライ株式会社

ペーパーレス・ワークフロー

ローコード・ノーコード
アプリケーション

ATTAZoo +

【ATTAZoo +】 kintoneをもっと”簡単・便
利”に活用するためのプラグインセットで、
最大13個の機能を圧倒的なコストパフォー
マンスでご提供します。kintoneの機能拡張
が、簡単なマウス操作で設定でき、従来の
JavaScriptやCSSによるカスタマイズが不
要となるため、手軽に現場の業務改善や作
業の効率化が実現できます。

JBアドバンスト・
テクノロジー株式会社

ATTAZoo U

「ATTAZoo U」の利用で、kintoneの標準機
能では実現が難しいアプリ間のレコード更
新をかんたんステップで実現し、kintoneの
業務・部門連携活用をスムーズにします。

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

IoT

5G

アプリ開発

サービス&サポート

モバイル・IoT・
エッジデバイス

開発・製造・サポート
までワンストップ対応

JENESISは、中国深センのサプライチェーン
を活用し、迅速な開発と製造体制を構築し
ています。ハードウェアやソフトウェアの企
画、仕様策定、設計開発、試作、製造、保守、
ユーザーサポートなど一括してお任せ下さ
い。

JENESIS株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

コミュニケーション・
チームコラボレーション

非対面営業
アプリケーション 遠隔コミュニケーション

ツールLiveOn

●遠隔現場支援:スマートグラス+LiveOnで
遠隔現場支援が可能です。現場作業員の方
がハンズフリーで指示を受けながら作業で
きる環境を実現します。
●遠隔相談窓口:市役所等と出張所や行政
センター、金融機関本店と支店や出張所等
をLiveOnで接続し、窓口相談業務を遠隔で
行うことを実現します。
●オンプレミス版:対応可能です。2020年
web会議（オンプレミスタイプ）でシェア
No.1です。

ジャパンメディア
システム株式会社

サブスクリプション

コンサンプション（AS A Service）

ネットワーク強靱化

モバイル・テレワーク端末

リモートアクセス

IoT

セキュリティ

マルチOS対応
情報漏えい対策（DLP）

Windows、macOS、Linuxに対応した情報
漏えい対策（DLP）ソリューションEndpoint 
Protector（EPP）をご紹介いたします。EPP
はサブスクライセンスであり、オンプレミス、
SaaSとしてもご提供しています。USBなど
の外部デバイス制御、メールやクラウドスト
レージなどの出口ポイントでのデータ流出
をブロック、端末内での機密データ検出&削
除等が可能です。

ジュピターテクノロジー
株式会社

シスログサーバー&
ログ管理ソリューション

テレワークに潜む脅威!怪しいアクセスがあ
りそう… ログ保存・閲覧・検索で疑わしい
ログを抽出! 簡単&低コスト WinSyslogロ
グ管理ソリューションをご紹介致します。ク
ラウド環境 Asure、AWS、VMware導入実
績多数!

【ネットワーク監視】の
すべてをこれ一台で

UTMやファイアウォールは正常に動作して
いますか? セキュリティ機器の正常性を監
視してセキュリティを確実に。オールインワ
ンネットワーク監視ソフト「PRTG」でネット
ワークのすべてを監視!

コミュニケーション・
チームコラボレーション

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

IoT

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

スマートアグリ

アプリケーション

経営の見える化を
支援します

「Scope eye（スコープアイ）」は、企業経営・
営業戦略に必要なあらゆる社内情報・顧客
情報の一元化・可視化を支援する、統合シ
ステムです。

スタンシステム株式会社自治体向け大容量・
無害化ファイル送信

LGWAN、インターネット経由により大容量
の電子データを安全に送受信できるウェブ
サービス「DECO（デコ）」を御紹介します。

稲作支援SaaS
IoT、AI、LPWA、クラウドの技術を駆使して
稲作業のデジタルトランスフォーメーション
を実現します。
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

サブスクリプション

教育ICT

ネットワーク強靱化

IoT

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

5G

ネットワーク

導入して完結
時刻同期装置
タイムサーバ

タイムサーバはネットワーク機器の時刻同
期を行う専用のアプライアンスです。GNSS
やFM電波などの時刻源を利用することに
より、インターネットに接続せずに安全で正
確な時刻を配信することができます。汎用
サーバを使ったNTPサーバのように、NTP
の脆弱性に起因するメンテナンスはメー
カーからファームウェアが提供されるため
必要ございません。お客様の環境に適した
時刻源を、弊社社員がいつでもご提案させ
て頂きます。

セイコー
ソリューションズ
株式会社

簡単・安全・お任せな
時刻同期サービス

簡単・安全・お任せな時刻同期サービスと
して、閉域モバイル網を利用し、最低10営
業日で開通可能な「セイコークローズドモ
バイルNTP」サービスと、光テレホンJJYサー
ビスを利用した「セイコータイムマネージド
サービス 光テレホンJJY」をご用意しており
ます。どちらもインターネット接続は必要な
く、初期費用なし・年額のサブスクリプショ
ン形式でご提供します。

時刻のズレを解消
ネットワーク型クロック

ネットワーク型クロック「NTPクロック」は、
NTPサーバにネットワーク接続し時時刻を
補正する時計です。無線LANでネットワーク
に接続する「無線LANモデル」とネットワー
クから給電も受ける有線タイプの「PoEモデ
ル」の2種類をご用意。また、時計タイプとし
ては「アナログ」タイプと「デジタル」タイプ
をラインナップ。お客様の多様な用途を幅広
くカバーいたします。

