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ダイワボウ情報システムが総力を挙げてお届けするICTの総合イベント

越後にいがた
with Digital Days

開催のご案内

Vol.

（出展社・団体第 3 弾、セッション詳細発表）
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デジタル変革で狙う、
まち、ひと、しごと、

再活性。
入場
無料

DISわぁるど in 越後にいがた with Digital Days

2022.11/16 [ wed]・17 [thu ]
10 : 00 〜18 : 00（ 17日は〜17:00）

朱鷺メッセ

オンライン
同時開催

新潟県新潟市中央区万代島 6 - 1

展示ホール / 国際会議室

後援：新潟市、燕市、新発田市、一般社団法人 新潟県商工会議所連合会、新潟県IT産業ネットワーク21、新潟市ソフトウェア産業協議会

講演・パネル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
Day 1
特別講演

11/16［wed］

“変革の時代に求められる大義とは？”
この時代に大切な組織づくりとリーダーシップ
新型コロナをはじめ環境が急激に変化する今、地域や企業には成長へ向けた変革が迫られていますが、これまで陣頭指揮をとっ

10:30 ▶︎ 11:30

てこられたリーダーの方々でさえ何が正解か分からない、と実感される事も多くなってきているのではないでしょうか。そのような
時代においては、変化に対応できる強いチーム・組織を作っていくことが重要となってきます。
本講演では、元ラグビー日本代表キャプテンを務めた廣瀬俊朗氏が、どのようにして強いチームを作ったのか、リーダーとして何

4階
国際会議室

を大切にしてきたのか等、ラグビーとビジネスにおける共通点にも触れながら経験談を交えてご講演いただきます。

廣瀬 俊朗 氏

株式会社HiRAKU 代表取締役

元ラグビー日本代表 キャプテン

1981年生まれ、大阪府吹田市出身。5歳からラグビーを始め、大阪府立北野高校、慶應義塾大学、東芝ブレイ

定員

ブルーパスでプレー。キャプテンとして日本一を達成した。また、日本代表として28試合に出場。ワールドカップ

20 0 名

2015イングランド大会では、メンバーとして南アフリカ戦の勝利に貢献。2016年の現役引退後には大学院に通
い、経営学を学びMBAを取得。現在は、チーム作り・リーダーシップ論の発信や、スポーツの普及・教育・食・健康・
地方創生に重点をおいた様々なプロジェクトにも取り組んでいる。2019年にはTBS系ドラマ『ノーサイド・ゲーム』
に出演し俳優に挑戦。2020年10月より日本テレビ系ニュース番組『news zero』に木曜パートナーとして出演中。

特別
セッション

新たなビジネスの創造へ！
地域のIT企業がデジタルで繋ぐ「まち、ひと、しごと」
本格的なデジタル時代を迎え、多くの企業は組織改革、新規ビジネスなどの創造へチャレンジしています。本セッションでは、ス

13:00 ▶ 14:20

ノーピーク社（アウトドアメーカー）の組織改革や新規ビジネス創造を経営目線から支援するITシステム会社 スノーピークビジネス
ソリューションズ社のDX推進事例をご紹介いたします。また、社会課題や地域課題解決をデジタル活用による新規ビジネスとし
て展開しているシステムフォレスト社の取組み事例は参加者の皆さまの参考になると思います。ぜひご期待ください！

4階
国際会議室
定員

富山 孝治 氏

坂田 真也 氏

森戸 裕一 氏

株式会社
システムフォレスト

株式会社スノーピーク
ビジネスソリューションズ

一般社団法人
日本デジタル

代表取締役

DX戦略本部 執行役員
DX戦略本部 本部長

トランスフォーメーション
推進協会
代表理事

20 0 名

特別
セッション

中小企業が2023年に始めるべき「デジタル変革」
～ Microsoft、Adobe、マネーフォワード、DISが語り尽くす！～
新型コロナ対策としてのデジタル化、テレワークは浸透してきましたが、企業環境全体のデジタル化、DXへの掘り下げはまだま

15:00 ▶ 16:20

だではないでしょうか？コミュニケーション、企業インフラのデジタル化、電子契約から電子帳簿保存法やインボイス制度対応ま
で、中小企業に求められるデジタル変革を日本マイクロソフト、アドビ、マネーフォワードの各社をお招きして語り尽くします。
また、その導入方法となる「サブスク型モデル」の肝も押さえ、明日から取り組める実践情報をお届けします。

4階
国際会議室
定員

20 0 名
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岩松 健史 氏

鈴木 哉 氏

栗本 賢人 氏

塚本 小都

アドビ株式会社
デジタルメディア事業統括本部
ドキュメントクラウド戦略部
ビジネスデベロップメントマネージャー

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

株式会社マネーフォワード
ビジネスカンパニー
パートナービジネス部
パートナーセールスチームリーダー

ダイワボウ情報システム株式会社
販売推進本部 戦略ビジネス推進部
サブスクリプション推進グループ
マネージャー

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要

公式Webサイト上では、様々なITベンダーのソリューションをご紹介する配信セミナーをご覧いただけます。
セミナー内容など詳細は、DISわぁるどin越後にいがた公式Webサイト（https://www.dis-world.com/niigata/）でご確認ください。
※都合により登壇の取りやめ、登壇者が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

Day 2
特別講演

11/17［thu］

中小企業がデジタル化に取り組む本質と今後の政策について
中小企業の抱える経営課題やコロナ禍における事業環境変化等に対応するに当たって、デジタル化は解決手段の一つになり
得ます。また、中小企業のデジタル化を推進するためにはIT事業者との連携が不可欠であると中小企業庁では考えています。

10:30 ▶︎ 11:30

これらを踏まえながら、中小企業のデジタル化について、現状や支援策の他、今後の政策の方向性やビジョンについてご説明
いたします。

村山 香 氏

4階

国際会議室

経済産業省 中小企業庁 経営支援部 経営支援課 課長補佐

2016年、経済産業省入省。資源エネルギー庁では、火力発電所等のエネルギー効率化に関する制度や低レベル
放射性廃棄物の処理に関する制度の企画立案等を担当。2020年から中小企業庁で持続化給付金等の執行に携
わり、2021年から現職。中小企業の抱える経営課題やコロナ禍における事業環境変化等に対応するためのデジ

定員

タル化を推進すべく、
「IT導入補助金」や、経営課題やデジタル化の状況を確認して専門家によるアドバイスを行

20 0 名

特別
セッション

う「みらデジ」といった支援策の制度設計等を担当。

アフターコロナにおける地域DX戦略
～ ローカルテレワークとスマート行政の2軸で考える地方発展 ～
コロナ禍はあらゆる産業に影響を及ぼし地方経済に大きな打撃を与えました。その一方で、テレワークをはじめとする新しい働き