サブスクリプション

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

BCP

三密化防止・非接触

アプリケーション ADVANCE
勤怠クラウド

様々な業種における「勤怠管理業務の効率
化」 「残業時間の適正化と削減」 「コンプラ
イアンスの強化」を実現する勤怠管理シス
テムです。
アフターコロナでますます求められる、多様
化な働き方にも柔軟に対応し、お客様の勤
怠管理や働き方改革に関する課題解決を
お手伝いします。

関彰商事株式会社

教育ICT アプリケーション 授業支援アドオン群

Google Workspaceのクラウド機能を活用
した新しい学びの世界を実現する「スマート
テンプレート」や低学年のChromebookの
操作を支援する「ソフトキーボード」、先生の
教材作りを支援する「縦書き・ルビ」機能な
ど、今まで出来なかったことを実現するアド
オンツールをご紹介します。

ゼッタリンクス株式会社

モバイル・テレワーク端末

IoT

5G

スマートアグリ

モバイル・IoT・
エッジデバイス

業務用Android端末の
最先端

堅牢型モバイル端末、グローバル実績No.1
のZebra Technologiesから、最新の端末
のご紹介を行います。

ゼブラ・テクノロジーズ・
ジャパン株式会社

iKAZUCHI（雷）

ゼロトラスト

EDR

ネットワーク強靱化

リモートアクセス

セキュリティ セキュリティ対策の
ソフォス

自治体強靭化（EDR）、ランサムウェア対
策、テレワークのセキュリティ対策などのソ
リューションをご紹介します。

ソフォス株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

ゼロトラスト

ネットワーク強靱化

モバイル・テレワーク端末

セキュリティ マイクロソフト365向け
メール対策

フィッシング、マルウェアといった標的型
のサイバー攻撃は拡大の一途をたどって
おり、新しいサイバー攻撃からMicrosoft 
365メールを守るには、攻撃の即時検知、
または予測的検知が不可欠です。なぜ
Microsoft 365が狙われやすいのか、最新
のメール攻撃にどのように対応するかにつ
いて、サイバー攻撃の事例も含めてご紹介
します。

高千穂交易株式会社

教育ICT アプリケーション

1人1台の
Chromebook環境を
支援

チエルがChromebookの運用管理、協働学
習、安全な活用、学習指導をしっかり支援し
ます。Google Workspace for Education
と連携したシステムで製品間連携により便
利で付加価値の高い機能を提供します。

チエル株式会社

1人1台環境の無線LAN
を可視化・安定化

学校現場の、インターネットが遅い、よく切
れる、つながらないといったトラブルに対
応、無線インフラの拡張やアップグレードな
しで安定した無線LAN環境を提供します。

サブスクリプション

教育ICT

労働環境改善・HRtech

アプリ開発

サービス&サポート

アプリケーション 統合型校務支援
システム スマート校務

教務系7システム・事務系7システムの14
システムからなる豊富なラインナップです。
GIGAスクール連携もできます。Microsoft 
365・SKYMENUと名簿を連携し面倒な進
級処理を簡単に行えます。

ティーエスケイ
情報システム株式会社

iKAZUCHI（雷）

ゼロトラスト

教育ICT

ネットワーク強靱化

リモートアクセス

デスクトップ仮想化

セキュリティ ニューノーマル時代に
こそ確実な本人確認を

利便性を損なわずセキュリティを強化する
多要素認証で、Windowsログオン、各種業
務アプリやVDI利用時の情報漏えい・なりす
まし対策を実現します。自治体、医療、教育
等の各種ガイドラインで求められる多要素
認証の導入、テレワーク導入におけるお悩
みをまとめて解決するソリューション、様々
なウェブサービスへのSSOを実現するクラ
ウド認証サービスご紹介します。導入実績も
豊富です。お気軽にお立ち寄りください。

株式会社
ディー・ディー・エス

サービス&サポート 周辺機器 コロナ禍での対策商品
（除菌、効率化）

コロナ禍における空気清浄や除菌商品と、
人と人の接触を回避するソリューション商
品を展開・2種の紫外線とオゾンのWの力
で除菌する空気除菌機・オンデマンドでオゾ
ン水を噴霧する除菌スプレー・ワンプッシュ
操作で相互通話できるクリアトークカム

株式会社ティービーアイ
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

教育ICT

ネットワーク強靱化

ネットワーク

【高コスパ】
Omadaシリーズ
続々登場!

TP-Linkが提供するSDNソリューション
「Omada」に新製品が続々登場! 新たに
Wi-Fi 6対応屋外AP「EAP610-Outdoor」
や10G対応スイッチ「TL-SX3016F」、「TL-
SC3008F」等が登場し、ラインナップを拡充
中です!是非弊社ブースへお越しください!

ティーピーリンク
ジャパン株式会社

【月額費用0円】
TP-LinkのSDN

ネットワークをソフトウェアで制御する
「Omada SDN Solution」は、月額費用を
必要としないため年間の管理費を抑えた包
括的なネットワークソリューションを提案し
ます。また、SDNを構成するOmada製品の
価格はどれもリーズナブルであるため初期
投資も低コストで実現します。DXは進めた
いが、インフラの構築や運用にお金をかけた
くない等お悩みのご担当者様は是非ご相談
ください!

【導入実績あり】
ホテル等様々な施設で
活躍

TP-Linkの「Omada SDN Solution」を導入
することで、オフィス・宿泊施設・教育現場
等へ一元化されたネットワーク構築を実現
します。Webブラウザを経由したOmadaク
ラウドアクセスや専用アプリを利用すること
で、複数拠点のネットワークを一元的に管
理することが可能なため、運用を委託され
ているSIer様においても人的リソースの削
減につながります!

教育ICT

ネットワーク強靱化

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

リモートアクセス

IoT

ネットワーク DXをけん引する攻めの
ネットワーク処方箋

DX環境構築にお悩みですか? DX化にあた
りネットワークインフラの強化は重要です。
当ブースでは「基幹ネットワーク」「セキュリ
ティ」「ネットワーク管理」の強化をテーマ
に、D-Link最新製品を提案します。

ディーリンクジャパン
株式会社

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

コミュニケーション・
チームコラボレーション

非対面営業

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

VR・AR・MR

アプリケーション

スマートグラス用アプリ

WorQu Remote for glass（スマートグラ
ス用アプリ）作業現場のDX改革として、ス
マートグラスが注目されています。WorQu 
Remote for glassを活用する事で、遠隔地
との情報共有や、スムーズな現場確認など、
業務効率化が可能になります。シンプルで
直感的な操作が可能なため、誰でも簡単に
使えるツールです。

株式会社電算システム
AI実証実験
Webサービス

WorQu for AI-PoC（AI実証実験Webサー
ビス）AIと聞くと、高度なスキルが求められ
る、AI導入ステップが複雑、導入には時間
がかかるなどといったイメージをお持ちで
はないでしょうか?「誰でも」「簡単に」そして
「いつでも」「安く」をテーマに掲げ、数値予
測・分類予測・時系列予測の3つのAIを用意
し、AI活用に向けたPoCサービスを提供し
ます。

クラウドサーバー

東濃IDC BizGr@nd（クラウドサーバー）
BizGr@nd（ビズグランド）はパフォーマンス
確保型のクラウドサーバーです。お客様専用
の物理機器を持ち込みBizGr@ndと接続す
るハイブリッド構成、オンプレミスからP2V
によるシステム移行も可能です。高コスト
パフォーマンスで耐災害性と高い免震性を
備えた24時間365日体制の東濃地区国産
データセンターです。
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

非対面営業

アプリケーション

NWフォレンジック
「NetRAPTOR」

メールやWebアクセスなど、インターネッ
トと組織の間で起こった事象をすべて記録
し、機密情報を長期間保存するネットワーク
フォレンジックスは、サイバー攻撃の実態を
証拠として保存・追跡するために有効です。
被害にあった場合の原因究明・経緯分析を
容易化し、適切な被害実態の把握と迅速な
対応で企業の信頼を守ります。

トーテックアメニティ
株式会社新電話ソリューション

今やテレワークが当たり前の時代となり、 
電話のあり方にも変化が出てきています。
「これから電話はどう変化していくのか」
Microsoft Teamsの電話機能と既設の
PBX環境を統合することで、これからの時代
のハイブリッドな電話システムを実現します。
「新しい働き方」に「新しい電話」をご準備
下さい。

EC-Connect+ BtoB

テレワーク時代の変化に伴い、BtoB企業
が本格的にデジタルトランスフォーメーショ
ン化が加速し、業務改善を推進する企業が
増えてきております。見積書・請求書発行な
ど、電話、FAXを中心としたアナログ的な業
務から、デジタル化を行うことで人的ミスや
業務の俗人化の改善、業務効率化のシステ
ムをご提案致します。

ゼロトラスト

教育ICT

ネットワーク強靱化

サービス&サポート

セキュリティ

サイバーセキュリティ
知識向上のために

次期自治体セキュリティクラウドに必要な
ゼロトラストを考慮したネットワーク、サイ
バーセキュリティ対策と障害対応ができ
るエンジニア国際資格「CND:Certified 
Network Defender」⇒セキュリティ実効
性を一気に向上させる設計と構築運用のキ
モ⇒DX推進に必須となるマルチクラウドセ
キュリティやゼロトラストの考え方⇒インシ
デント・レスポンスを迅速かつ適切に行うた
めの準備と実践など。 Top Out Human 

Capital株式会社

国内実績No.1の組織
サイバー教育&訓練

サイバー防犯/防災訓練によって組織全体
のレジリエンスとリテラシーを一気に向上
させる、国内実績No.1の組織サイバー教育
&訓練「トラップメール」を紹介。

セキュリティ実効性向上
とDX推進を実現

情報資産と機器の棚卸としてのアセスメン
トサービス、DX推進に必要となるDX関連
の研修も提供。

サブスクリプション

コミュニケーション・
チームコラボレーション

サービス&サポート

ネットワーク クラウド型電話&
コンタクトセンター

今お申し込みが急増しているクラウド型電
話サービス「Webex Calling」に加え、今
年度から新たにWebex Contact Center
サービスがリリースされます。弊社ではいち
早く皆様に情報をお伝えすると共に、ニュー
ノーマル時代の音声&オムニチャネルソ
リューションを御体感ください。

日永インターナショナル
株式会社

教育ICT

リモートアクセス
セキュリティ 校務用パソコンに

二要素認証を簡単導入!

Yubi Plus（ユビプラス）は、文科省のセキュ
リティガイドラインで提唱されている校務用
PCの二要素認証や、総務省のテレワークガ
イドラインに準拠したリモート接続を安心・
安全・簡単にご提供します!