13:00 ▶ 14:20

方や地方回帰の動きも広がり、デジタルテクノロジーを活かした地域課題解決の可能性を示す機会にもなりました。デジタル活
用の意義と可能性について社会全体が認識を新たにしたこれからの地方のDXはどのように展開していくのか？
！待ち受けるアフ
ターコロナの世界において、地域のプレイヤーがとるべきDXの進め方について、各界の第一線で活躍する識者が具体的な事例

4階

や知見をもとに紐解きます。

国際会議室
定員

20 0 名

特別講演

鈴木 力 氏

庄司 昌彦 氏

渋谷 修太 氏

角勝氏

新潟県燕市 燕市長

武蔵大学 社会学部 教授

フラー株式会社 代表取締役会長

株式会社フィラメント 代表取締役

ストレージインフラの簡素化とコスト削減を同時に実現！
グローバルリーダーが描くストレージソリューション
社命である "THINK RESULTS" のもと開発された効率的なストレージエンジンにより、エンタープライズデータサービスのあり方を進

15:00 ▶ 16:20

化させる革新的なストレージソリューションをリードする StorONE のCEO兼共同創設者 Gal Naor 氏 が来日。ストレージ分野のイノ
ベーターである Naor 氏 は、ストレージインフラを簡素化し、コストを削減することを使命として同社を設立しました。講演では、ワー
クロードごとに無秩序に広がったストレージシステムを真に統合し、コストのかかる移行をせずに最新のハードウェアイノベーションか

4階
国際会議室
定員

20 0 名

ら最大の価値と能力を引き出し、最もコスト効率の良い手段でストレージ問題を解決する、将来型アーキテクチャーの StorONE スト
レージソリューションについて説明いたします。あわせて、最新の市場トレンドをグローバルの目線から語っていただきます。
※本講演は日本語・英語の同時通訳セッションです。

Gal Naor（ギャル・ネオール）氏

StorONE Inc. CEO 兼 共同創設者

イスラエル国防軍の将校としてキャリアをスタートし、少佐としてエリート技術情報ユニットを率いました。ライヒ
マン大学で情報技術とコンピュータサイエンス研究を副専攻とし、法律と経営学の学位を取得。その経験と才能
を活かし、数多くの成功したテクノロジーおよび製薬会社の取締役を務めています。また、革新的なグローバル
教育プログラムである Talmud Israeli の会長も務めるコミュニティ活動家でもあります。2011年の StorONE 設立
前には、リアルタイムインラインデータ圧縮を開発した最初の企業である Storwize のCEO 兼創設者で、Storwize
はのちに IBM に買収されています。
DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要
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出展概要
展示タイトル

クラウドビジネスへの旅路
〜越後にいがた〜
最先端のテクノロジーと
インテルの取組み

Google製品のご紹介

リモートワークから、
ハイブリッドワークへ

出展概要

出展社名

本ブースではミニセミナーやデモなどを通してクラウドとは、どのようなことが出

アマゾン

来るか、そしてAWSを活用した新しいクラウドビジネスの始め方をご紹介しま

ウェブサービスジャパン

す。一緒にビジネスを成功させる道のりを始めませんか?

合同会社

インテル® Evo™ プラットフォームやインテル® vPro® プラットフォーム等が実現す
るモバイル体験や、STEAM教育といった「新しい働き方」と「新しい学び」への

インテル株式会社

取り組み等をご紹介いたします。

Google Workspace、Chrome Enterprise、Google for Educationの製品、ソ

グーグル・クラウド・ジャパン

リューションをご紹介しています。

合同会社/グーグル合同会社

DXという言葉が成長のキーワードとして多くの企業に浸透し、取り組みが進ん
でいます。日本マイクロソフトは、日本の社会変革に貢献するという企業像のも

日本マイクロソフト株式会社

と、DX推進を支援するためのソリューションをご提案します。

ITインフラ基盤
マルウェアや災害にも心強い
データ保護を!

データをどのように堅牢に保護するかの課題やニーズは多岐にわたり、需要は日々高まっています。
ソリューション選定の一助となれば幸いですので、ブースでお待ちしております!災害・BCP対策のご相

arcserve Japan合同会社

談を承ります。

サーバーに触れて実感!
高品質な製造技術。

製品は汎用サーバーからラックスケールフル水冷サーバまで幅広く取り揃えてあります。全世界500

Citrix DaaSでどこでもワーク

があります。その様な企業様・団体様の戦略的な取り組みを支援するシトリックス製品/ソリューション

万台の出荷実績。製品の高品質と短納期を実現している訳をぜひブースにお立ち寄りいただきご確

xFusion技術日本株式会社

認ください。
多様化するワークスタイルやリモートワーク、安全で快適な作業環境を提供し生産性を確保する必要

ラックサーバ/ワークステーションの
ご紹介
StorONEが提供するストレージとは
SDSに最適なハードウェア
ランサムもデータ保護も
Veeamお任せ!
デル・テクノロジーズ株式会社
特設ブース
AMD EPYC™/AMD RYZEN™
安全で快適なPCと
Web会議専用端末

シトリックス・システムズ・ジャパン

をご紹介します。
○ データセンター採用に最適なコンパクト&ローコスト1U/2Uサーバ
○ AI/機械学習/CAE/CADに最適なワークステーション

スーパーマイクロ株式会社

ワークロードをシンプルなGUIで設定でき、あらゆるアプリケーションで利用するデータを提供可能な
SDS（Software Defined Storage）
をご紹介します。
StorONEの「S1 Enterprise Storage Platform」を動作させるために、最適なハードウェアをご紹介し

StorONE, Inc.

ます。
簡単・手軽にデータ保護、オンプレ・クラウド・物理に幅広く対応、WORM機能でランサムウェアによ
る脅威への対策もできます。グローバル実績No.1のVeeamのブースへ是非お立ち寄りください!
ポストコロナ時代の新たな働き方やDXを支えるテクノロジーをご紹介いたします!あらゆる環境に対
応できるソリューションを当社がどのようにご提供しているかご覧ください!!
過去例を見ない数!AMD EPYC™搭載サーバー製品とAMD RYZEN™搭載クライアント製品のライン
ナップを是非ご覧下さい。

デジタルテクノロジー株式会社

デル・テクノロジーズ株式会社

日本AMD株式会社

従来型ウイルス対策ソフトでは守れない高度なマルウェアに対処できるセキュリティソリューション
と、聞き心地やカメラ映像の閲覧性を快適にするテクノロジーを搭載した最新モバイルPCやWeb会