日本情報システム
株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

ネットワーク強靱化

ペーパーレス・ワークフロー

三密化防止・非接触

5G

モバイル・IoT・
エッジデバイス

LINKwithall.
すべてをつなぐ

無人受付システム：非接触型タイプ【タッ
チレス】と従来のバージョンアップモデル
をご用意しております。最新無線技術：ウル
トラワイドバンドを利用した高精度位置情
報システム。紫外線照射装置：紫外線照射
で空間のウイルスを抑制・除菌を行う技術
【Care222®】

日本電通株式会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

BCP

三密化防止・非接触

アプリケーション 人事プラットフォーム
「jinjer」

人事業務を1つのデータベースで一元管理
【業務工数削減!】従業員情報を1つのデー
タベースで統合して管理できるため、「マス
タメンテナンス」の工数が大幅に削減!
【コスト削減!】HR関連のクラウドサービス
を1 つに集約できるため「大幅なランニング
コストの削減」が可能に!

株式会社ネオキャリア

iKAZUCHI（雷）

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

ペーパーレス・ワークフロー

BCP

コラボレーション

Microsoft 365を
もっと活用!

Microsoft 365 / Office 365をネクストセッ
トアドオンもっと便利に、安全に。端末制御
でセキュリティ強化、複雑な承認ルートにも
対応のワークフロー、階層化表示でカレン
ダー・アドレス帳をより見やすく等10種以上
のラインナップで365ご利用活性化を実現! 
SharePoint、Temas、スマホ利用OK! 1アド
オン@100円/月～の価格設定も好評です!

株式会社ネクストセット

完全クラウド型
ファイルサーバー

Direct Cloud Boxは完全クラウド型ファイ
ルサーバー。ユーザー課金ではなく容量で
の料金設定、ストレージ容量 500GB（ユー
ザー数:無制限）価格 30,000円/月～。デバ
イス認証、ゲスト招待、バージョン管理、高
度な権限設定など高機能・高セキュリティ
で好評です

サブスクリプション

教育ICT

リモートアクセス

非対面営業

IoT

三密化防止・非接触

周辺機器 いまさら聞けない
リモートワーク

パターン別ビジネスソリューション/「お仕事
用」トライバンドメッシュOrbiPro/業界最多
WiFi6ラインナップ/GIGAスクールで大人
気なマルチギガスイッチ

ネットギアジャパン
合同会社

HCI

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

BCP

ITインフラ基盤 マルチクラウド環境の
データ保護

クラウドが当たり前になってきた昨今、デー
タの所在に関わらず正しく保護することが
重要です。HYCUは運用負担を掛けること
なく、お客様の大切なデータをバックアップ
することで、最適な保護を提供します。また、
有事に備えた災害対策にも効果を発揮しま
す。

HYCU, Inc.

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

IoT

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

BCP

スマートアグリ

周辺機器
パトライトの
簡単IoT機器により
課題解決

今回は簡単IoT機器によりお客様の課題解
決にお役立ちできる製品の出展です。周辺
機器やソフトウェア連携しアラート発報の際
に弊社製品を使用することで、異常に素早
く対応できリスク低減行えます。

株式会社パトライト

ネットワーク オフィスが変わる、
未来が変わる

オフィス環境をスイッチしよう。新しい働き
方に対応するコミュニケーションのあり方
や、働く一人ひとりの心のあり方を考えるこ
とで働く環境を、もっと、息づく場所へ。パナ
ソニックLSネットワークスは、オフィスを変
えようとする人のそばに寄りそい活気ある
情報を発信していきます。

パナソニックLS
ネットワークス株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

サブスクリプション

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

ローコード・ノーコード

アプリ開発

アプリケーション 
テレワーク時の生産性
向上とガバナンス対策 

テレワーク時の生産性向上とガバナンス対
策「Coo Kai」。Coo Kaiとは、コミュニケー
ション基盤としてMicrosoft365 を劇的に
使いやすくするクラウド特化型の支援サー
ビスです。

株式会社ピーエスシー

アプリケーション 業務可視化・業務改善
支援ツールのご紹介

なぜ業務を可視化するのか? iGrafxは、
業務改善におけるお客様が抱える課題を
可視化します。「業務の可視化、分析、改善」
「規定マニュアル管理」「内部統制」「リスク
管理」「ISO、ISMS、Pマーク 等」に幅広く利
用されており、業務改善活動を支援する業
務プロセス可視化の専門ツールです。効果
的な「改善」のためには「可視化」が不可欠!

株式会社
フューチャーイン

IoT
モバイル・IoT・
エッジデバイス

オンプレミス
IoT構築パッケージ

食品工場などにおける温湿度管理、オフィ
スの会議室利用状況可視化やヒト・モノの
所在管理など、クラウドを使わないオンプ
レミス環境でも即構築可能なIoTシステム
パッケージをご紹介します。パワポ感覚でカ
スタマイズできる可視化ツールも搭載して
います。

ぷらっとホーム株式会社

アプリケーション
ナンバー認識から
始まる
お客様のおもてなし

車番（ナンバープレート）認識システム
「Vehicle Vision」は、ナンバープレートを瞬
時に検知、読取、認証、車両を特定するシステ
ムです。「Vehicle Vision」は、お客様のお待
たせなしの受付・サービスを実現します。

株式会社
ピー・エム・シー

ゼロトラスト セキュリティ 日立指静脈認証装置 
H-1

組織の内部統制や情報漏えい対策への対
応が迫られる現在だからこそ、システムへ
の「不正アクセス」や「なりすまし」を防止
するために利用者の本人確認の重要性が
高まっています。金融機関のATMなどで実
績のある日立の指静脈認証技術により、セ
キュアな認証システム環境を実現します。

株式会社日立製作所

デスクトップ仮想化

サービス&サポート
ITインフラ基盤

ネットワーク別
ボタン画面切替
ランチャー

ネットワークの接続先を認識しボタン画面
を切替えるアプリケーションランチャーで
す。OSのカスタマイズと合わせて起動アプ
リを制限し、ミスオペレーション防止と、余
計な操作をさせないセキュリティ強化をし
ます。

株式会社ファム

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

労働環境改善・HRtech

コラボレーション 生産性の高い働き方を
実現するWeb電話帳

「PHONE APPLI PEOPLE」は、人の価値を
高め、生産性を向上させる“人”中心のクラ
ウドサービスです。キーワードやスキルなど
で社内の専門家を、名刺データからお客様
や取引先を簡単に探しだし、最適なツール
（チャット/電話/Web会議等）でコミュニ
ケーションがとれ、コラボレーションを活
性化させます。Web電話帳市場で8年連続
シェアNo.1を誇り、多くの企業の働き方改
革の一助となっております。

株式会社 
PHONE APPLI
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

コミュニケーション・
チームコラボレーション

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

BCP

三密化防止・非接触

アプリケーション

BCP【長時間停電】対策
ソリューション

ITシステムの停電対策・BCP対策に、高
効率UPSと非常用コンパクト発電装置を 
組み合わせた長時間（24時間以上）電源
バックアップ等、トータルな電源ソリュー
ションをご提案します。

富士電機
ITソリューション
株式会社

働き方改革・業務効率化
ソリューション

■問合せ業務を支援するインシデント
管理/AI活用のコールセンターシステム
「CSStream」シリーズ
■ユーザ部門のDX推進「軽技Web」
　BIツール
■ペーパーレス化「ExchangeUSE」
　ワークフロー

画像認識
AIソリューション

■AI外観検査「AI-Stream Inspection」
■三密回避ソリューション「AI-Stream 
SafeZone」

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

コミュニケーション・
チームコラボレーション

非対面営業

アプリケーション 問合せ自動化ツール 
OKBIZ.

日々の業務で必ず訪れる「問い合わせ」。
お客様 / 社員問わず自動化する事により
30%の問い合わせ削減を実現します。導入
社数600社以上の実績から事例を共有させ
ていただきます。

株式会社PRAZNA

コンサンプション（AS A Service）

ゼロトラスト

教育ICT

サービス&サポート

セキュリティ
自治体・企業に
求められる
データ消去管理 

昨年末に総務省が改定した「自治体向け
ガイドライン」や、企業に求められる各種法
令・ガイドラインに遵守するためのデータ消
去ソリューションを、導入事例を含めてご紹
介します。  

株式会社
ブランコ・ジャパン

サブスクリプション

ゼロトラスト

教育ICT

ネットワーク強靱化

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

IoT

ネットワーク クラウド時代の
DDIソリューション

BlueCatはDNS/DHCP/IP Address 
Management：DDI ソリューションを提供
するベンダーです。私達は、クラウド時代の
複雑なネットワーク運用をシンプルな一元
化と自動化を実現すると共に万全なDNSセ
キュリティ対策を可能にします。

BlueCat Japan
株式会社

労働環境改善・HRtech ITインフラ基盤 OTRS10

OTRSはIE手法に基づいてつくられたあら
ゆる企業のカイゼン活動を支援するソフト
ウェアです。 動画を用いた作業分析により、
動作のムリ・ムラ・ムダを見える化し『作業標
準化』『教育・技術伝承』を推進します。

株式会社ブロードリーフ

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

ペーパーレス・ワークフロー

周辺機器 効率的なDXを実現する
BenQ製品の紹介

ベンキュージャパンは、アフターコロナのハ
イブリットワークな働き方にフィットする電
子黒板、スマートプロジェクター、ワイヤレス
ソリューションを展示しております。
【限定特典】先着20社限定で12月末までに
弊社製品をご成約された法人様に、ビデオ
会議で使える3万円相当のWebカメラをプ
レゼント！

ベンキュージャパン
株式会社

サブスクリプション

ゼロトラスト

教育ICT

BCP

セキュリティ HENNGE Oneで
ゼロトラスト

HENNGE Oneは、Microsoft 365、Google 
Workspace、Box、LINE WORKSなど、さま
ざまなクラウドサービスに対して横断的に、
セキュアなアクセスとシングルサインオン機
能などを提供するSaaS認証基盤（IDaaS）
になります。加えて、誤送信・標的型攻撃な
ど幅広いメールセキュリティにも対応したリ
モートワーク時代には欠かせないセキュリ
ティサービスです。

HENNGE株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

サブスクリプション

リモートアクセス

非対面営業

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

ITインフラ基盤
国内No.1
電子契約
クラウドサイン

大企業からベンチャー企業まで30万社以
上の導入実績で国内市場を牽引していま
す。 電子契約に伴う法令改正がさらに進み
民官問わずに脱ハンコ、契約業務のDX化
が更に推進されております。 クラウドサイン
は、2021年9月新プランを発表し、より企業
規模や実業務、セキュリティーに応じ選択が
できるプランの拡充。 エンドユーザーのDX
推進、電子契約の導入、提案の疑問点など
を理解と解決する機会となれば幸いです。  

電子契約クラウドサイン
（弁護士ドットコム
株式会社）

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

非対面営業

労働環境改善・HRtech

周辺機器 VB1で、WEB会議を
もっとスムーズに。

高性能なマイク、カメラ、スピーカーがスリ
ムなボディに一体となったBose Videobar 
VB1は、PCとUSBケーブル1本で接続する
だけで、今まで以上に見える、聴こえる遠隔
会議を実現します。1台で15人程度の会議
室まで増設マイク無しで対応。初期導入コ
ストを抑えながら、ハイクオリティなWEB会
議環境を整えます。