株式会社日本HP

議専用端末をご紹介
テレワークとオフィスワークのどちらか一方ではなく、社員個々の状況により自由に働く場所を選択す

★NEC出展ブースの見どころ★

る考え方が今後のNew Normalに。NECはNew Normalな働き方に適したソリューションを利用シー
ンイメージや導入事例などと併せてご紹介いたします。皆さまの新しい働き方を一緒に考えてみませ
んか?ぜひNECブースへお立ち寄りください。
ハイブリッドワークで直面する課題を解決できる、以下のクラウドサービスソリューションをご紹介い

NECのクラウドソリューション

たします。顔認証でログオン!【 NeoFace Monitorクラウド版 】/社内システムへアクセス!【 Clovernet
】/PC利用状況の確認!【 働き方見える化サービスPlus 】/300円/月〜のクラウド型勤怠管理!【 勤革
時 】/円滑なコミュニケーション!【 Zoom 】

業務基盤を支える
産業用ハードウェア製品

長期供給・長期保守が可能な省スペースタイプのファクトリコンピュータや組込みコントローラやデー
タ処理端末など、様々な用途でご活用いただけるコンパクトボックスを出展いたします!
独自開発のベクトルプロセッサをPCI Expressカードに搭載したSX-Aurora TSUBASAは、あらゆる開

より速くより手軽なNECのスパコン

4

発環境で化学技術の発展と作業の高度化を加速いたします。研究室やオフィスに設置できるタワー
モデルは、スパコンのテクノロジーをお手元に実現!

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要

日本電気株式会社

展示タイトル

抗菌・抗ウイルスコーティングで
安全安心
どこでも快適業務可能な
ネットワーク製品
利便性&安全!
映像解析AIソリューション
家でもオフィスと同等の印刷を
コンパクトに
ITインフラ及びGreenLake
ハイブリッドクラウドの
ニュータニックス
デジタル変革なら
ネットアップで決まり!

出展概要

出展社名

抗ウイルス作用のある「Hシールド技術」搭載のガラスコーティング剤「Dr.ハドラスEX」をコーティン
グしたPCを展示いたします! コーティングが長期間持続するので、傷・汚れの軽減や感染症拡大リス
ク低減対策におすすめです。
働く場所を選ばないハイブリッドワークには安定したネットワーク環境が必須!VPN対応高速アクセス
ルータIXシリーズ、LANスイッチQXシリーズ、SOHO・SMB向け無線LANルータをぜひご覧下さい!

日本電気株式会社

エッジでのAI処理により、手軽に映像から滞留検知を行うNEC Express5800 for MEC AI対応ソ
リューションセットをご紹介いたします。
コンパクトでありながら高画質・高速印刷を実現したNECのページプリンタ/ページプリンタ複合機。様々
なモバイル端末からのプリントにも対応し、在宅でもオフィスと同等の印刷環境の構築が可能です。
最新のITインフラ基盤として、DL380,ML30などのサーバー製品および、Arubaネットワーク製品をご紹
介いたします。合わせて今注目の as a serviceソリューションとしてGreenLakeのご紹介を致します。

日本ヒューレット・パッカード
合同会社

ニュータニックスは、HCI:ハイパーコンバージドインフラの元祖として市場をリード、マルチクラウド
アーキテクチャを簡単に構築、運用することを可能にしました。無償のハイパーバイザーによりコス

ニュータニックス・ジャパン合同会社

ト削減も可能です。
オンプレミスからクラウドに至るまで、データをどこにでも自由に移動させながら、すべてをシンプル
かつセキュアに管理して、コンプライアンスだって実現したい――。そうお考えなら、ネットアップに

ネットアップ合同会社

お任せください。
HYCUは各プラットフォームに特化したデータ保護（バックアップ）
を提供するソフトウェアベンダーで

オンプレ・クラウド・
M365のデータ保護

す。オンプレミスには事前構築済みの仮想アプライアンスを、クラウドにはバックアップサービスを提

HUAWEI ネットワーク/ストレージ

日本市場はもとより世界中で、携帯電話基地局、スマートフォンやデータ通信カードを含む通信機器

HYCU, Inc.

供することで極めて容易でシンプルなデータ保護を実現します。
HUAWEIは、グローバル市場で培われた有線、無線、IPの確かな総合技術が高く評価されており、

華為技術日本株式会社

はじめネットワーク/ストレージ製品などの高品質なエンタープライズ製品をお届けしております。
「DISわぁるど in越後にいがた」で初めてHUAWEIの端末部門とエンタープライズ部門が共同で出展

HUAWEI端末部門

いたします。HUAWEIが持つ法人向け製品を紹介させていただきます。この機会に、HUAWEIの法人

お客様のビジネスに
安心と信頼のDXを

圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現したノートPCを始め、国内シェア4年連続No.1を獲得した高

安全な群馬に新データセンター誕生!
企業のIT自動化を実現

華為技術日本株式会社

向け製品をご体感ください。ご来場、お待ちしております。

品質サーバ、スキャナ等の周辺機器、各種ソリューションを用意いたしました。是非、お気軽にお立

富士通株式会社

ち寄り下さい。
2024年春にオープン予定の新データセンターでは、
「GREEN（グリーン）」
・
「TRUST（信頼）」
・
「OPEN
（オープン）」の3つのコンセプトで、サステナブルな未来をお客様と共創いたします。
レッドハットのAnsible Automationは、エンジニアの個人作業の自動化から組織全体の構築・運用の
自動化まで、幅広いITプロセスへの自動化適用に貢献します。

株式会社 両毛システムズ

レッドハット株式会社

ビジネスとともに成長していく、信頼性に優れたソリューション&サービス。レノボの信頼性に優れ、

ポケットからクラウドまで

シンプルで使いやすいテクノロジー・インフラストラクチャー・ソリューションおよびサービスは、刻々と
変化する環境の中で成長するビジネスに併せて拡張できるよう設計されており、お客様のビジネスを

レノボ・エンタープライズ・
ソリューションズ株式会社

スムーズに進めます。

Hybrid Work
クラウド移行（AWS）を
ご検討の皆様へ
Wasabi Hotクラウドストレージ

従業員一人ひとりが最適な環境を能動的に選ぶ時代が到来しその環境に合わせたデバイス及び、お
客さまが本来集中すべきデジタル変革にフォーカスするためのソリューションを紹介します。

レノボ・ジャパン合同会社

AWSを通じてERPシステムをクラウドで導入した事例をご紹介いたします。当社ではメーカー認定資
格を受けたスペシャリストによる環境設計・構築、サービスセンターでのワンストップ運用をご提供い

株式会社YE DIGITAL Kyushu

たします。
Wasabiは、圧倒的な低価格で、他社よりも高速で優れたパフォーマンスとランサムウェア攻撃の保
護に役立つ不変オブジェクト
（イミュータブル）のクラウドストレージを提供します。

Wasabi Technologies

アプリケーション
「RemoteCall」:お客様のパソコンやモバイルにリモートで接続し、リアルタイムで問題を把握、
解決することができる遠隔サポートツールです。「RemoteView」:遠くにあるパソコンやサー

遠隔技術で業務効率を最大化します!