ボーズ合同会社

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

コラボレーション ハイブリッドワークで
新しい会議環境

Polyでは、ハイブリッドワークとして在宅勤
務だけではなく、会社の会議室、打ち合わせ
スペースでの複数人同士でもコミュニケー
ションを取ることが可能なソリューションを
ご紹介いたします。

Poly

モバイル・IoT・
エッジデバイス

次世代型双方向
コミュニケーション
ツール

ホワイトボードのように書き込めるディスプ
レイ、カメラやマイク、PCまで。会議に必要
なツールを1台に集約。Web会議時は、まる
で隣にいるかのような、臨場感溢れるコミュ
ニケーションを実現します。

株式会社
MAYA SYSTEM

コンサンプション（AS A Service）

コミュニケーション・
チームコラボレーション

アプリ開発

サービス&サポート

アプリケーション FaaSインテグレーター
Chalaza

クラウドサービスと連携するサービスです。
皆様のビジネスの未来をローコストに、そし
てスピーディに変革することをお手伝いし
ます。

三谷産業株式会社

IoT

三密化防止・非接触
周辺機器 コロナ禍でも安心な

非接触タッチモニター

➀タッチレス機能付タッチパネルモニター
画面に触れる必要なく、指を近づけて操作
可能です。
➁空中タッチディスプレイ
空中に浮かぶ映像を操作できます。
➂スピーカ―フォン仕様受付端末
受話器の無い受付端末です。

三菱電機
エンジニアリング
株式会社

教育ICT

ネットワーク強靱化

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

アプリケーション

SecureSeed Plus

操作ログ収集やデバイス利用制限、IT資産
管理はもちろんICカード認証もニーズに合
わせて選択できます。オンプレミス/クラウド
いずれでもご利用可能です。働き方改革に
おける勤務時間や業務の把握、テレワーク
による持ち出しパソコンの管理、情報漏えい
対策などに活用いただけます。

株式会社南日本
情報処理センター

病院・介護事業所の
ための「ヒトコラボ」

「ヒトコラボ」は、病院・介護事業所専用に
作られたタレントマネジメントシステムで
す。病院・介護事業所で必要な人材情報を、
いつでも・どこでも・安全に共有できます。
病院・介護事業所を持つ、医療法人様と共
同開発しました。「ヒトコラボ」は、属人的に
行っていた職員の経歴・資格・スキル管理を
法人全体で見える化し、「職員が専門性を
活かして長く働ける環境づくり」をご支援し
ます。
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

ネットワーク強靱化

リモートアクセス
ネットワーク リブーターで効率的な

ITシステム運用を!

ネットワーク対応型電源制御装置 【リブー
ター】のご紹介 ： 「テレワーク時のリモート
アクセス問題を解決!」「監視カメラシステム
の安定した運用に!」「デジタルサイネージ
の効率的な保守に!」PCを立ち上げる為、機
器を再起動する為だけに現地へ駆けつけ
ていませんか? そのお悩み、リブーターが解
決します!

明京電機株式会社

サブスクリプション

教育ICT

三密化防止・非接触
アプリケーション

映像ライブ
配信システムのご提案

ネットワークを利用して、ライブ映像を配信
する仕組みです。専用の機器で、ネットワー
クに繋ぎ電源を入れるだけで配信を始める
ことができます。3密回避のためのイベント
の分散開催等で活用いただいております。

メディアエッジ株式会社
映像配信システム
「MMDS」

VOD、ライブ配信（録画）が可能で、端末依
存せずWEBブラウザベースで視聴可能で
す。ID・パスで認証でき、コンテンツ管理や視
聴制限等も設定可能です。地方議会の配信
や一般企業・教育現場等でも利用されてい
ます。

「もっと! つながる
サイネージ」

クラウド型のデジタルサイネージサービス
です。いつも使うパワーポイント等の資料を
PDFにするだけで、コンテンツとして利用が
可能。また、シンプルでわかりやすいUIのた
め、簡単にサイネージを始めることができま
す。

リモートアクセス  

労働環境改善・HRtech
アプリケーション

弥生会計 22
会計業務に必要な機能をしっかりカバー。
誰でも使える「かんたん・やさしい」会計ソフ
ト。売上実績No.1の定番会計ソフト。

弥生株式会社弥生給与 22
わずらわしい実務をいっきに解消。給料日
前の給与計算業務の効率アップ。かんたん
に導入できて、法令改正も安心。

弥生販売 22
帳票のかんたん発行と、販売管理から仕
入・在庫管理までこれ1本で。2人に1人が選
ぶ、売上実績No.1の業務ソフト。

ハイパーオートメーション
（AI・RPA） アプリケーション 重要業務を任せられる

RPA

導入実績1,000社3,500本。2004年から、
失敗してお客様に迷惑をかける事ができ
ない受注業務を自動化し続けたノウハウと
最新の技術を詰め込んだRPA導入成功率
100%のサポート、入れるだけですぐに自動
化が実現できるWebEDI標準化ライブラリ
等充実したサービスも提供。

ユーザックシステム
株式会社

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

非対面営業

ペーパーレス・ワークフロー

三密化防止・非接触

周辺機器 あっ! たらいいな驚きの
アイデアのご提案

どこにいてもオフィス以上の効率化を図る
Targusドッキングステーション、サブモニ
ター、業務用としても幅広く導入いただいて
いるモニターアーム、タブレットアームをご
提案いたします。

株式会社ユニーク

リモートアクセス

労働環境改善・HRtech
コラボレーション 情シス課題を解消!