バーに接続し、安全・簡単・スピーディーにPCに遠隔接続ができるリモートアクセスツールです。

RSUPPORT株式会社

「RemoteMeeting」:ブラウザからご利用いただけるWeb会議ツールです。豊富な機能で業務効率
の向上に繋がります。

飲食店に従業員 +1

飲食店の配膳にロボットを使って、急な従業員の休みなどの欠員にも対応できます。ロボットによる
配膳でお店のPRにもなること間違い無しです!

株式会社アイビーシステム

地方公共団体情報システム標準化に向けて、避けて通る事の出来ない外字の同定作業を支援しま

AI-さらば外字くん

す。外字データ
（EUDCファイル）
をお預かりしてから、10〜14営業日で同定候補文字10文字を選択し
て、リストをお渡しします。リストはpdfファイルとcsvファイルの両方を納品させていただきます。更に

株式会社アクシス

簡単な同定支援ツールも一緒に納品いたします。

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要
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展示タイトル

出展概要
昨今、
「ペーパーレス化」
「電子署名化」など文書におけるデジタイゼーションの取り組みを本格的に

心、おどる、
“文書デジタイゼーション”

ます。

改正電帳法対応クラウドサービス

「e-bookAC」。月額利用料でタイムスタンプの付与が無制限!電子契約機能など、電子化を支援す

検討している企業様が増えてきました。この「文書の電子化」に関わるお悩みをAdobeが解決いたし

改正電子帳簿保存法の保存要件に準じてタイムスタンプを付与して保管できるクラウドサービス

リモートワーク支援ソリューション
法改正に対応!
BtoBプラットフォーム

るためのサービスが充実!
【クラウド情報漏洩対策サービス】
「MaLionCloud」勤務状況の見える化でリモートワークの課題を解
決【クラウドFAXサービス】
「まいと〜く Cloud」FAX業務のクラウド化で、企業のDXを推進

アドビ株式会社

株式会社
石川コンピュータ・センター

株式会社インターコム

インボイス制度開始、電子帳簿保存法改正対応まで残り1年半を切った今、制度対応や制度開始後
の業務負担増加に備え請求書の電子化を考えられる企業様が大変多くいらっしゃいます。今日、請
求書電子化の手段が多く存在する中、国が推奨している電子化のスタイルがあることをご存じでしょ

株式会社インフォマート

うか。
「BtoBプラットフォーム請求書」は企業の請求業務の課題を解決できるサービスになります。

ワークフローからはじめる、
ファーストDX

「AgileWorks」、
「X-point Cloud」は、業務効率や生産性の向上、運用コスト削減、リモートワーク

組織改編や業務変更に強い
ワークフロー

「AgileWorks」は、大企業や中堅企業、グローバル企業など大規模での導入を想定し、組織変更や

ノーコードで設定できるワークフロー

出展社名

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一挙に解決します。

人事異動など日々変わる運用において最適な機能を搭載しています。

株式会社エイトレッド

「X-point Cloud」は、国内シェアNo.1のクラウド型ワークフローシステムです。業種業界を問わず数
多くの企業で導入いただいており、さまざま経営課題の解決に役立てられています。
「Vectorworks」は2D、3D、レンダリングなど豊富な機能を搭載した設計・デザインのためのワンス

BIMツール「Vectorworks」

トップアプリケーションです。専門分野別ラインアップにより、建築、インテリア、造園、舞台照明な

自治体向け相談管理/
学校向け勤怠管理

「School Time Reco」は、教育委員会と、児童相談システム・女性相談システムは、自治体と一緒に

エーアンドエー株式会社

どの設計業務の効率化が可能です。

開発した仕組みです。そのため、実際の業務に必要な内容をコンパクトに盛り込んだ使いやすい自治

株式会社NS・コンピュータサービス

体向けのソリューションとなります。
画像認識とは、コンピュータがデジタルな画像、または動画を認識することです。 画像認識AI技術

「nVision」画像AIソリューション
対応済みですか?
「アルコールチェッカー」
「AutoCAD」のすべてが分かる

は、人間でいえば目に相当します。人が目で見て判断して作業を実施する業務の多くにこの技術を適
用することで様々な効果が期待できます。

NNC株式会社

スマホと連動「モバイル型」から健康管理機能連動「据え置き型」、顔認証連動や出退勤システム連
動など幅広いニーズにお応えいたします!
「AutoCAD」? サブスクリプション? 追加ライセンスに契約年数変更、AutoCADを販売頂くための
様々な資料をご用意しておりますのでぜひブースにお立ち寄りください。

オートデスク株式会社

生産管理システム「ProAxis」を中心とした製造業向けソリューションのご紹介です。スケジューラ

生産管理・スケジューラ・IoT

「FLEXSCHE」やIoTクラウドサービス「AxisIoT」も一緒に展示しております。製造業様の課題に対し

有事の際、従業員と住民の
安全確保の支援

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します。お気軽にお立ち寄

テレビ電話を活用した
在宅見守りツール
管理・点検を効率化する
報告書作成アプリ
FA設計に最適な
「IRONCAD」の紹介

キッセイコムテック株式会社

てトータルでご提案・ご支援いたします。
企業のBCP対策は、災害発生時に従業員/住民の安否確認および、安全確保をする必要があると考
りください。
ご利用者様の表情や様子がすぐに分かる非接触型のコールシステムです。また、体調不良や転倒な
ど有事の際にも、迅速で適切な対応を取る事につながります。是非とも、弊社ブースへお立ち寄り下
さい。

京セラコミュニケーションシステム
株式会社

当ブースでは点検保守の現場情報を一括管理するクラウドサービスのご紹介をします。従来の紙の
報告書をなくし、スマートフォン1台あればご利用可能、現場管理の負担軽減、ミスや作業工数の削
減にも繋がります。
「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

株式会社クリエイティブマシン

おいて発揮されます。
「ARES」は、低価格ながら業界標準CADと同じように使用できる軽快でプロフェッショナルなDWG

DWG互換CAD「ARES」シリーズ

互換CADです。多様なファイル形式に対応し、製図に便利なツールも搭載、APIのカスタマイズも可
能です。PCの他、モバイルやクラウド上でもCADが使用できます。業界標準CADには無い永久ライ

Graebert Japan合同会社

センスやネットワークライセンスを選べるので、コスト削減を実現します。

の導入により、業務の一元化やコストの見える化を実現し、お客様の利益体質向上に貢献します。

ワークフローはコラボフロー

ステムです。タブレットやスマートフォンでも利用でき、自宅や出先でも申請・承認を行えます。

動画編集/再生および写真編集ソフト
ウェア
ノーコード開発ツール「楽楽販売」

6

原価管理システム「どっと原価NEO」の導入を通じて、建設業のお客様のDX化を推進します。システム

原価管理システム「どっと原価NEO」

WebとExcelが使える方なら誰でも簡単に作れ、修正できる、直感的な操作性を持つワークフローシ

「PowerDirector」は、7年連続“国内販売シェアNo.1”の動画編集ソフトです。レイヤー編集などの高
度な編集が可能な写真編集ソフトPhotoDirectorや動画再生ソフトなどを展示いたします。
スクラッチ開発は高機能だけど高コスト!Excelは低コストだけど機能不足!「楽楽販売」は設定のみで構
築可能なノーコード開発ツール。ExcelやAccessからの脱却に最適なクラウド型データベースです。

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要

株式会社建設ドットウェブ

株式会社コラボスタイル

サイバーリンク株式会社
シーイーシー新潟情報サービス
株式会社

展示タイトル

【DX支援】
各種管理アプリ、RFIDタグ
全国と常時接続デモ
スマートグラスも展示

出展概要

出展社名

様々なソリューションをご用意しております。ぜひ1度ご覧になってください。体調管理活用アプリ「テ
レサ」/LINE施設予約アプリ/RFIDタグを使用した各種ソリューション/冠婚葬祭業者向けクラウド

株式会社ジェイマックソフト

サービス
SIタイプ（オンプレミス）2年連続シェアNo.1!官公庁や金融機関でも導入実績多数のWeb会議
「LiveOn」を展示します。スマートグラスで遠隔作業支援、オンライン窓口相談にも活用できる完全

ジャパンメディアシステム株式会社

自社開発・日本製のシステムです。
2022年4月の道路交通法施行規則改定に伴い、白ナンバーを所有する事業者でも義務化されること

アルコールチェック管理「ちぇっかる」

になった安全運転管理者による運転者のアルコールチェックに関する業務を効率的に実現するサー
ビスです。
kintoneを機能拡張できる追加プログラム。1プラグインにつき3,000円/月と、お手頃な価格で多彩

kintoneプラグイン

なプラグインを取り揃えています。現在、有償・無償、合わせて20種類を提供中。

定額制対面開発「システム39」

いきます。システム開発だけでなく、業務デザインの相談や業務プロセスの設計から支援させていた

1回2時間、3回の打ち合わせによるシステム開発。業務内容や課題を伺いながら、その場で開発して
だいています。

株式会社ジョイゾー

技術的な知識を必要とせず簡単な数ステップの確認だけでSORACOM側の設定を自動で行い、CO2

SORACOM連携プラグイン

CLOVA OCR連携プラグイン
伴走支援型教育サービス「J Camp」
バックオフィス業務をラクに、
シンプルに

センサーの電源をいれるだけでkintoneのアプリにCO2濃度、温度、湿度が自動的に登録されていき
ます。
kintoneアプリ上でレシートや請求書の画像をアップロードすると自動で「CLOVA OCR」と連携し、レ
シート内の店名、住所、明細、合計金額等を読み取り、任意のフィールドに自動的に登録されます。
DXや業務改善の概念、要件定義やDB設計、kintoneによる開発手法を学び、kintoneを活用した対
面開発のロールプレイングを通じ、業務改善に必要な実技を獲得するDX人材育成サービスです。
ジンジャーは、バックオフィス業務の効率化を支援するクラウドサービスです。 バックオフィスに関わ
る全てのデータを集約し、1つのデータベースで管理することで、各システムでの情報登録や変更手

かんたん導入と柔軟な設定で多様な働キロクを実現する「タイムログDX」をご紹介!使いやすいダッ

就業システム「タイムログDX」

シュボード画面や、最新のサーマルカメラ打刻などをぜひブースでご体験ください!

インボイス制度に対応した新サービス

め、様々な制度改正に対応しています。

ソリマチ王シリーズ最新版登場!

「会計王」
「販売王」
「給料王」など待望の新シリーズが発売!手厚いサポートのお客様満足度No.1の
業務ソフトです。
ソリマチ製品は改正電子帳簿保存法に対応しています。ペーパーレスで帳票のらくらく管理ができます。

自社アプリケーション制作と
ツールのご紹介

当社にて開発・制作した各種アプリケーション、システムの実績とツールのご紹介。お客様の業務内

シームレスシングルサインオン
サービス

関彰商事株式会社

令和5年10月施行のインボイス制度に対応した新シリーズが発売されます。インボイス制度をはじ

改正電子帳簿保存法に対応

無線通信可視化・
安定化ソリューション

jinjer株式会社

間を削減します。

容・ご要望に合わせたアプリケーションの検討から開発・運用に至るまでをサポートいたします。

ソリマチ株式会社

株式会社TAS

無線LANの通信トラブルを可視化・安定化させ遅延要因を解消する「Tbridge®（ティーブリッジ）」と、
「Tbridge®」を連携させることで通信状況を一元管理できる「Tbridge® T-Manager（ティーブリッジ
ティーマネージャー）」をご紹介します。

チエル株式会社

専用のソフトウェア型SIMを設定することでパソコンを立ち上げるだけで各種クラウドサービスに自動
ログインできるシームレスSSO（シングルサインオン）サービス「zelog（ゼログ）」をご紹介します。
「Chatwork」は導入社数35万社を超える純国産のビジネスチャットです。様々なクラウドサービスと

チャットは純国産の「Chatwork」
ストレージサービスは
「セキュアSAMBA」
グリーン電力の環境価値を
お客様サービスへ
使おう!広げよう! グリーン電力証書
新一等書記官シリーズ・
WENASシリーズ
ナンバープレート識別AIシステム

連携することにより通知をChatworkに集約させること、バックオフィス業務などを自動化させること
が可能です。
「セキュアSAMBA」は純国産のクラウドストレージサービスです。ユーザー数は無制限でご利用い

Chatwork株式会社

ただけます。ファイルサーバーやNASサーバーからのリプレイスに最適で、サーバー設置場所、サー
バー管理を考える必要はありません。
みらいの自分、未来の大切な人のために…あなたも脱炭素に取り組みませんか! まずは
「グリーン電力証書」
を取り入れることであなたの環境活動の第一歩が始まります。みらいのために、今、あなたができることを…
地球環境に対し負荷の少ない自然由来のエネルギーこそ未来を担う次世代への贈りものです。グ
リーン電力を使った商品やサービスを選択することが未来を拓く先進的企業といえるでしょう。
新一等書記官シリーズは全国の自動車整備工場様、自動車販売店様でご利用頂いています。永く