ニューノーマル対応

次世代コミュニケーションツールの 
Microsoft HoloLens 2を筆頭に、今後を見
据えたハイブリッドワークのソリューション
を幅広くご提案いたします。もちろん導入も
サブスクリプション（月額）で初期費用負担
を最小限にすることが可能!

横河レンタ・リース
株式会社
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

教育ICT

ネットワーク強靱化

モバイル・テレワーク端末

リモートアクセス

セキュリティ

MylogStar

MylogStarは物理環境・シンクライアント
環境にかかわらず、精度の高いログ収集力
でPC操作ログなどを取得できます。また、取
得したPC操作ログは直感的な管理画面で
効率的に管理・活用できます。

株式会社ラネクシーMylogStar Cloud

MylogStar Cloudはクライアント操作ログ
管理をクラウドサービスとしてご提供するこ
とで、お客様の導入作業や運用管理の工数
を大幅に削減し、情報漏洩対策や業務改善
をサポートします。

FileWave

F i l e W a v eは、W i n d o w s、A n d r o i d、
Chrome OS、macOS、iOSに対して、IT資産
管理、イメージ展開、ソフトウェア（アプリ）
配布、リモート管理、モバイル・デバイス・マ
ネジメントの5つの機能でエンドポイントデ
バイスの一元管理を実現します。

ゼロトラスト

EDR

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

リモートアクセス

三密化防止・非接触

セキュリティ ゼロトラストと
シングルサインオン

アプリケーションへのシングルサインオン認
証が可能な顔認証システムや、ファイル転
送システム「kiteworks」。EPP+EDRが特徴
のウィルス対策「Sentinel One」でゼロトラ
ストをご提案。

株式会社理経

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

ペーパーレス・ワークフロー

周辺機器 はたらく人に
充実感や達成感

新しい生活様式や働き方に対応したデジタ
ルサービスの提供でお客様の経営課題の
解決や企業価値向上に貢献。オフィスだけ
でなく現場や在宅等で業務ワークフローの
自動化/省力化にて“はたらく”を変革して参
ります。

リコージャパン株式会社

ネットワーク強靱化 セキュリティ 多要素認証
ソリューション

～セキュリティは認証強化から～ マスクに
対応した顔認証など、新しい働き方やDXに
最適なITセキュリティをご提案します。

株式会社
両備システムズ

コンサンプション（AS A Service）

パブリッククラウド・
ハイブリットクラウド

モバイル・テレワーク端末

デスクトップ仮想化

IoT

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

モバイル・IoT・
エッジデバイス

2029年まで購入可能な
Windows 10とは

Windows 11リリースによってお困りではあ
りませんか? ハードウェア要件を満たして
いない端末での製品開発を行っていません
か? 2029年まで購入可能なWindows 10 
IoT OSをご紹介いたします。

菱洋エレクトロ
株式会社オープンライセンス

終了後の購入方法

2021/12/31をもってWindows Server 
OSのオープンライセンスは終息します。この
機会にライセンスの見直しを行いませんか?
安価なもの、長期供給のものなど御社に
ピッタリのWindows Server OSのライセン
スをご紹介いたします。

Azureで実現する
スマートファクトリー

Azure IoTで実現するスマートファクトリー
について。エッジからクラウドまでご提案さ
せていただきます。
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

IoT

モバイル・IoT・
エッジデバイス

【建設DX】
施工管理サービス
『蔵衛門』

25年の歴史で蓄積された工事写真のノウ
ハウと最新クラウド技術により、蔵衛門は
「写真から始まる施工管理」を実現します。
施工管理専用タブレット『蔵衛門Pad』に通
信SIMを搭載、クラウドを介して現場と事務
所をリアルタイムで接続。工事のすべてに共
通する「写真」の共有を起点に、今まで見え
にくかった工事の環境や状況、スタッフの行
動を把握。現場が「見える」新しい蔵衛門、
ぜひ、体験してください。

株式会社ルクレ

モバイル・テレワーク端末

コミュニケーション・
チームコラボレーション

非対面営業

周辺機器 組織力を最大化する
ハイブリッドワーク

ビジネスでのコラボレーションは、テレワー
クが普及し場所を問わずビデオ会議により
進められることが日常的になりました。ビデ
オ会議ソリューションや会議体験を改善す
るテクノロジーなどにより、人々のつながり
やコラボレーションを促進し業務効率と生
産性をさらに向上させる方法をご案内いた
します。

株式会社ロジクール

労働環境改善・HRtech

ハイパーオートメーション
（AI・RPA）

アプリケーション 会議音声翻訳ツール
『オンヤク』のご紹介

テレワークの推進に伴って増加したweb会
議ツールの利用。『オンヤク』は外国語を必
要とする会議において、発言内容と翻訳結
果をリアルタイムで表示、簡単に議事録作
成が可能。web会議の作業効率向上を実現
します。

株式会社ロゼッタ

コミュニケーション・
チームコラボレーション

非対面営業

ペーパーレス・ワークフロー

労働環境改善・HRtech

アプリケーション

受発注～検収・請求まで
全ての業務を効率化

クラウド型Web-EDI「きっと e! DI2」電話・
FAXなどの人手作業をシステム化すること
で業務効率化と正確性が高まります。発注
の自動化や納期回答の効率化、仕入先での
受注残の管理等が可能です。