ディーアイシージャパン株式会社

培ってきた現場ノウハウを整えた弊社システムは、御社の課題解決にお役に立ちます。なんでもご相
談ください。
AIソフトが難読文字をビッグデータにより画像解析して認識率を大幅に向上させました。ディープ
ラーニングにより昼夜天候を問わず驚異的な文字認識率を誇ります。
「KORYAKU PMS」という製品名には、積極的に・親身にお手伝いするという富山の方言「こーりゃ

モノづくり支援「KORYAKU PMS」

く」と「課題を攻略する」という二つの願いを込めました。柔軟性の高い生産管理で製造業のDXを推

株式会社トヤマデータセンター

進します。

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要
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展示タイトル

出展概要

クラウド型 総合点呼サービス
「点呼+」

「点呼+」は、運転に際したアルコールチェック及び点呼業務を支援するクラウドサービスです。目的

PCAが提案!
デジタル化による生産性向上

導入実績19,000法人を超える「PCAクラウド」、
「PCAクラウド on AWS」
「PCAサブスク」
「PCA

業務担当が導入可能な
RPAロボオペレータ
電源ソリューションと
問合せ業務効率化提案

にあったデバイスで、生体認証による本人確認や体調チェックなど豊富な機能を提供し、安全対策

出展社名

株式会社ナブアシスト

強化を実現します。

Hub eDOC」をはじめ、勤怠管理サービス「クロノス」や、ストレスチェックサービス「ORIZIN」など

ピー・シー・エー株式会社

HRソリューションを展示します。
画像認識による簡単作成で業務担当が自ら業務を自動化できるため、RPAが適用できる業務の裾野
が大幅に広がります。また、富士通コワーコ独自の導入支援や手厚いサポートにより安心な運用を

富士通コワーコ株式会社

ご提供いたします。
ITシステムの停電対策用に、ハイスペックなラインインタラクティブUPS新登場。使い易い管理ソフト
無償ダウンロードサービス。AI技術で「お客様の声」を企業全体に「迅速」
・
「的確」に伝えるシステム

富士電機ITソリューション株式会社

「CSStream」。
2019年12月の道路交通法改正から、運転中のスマホ操作違反は減少しましたが、これが原因の死

運転中の｢ながらスマホ｣をブロック!

亡事故は逆に増加しております。安全運転による事故や違反減少は、企業のイメージアップだけでな
く、地域貢献にも繋がります。
「ながらブロッカー」は、運転中のスマホ操作による事故や違反を未

株式会社フジミック新潟

然に防ぐ事が出来る画期的なツールです。先ずは、
「お試し」からスタートしてみませんか?
「Freshdesk」は、機能が豊富で使いやすいカスタマーサポートサービスです。電話、メール、チャット

サポート業務をもっとスムーズに!

ITサービス管理をもっと効率的に!

など様々な窓口からの問い合わせを一元的に管理でき、効率的に満足度の高いサポートサービスを
提供できます。

Freshworks Inc.

「Freshservice」は、操作性に優れたITSMツールです。ITサービス管理、ITオペレーション管理、IT資
産管理において幅広い機能を提供しており、組織全体の業務管理を効率化します。
「マネーフォワード クラウド」は10万社以上の企業に採用されているクラウド型のERPサービスです。

バックオフィスから経営を強くする

電子帳簿保存法やインボイス制度など最新の法改正にもタイムリーに対応し、挑戦する企業のバッ

株式会社マネーフォワード

クオフィス業務を支えます。
クラウドサービスは利用者に合わせ、業種別や目的別に特化し、多様化が進んでいます。利用者は
自分にあったクラウドサービスを選択できるようになった反面、それぞれのクラウドサービスにデータ

FaaSインテグレーター「Chalaza」

が点在し、孤立してしまうなど、データの利活用が難しい状況が生まれています。FaaSインテグレー
ター「Chalaza」はさまざまなクラウドサービス間のデータ連携を実現し、このような課題を解決、
データ利活用を促進します。

三谷産業株式会社

本製品では、グループウェア、汎用申請ワークフロー、Webデータベース、CRMの4つの機能を連携

「POWER EGG 3.0」

し、業務プロセスを可視化。日々の情報共有や決裁のための機能がオールインワンで活用でき、シー
ムレスに、ストレスなく組織の連携を強化し、生産性を高めることができます。新バージョンでは他の
業務アプリやモバイルとの「つながり」を強化し、より快適な業務コラボレーションを実現しました。
仮想現実空間を自作・編集できるVRシュミレーションシステムと業務システムに簡単にFAX連携がで

VRソリューションとFAX連携システム

きるシステムです。仮想化での運用も可能。

その空間、“3DVR”にしませんか?

るサービスです。VR空間に動画やキャラクターを配置できます!魅力的なVRでPRを始めてみませんか?

メガソフト株式会社

実写3DモデルをベースとしたVR空間にバーチャルコンテンツを融合させ、
「体験型PRツール」を作成す

製造業をつなぐDXプラットフォーム。企業連携が必要な加工業務における、企業コネクションの形成

製造業をつなぐ「ProduConnect」

促進、コミュニケーション効率化、ペーパレス化、設備の有効活用を実現!デジタルでビジネスを高速

コンテンツ管理活用プラットフォーム
「box」

フォームで実現する唯一のソリューション、法人向けに特化、セキュアなコンテンツ管理・活用プラット

新時代のフォントプラットフォームを
ご紹介
RPAの名人。
電帳法対応業務の効率化実績
音声文字起こしと
翻訳ニーズのエンド向け
高精度のファイル翻訳は
「T-4OO」で

8

化させます。

株式会社メビウス

容量無制限のクラウドストレージにいつでもどこからでもアクセス!文書管理と共有を1つのプラット
フォームです。
定番書体からデザイン書体まで、あらゆる創作活動を支える書体が揃っています。フォント管理や契
約手続きをオンラインで完結でき、デバイスにとらわれないライセンスで利用場所を選ばないワーク

株式会社モリサワ

スタイルを実現します。
「電帳法。もっとラクに、正確に業務をこなしたい。」の願いをかなえるRPAがあります。DISも納得の
電帳法対応業務の自動化は、ユーザックシステムのRPA『名人シリーズ』しかない!導入事例資料をぜ

ユーザックシステム株式会社

ひご覧ください。
音声文字起こし&翻訳ツール「オンヤク」もサービス開始されました。Web会議が増え議事録作成に
苦労されていたり、海外出張が難しくなりWebで打合せをするケースも増え、急遽通訳者が必要で
あったり、通訳者の都合がつかないとコミュニケーションを取るのが難しくなっています。そんなお困
りごとを解決するのが「オンヤク」となります。是非ブースにお越しいただき、実際にご覧ください。
5000社以上導入されている「T-4OO」ですが、まだまだご利用いただいていない、サービスをご存
じない企業様も多くございます。そのスピードと精度をブースにお越しいただき、体感ください。エン
ドユーザー様のニーズに応えることができるサービスがここにございます。

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要
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出展社名

映像・ドキュメント・周辺機器
アイ・オーの電帳法ソリューションは、専用アプリケーション『命名くん』を中心に、業務規模に合わせ

3万円から始める電帳法対策

たご提案。最小構成は3万円台から!自社にピッタリな電帳法対策を弊社ブースで見つけてください。

いま必要なNASセキュリティとは?

コストかつ効果的なセキュリティ対策をご紹介します。

さわって体験、大型液晶ディスプレイ

ディスプレイを公開します。実際のサイズ感や使用感を体感してください。

マルチディスプレイで
快適&効率良く!
ストリーミング配信が学校を変える!
SamsungSSDで高速・大容量を実現
EIZOが提案する
サステナブルモニター

デジタルデータを災害やランサムウェアから守るには?最新のファイルサーバー（NAS）で出来る、低

会議室・文教分野・サイネージ用に大型液晶をご検討のお客様に!ブースでは最新の55〜75インチの

株式会社アイ・オー・データ機器

PCとケーブル1本で接続OKなUSB Type-Cディスプレイや、高さ調節・画面回転自由自在なフリースタ
イルディスプレイ等、ノートPCの作業環境を改善するコツをご紹介します!
「集まれない」学校行事を、YouTubeなどを用いたストリーミング配信が解決します!先生や生徒が扱
えるPCレスなストリーミングBOXで、校内&校外向け映像配信をご提案します。
HDDからSSDへ、更にSSD自体の大容量、高速化のご提案。5年連続BCN No.1を取得した安心、信
頼のSamsungSSDを活用した映像機器との連携事例もご紹介します。

ITGマーケティング株式会社

〇必要なのはケーブル1本だけ!USB Type-C対応モデルを一挙紹介 〇梱包仕様をリニューアル、不
用品を省いたカスタム対応も可能。使う人だけでなく環境にも優しい、EIZOのサステナブルモニター
〇簡単設置でネットワークカメラのビューイング環境を構築 〇ライン監視に進捗管理・制御機器シス

現場の見える化に貢献。
IPソリューション

テムの画面をプラス 〇異常発生やイベントに合わせた制御を簡単設定。外部機器との連携で広がる

EIZOのタッチモニターは
導入後も安心!

ズ・方式をご提案可能 〇総合モニターメーカーのEIZOならではの供給力・高品質・サポート体制で、導

スタイリッシュなWEB会議用デバイス

す。WEB会議用デバイス「NEAT」、法人向けクラウド管理サービス「Sansan」がハイブリッドワーク

環境負荷低減、
BCP対策にインクジェット

インクジェットは、印字プロセスで熱を使わないため電力消費を大幅削減。環境負荷を低減し、災害

地球環境保全に貢献する
「PaperLab」

使用済みの紙から新たな紙を生産する、エプソンの「PaperLab」。新たな紙の購入を減らすことで、

活用法

EIZO株式会社

○装置への取り付け・システム操作・ビジネス文書への手書き入力など、お使いの場面に最適なサイ
入後も安心
当社は従来から培ってきたオフィス・DXの知見をもとに、ハイブリッドワーク空間を体現していきま

デジタルデザイン投影で課題解決
エプソンの
オンライン資格確認端末用PC
中小企業のITを支える
エントリーサーバー

NECネッツエスアイ株式会社

の実現をサポートします。

時における限られた電源環境でも100V電源で稼働。業務や環境の課題を解決し、BCP対策でも活
躍します。

地球環境を守ります。SDGsの目標達成に貢献する「PaperLab」をご紹介します。
エプソンのプロジェクターは多種多様な用途で採用されていますが、今回は環境負荷低減、コスト削
減に貢献する、デジタルデザイン投影をご提案します。

エプソン販売株式会社

エプソンのPCは、医療現場におけるオンライン資格確認端末としても多く採用されています。柔軟な
カスタマイズ・長期サポート・納期と修理のスピードを強みに、小回りが利く日本品質でバックアップ。
キッティングBTOでお客様の手間を削減、最短2日出荷可能で、価格的にも導入しやすいエプソンの
エントリーサーバーは、中小企業のIT活用を支えています。
様々な設備の作業支援や、土木・建築などの遠隔臨場など様々な分野でリモート化が進んでおります。

遠隔支援ソリューション

10月発売のウエアラブルカメラと、ZEROSHOCKタブレットで、様々な遠隔業務をサポート致します。

社内情報共有ソリューション

コンテンツ作成・スケジュール設定ができる月額コストゼロのサイネージ配信サービスです。

掲示板NEXTは店舗、オフィス、工場など様々な場所で情報共有にご活用いただけます。簡単操作で

電子機器不具合の約90%は、フリーズが原因でございます。フリーズ対策するだけで、約90%の経

遠隔監視ソリューション

費削減になります。NONフリーズは、機器を同一NW内に設置頂くだけでフリーズから自動復旧する

エレコム株式会社

ことが出来ます。
豊富な機能、確かな信頼性、コストパフォーマンスに優れた「QNAP NAS」。様々な企業、学校、官

SSD搭載 高速NAS
AI画像解析監視カメラ
「スマートVCA」
OKIのソリューションで
社会課題を解決!
ネットワーク・HCIの電源保護は
オムロン
モバイルプロジェクターと
ICT学習アプリ

公庁へ多数の導入実績があります。HDD+SSDの自動階層化、ALL SSDのカスタマイズモデルの実
機デモをご覧ください。
「VIVOTEK」は先進の画像技術で様々な監視ニーズにお応えします。小規模で身近な監視から大規
模な市街地監視まで、多彩なラインナップでご提案いたします。最新のAI画像解析機能「スマート
VCA」を搭載したカメラの実機デモをご覧ください。
長期無償保証のプリンターに加え、公共・製造業向けのDXソリューションもご提案させて頂きます。県内
多数の自治体様・製造業様にお役立てできる製品をご用意致しますので、是非お立ち寄りください!
半屋外環境を想定したネットワーク機器用UPS。更に遠隔監視によるメンテナンス工数を低減。ま
た、HCI・3Tierの停止・起動の自動化。導入コストを削減できるNWカードやSIerの設定作業負担を軽
減できるソフトウェアもご紹介。
バッテリー駆動対応で場所を選ばず使えるA5サイズプロジェクター「FORESIGHT VIEW」。学習用
ツールとコンテンツを一つのアプリに融合させたクラウド型学習サービス「ClassPad.net」。

沖電気工業株式会社
オムロン
ソーシアルソリューションズ
株式会社
カシオ計算機株式会社

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要
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展示タイトル