株式会社
YE DIGITAL Kyushu

デジタルサイネージで
情報の見える化

クラウド型デジタルサイネージ「きっと e! 
Channel」 お手持ちのコンテンツで簡単に
情報共有できます。さらにタッチ操作対応で
詳細情報を確認でき、双方向の情報発信を
実現します。

サブスクリプション

モバイル・テレワーク端末

非対面営業
ネットワーク ニューノーマルな

クラウド型電話システム

CLOUD PHONE（クラウドフォン）の特徴■
クラウド型ビジネス電話システム■工事費
0円■機器不要■市外局番発番可能（全国
14都道府県）■全国どこからでも受発信可
能■導入社数2,200社以上

株式会社Wiz

DIS

連結売上高が初めて
1兆円に到達

2021年3月期決算において連結売上高が1
兆円に到達し、さらなる成長を目指すことで
持続的な企業価値向上に取り組んでおりま
す。ここでは、直近の決算や今年5月に発表し
た中期経営計画についてご説明します。

ダイワボウ
ホールディングス
株式会社

社会インフラに携わる
3つの事業を展開

当社は「ITインフラ流通事業」「繊維事業」「産
業機械事業」の3事業がそれぞれ異なる分
野で独自の強みを発揮するグループです。事
業ごとに安定した収益基盤を持つことで、グ
ループ全体の成長につながっています。

ダイワボウグループの
CSR

当グループはESG活動を「サステナビリ
ティ・アクション」として持続的な成長を遂
げるため取り組んでおり、それぞれの事業
で培った発想力・技術力・ネットワーク力を
駆使して社会課題解決に幅広く貢献してま
いります。
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解決できる課題 出展ゾーン ブースタイトル 出展内容 社名（展示会出展名）

出 展 概 要

サービス&サポート DIS
DISグループが提供する
S&Sのご紹介

ニューノーマル時代にお客様の課題、ご要
望に即した商材をご提案いたします。
キッティング/延長保証/iPad延長保証/延
長保守/データリカバリ、データ消去/コンテ
ンツサービス

ディーアイエス
サービス&ソリューション
株式会社

iKAZUCHI（雷）

サブスクリプション

コンサンプション（AS A Service）
DIS

iKAZUCHI（雷）：
サブスクビジネス

DISと一緒にサブスクビジネスを進めませ
んか? DIS販売パートナーは無償でご利用
いただけるサブスクリプション管理ポータル
「iKAZUCHI（雷）」をより深くご活用いただ
けるコンテンツをご用意しています。

ダイワボウ情報システム
（iKAZUCHI（雷））

DIS iDATEN（韋駄天）

i D A T E N（韋駄天）は、取引先の皆様と
DISを結ぶ、IT業界最大規模の電子商取引
（BtoB）システムです。2021年8月にデザ
インリニューアルを行なったiDATEN（韋駄
天）をぜひご利用ください。

ダイワボウ情報システム 
iDATEN（韋駄天）

教育ICT DIS
アフターGIGAを
細分化 !

GIGAスクール構想で導入されたICT環境
に求められる運用、活用ツールをセキュリ
ティ、アドオンツール、サービス&サポート等
のカテゴリに分類しご紹介いたします。

ダイワボウ情報システム
（文教グループ）

DIS
DISオウンドメディア
紹介ブース

PC-Webzineやスマートワーク総研、特選カ
タログなど、DISから皆様に情報をお知らせ
する各種媒体をご紹介します。

ダイワボウ情報システム 
プロモーショングループ

iKAZUCHI（雷）

教育ICT

モバイル・テレワーク端末

リモートアクセス

IoT

5G

DIS
DISが提供する
通信サービス

様々なキャリアSIMを利用し、法人市場（業
種毎の利用シーン）、教育市場（オンライン
授業、在宅学習等）、IoT用途利用（車両運
行管理、バックアップ回線等）様々な利用
シーンにあった商材をご紹介いたします。

ダイワボウ情報システム
（DIS mobile）

ハイパーオートメーション
（AI・RPA） DIS

まずはお試し。
DISからRPAのご提案。

RPAと騒がれてから早3年、まだ導入してい
ない企業様、導入したけどうまく行っていな
い企業様向けに新規導入から乗り換え導
入までDISでは5つのRPA製品を取り扱って
います。ExcelやWebの単純業務をお持ち
のお客様はぜひお立ち寄りください。

ダイワボウ情報システム
（RPAセンター）

※各社の出展内容は、2021年11月18日現在のものとなります。　※各社の出展内容は予定です。変更される場合がありますので、ご承知おきください。



早期来場登録特典

10月31日（日）まで登録いただいた方には、　  20ポイントをプレゼントします。
早めの登録が、デジタルギフト獲得への近道となります！

P

会期中にDIS WORLD Digital Days
のイベントサイトで、「出展ブース
への訪問」や「アンケートへの回
答」「出展社への問い合わせ・商談
予約」、「講演・セミナーの視聴・ア
ンケート回答」などを行うことでポ
イントを付与します。

開催終了後にWebアンケートのご
案内をメールでお送りします。
アンケートへご回答ください。

20ポイント以上を獲得したアン
ケート回答者全員に500円分、
40ポイント以上を獲得した回答
者全員に1,000円分の電子ギフ
トカードなどに交換可能なデジタ
ルギフトコードをお送りします。

P

デジタルポイントラリー開催決定！

お申し込み・詳細は公式Webサイトで

https://www.dis-world.com/d_days2021/
   DIS WORLD