小規模向け
特大容量インクジェットプリンタ
ポスター作成、無料で、誰でも、
簡単に
モバイルワーク、
外出先のその場でプリント
スキャナーで書類の電子化を
スピーディーに
京セラの高耐久モバイル端末&
サポート
最新の産業用PC・AIエッジPCを
ご紹介
現場のニーズにあった
サプライ製品をご提案
会議の質を高める、
電子黒板BIG PAD
1人1台端末で活きる
教育ソリューション
様々な場面での
電源保護ソリューション
リモート会議の必需品360度
Webカメラ「KAIGIO CAM360
（カイギオカム）」
リモート会議の必需品360度
Webカメラ「ミーティングオウル」
議事録作成や
文字起こし時間の大幅短縮に

出展概要
在宅ワークやSOHOなどビジネス用途でも安心して使用することができるインクジェットプリンターで
す!!
「Poster Artist」を使えばプロのデザイナーが作成したようなデザインのポスターやチラシを誰でもす
ぐに作れます。今後のインバウンド需要に向けて地域の魅力をアピールして地域の活性化に貢献し
ます。
お客様に渡す印刷物を会社に戻って印刷していませんか?モバイルプリンター「BP-F400」なら

キヤノンマーケティングジャパン
株式会社

AirPrint対応で、iPadや様々なスマートデバイスからその場で印刷が可能になります。
DX推進、電帳法改正に紙文書の電子化でドキュメントスキャナが業務改善を支援します。
「社外か
ら必要な情報へアクセスしてテレワークを推進したい」
「誰でも簡単に帳票をスキャンしたい」そんな
悩みを解決します!
高耐久SIMフリー端末「DuraForcePRO 2」、新製品「DIGNO SX2」、
「DIGNO WX」等、堅牢性の高
い京セラ製品をご紹介します。信頼の『JAPAN MADE』製品をぜひ見に来て下さい。

京セラ株式会社

ますます広がるAI市場。AIエッジPCから、パソコンを設置できない環境でもご使用頂ける超小型PC、
小型ながらハイパフォーマンスなPCそしてシャットダウン不要の運用が可能なPCなど様々な新製品を

株式会社コンテック

ご紹介します。
テレワークや教育現場でのお客様の声を活かし製品化された、サンワサプライ製品を実演いたしま
す。webカメラの実演などカタログ、webページでは体験できないリアル開催ならではの製品をご用

サンワサプライ株式会社

意して、御来場をお待ちしております。
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。ノートPC
とUSB Type-C接続。モバイル機器からのワイヤレス画面共有。

誰 一 人 取り残さない学びを支援する「i n te ract i ve Stu d y 」、創造性を育む学びを支援する

シャープマーケティングジャパン
株式会社

「STUDYNOTE」。
APCと言えば、UPSを思い浮かべられることと思います。今回の展示では、意外と知られていない
UPSの活用場面、また、ソフトウェアやIT周りを支えるファシリティ関連製品もあわせて総合的にご紹
介します。

シュナイダーエレクトリック
株式会社

「KAIGIO CAM360（カイギオカム）」は、AIと360度カメラの組み合わせで会議室側の様子が一目瞭
然。発言者にはハイライトし、シーンによって選べる多彩な表示モード搭載。オフィス再構築やDX検
討企業様の円滑なWeb会議をサポート!
「ミーティングオウル」は出荷台数20,000台突破! 360度カメラ、マイク、スピーカーが一体型。これ
1台でリモート会議室に必要な機材が揃い、設定接続も簡単です。AIが話者に自動でフォーカスして
臨場感あるWeb会議を実現。
録音した音声を自動で文字起こしできる「オートメモ」。製品別累計販売台数・金額シェアともに
No.1。文字起こし作業や議事録作成を楽にしたいお客様に貢献します。
「いきなりPDF」シリーズで文書管理の効率アップやコスト削減を実現。テレワークの拡大や電子帳

ペーパーレス化を高性能・低価格で

出展社名

簿保存法の改正、インボイス制度などの影響でニーズが高まるペーパーレス化やDX推進にも貢献し

ソースネクスト株式会社

ます。
「ポケトーク字幕」はリモート会議システム上で、自分が話した言葉を最大2言語に瞬時に翻訳し、画

リモート会議で外国語の壁を解決

面に字幕表示するソフトです。海外とのWeb会議、外国人従業員や外国人人材のWeb面談でお困り
のお客様に貢献します。
音声通訳機「ポケトーク」は導入企業3,000社以上、コロナ禍以前より多くの業界で活躍する翻訳

インバウンドにも、
技能実習生対応にも

を多数いただいています。

No.1シェア通訳機 アプリで、登場

そのままに。
「ポケトーク」をすでに導入済のお客様への提案商材として。

機。インバウンド対応だけでなく、在住外国人対応や技能実習生受入が様々な企業から問い合わせ

法人導入事例が多数、AI通訳機「ポケトーク」からアプリ版が登場しました。翻訳精度はポケトーク

ハイブリッドワーク対応の
ソニー製品の紹介

「ブラビア」は4K高画質を生かして情報量の多い作業がより快適に行えるのはもちろん、Web会議

様々な用途で提案できる
高画質な「ブラビア」を

「ブラビア」のサイネージ利用で、商品の質感までリアルに再現し、購買意欲を高めることができま

上でも画面を分割して複数の情報を効率よく同時に閲覧することが可能です。ウェビナー配信機器
もご用意しています。

ソニーマーケティング株式会社

最新Androidタッチソリューション
「REGZA」の映像美、
レグザキャンバス
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す。天吊り・傾斜設置にも対応しており、スタンドアローンや配信型などご要望に合わせ様々な御提
案が可能です。
デジタルサイネージやセルフレジに利用可能な最新Androidタッチソリューションをご紹介します。
また、タッチサイネージパッケージソフトウェア「KI Sign」もご紹介します。
「REGZA」実機にて壮大な音の広がり、色表現をご体験ください。また法人様向けインタラクティブ
ホワイトボードの使い心地を是非、お試しください。

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要

タッチパネル・システムズ株式会社

TVS REGZA株式会社

展示タイトル

出展概要

出展社名

「AirGRID® WD」は、パトライト社製 信号灯に取付けるだけで、機器情報が無線で転送されるシス
テムです。信号灯からの取得データから、生産工程のボトルネック改善など、お客様の目的にあった

製造業向けIoT「AirGRID® WD」

様々な情報活用が可能、ご要望に応じたアプリケーションソフトを提示し最適なシステムをご提案さ

株式会社パトライト

せていただきます。また、国際標準通信規格を採用した無線通信は複数台の同時運用でも安心の通
信精度を誇ります。

「レイアウトフリーテレビ」で
自由な空間へ
「電池」で常に災害に備える形へ
「情報通信機器」で職場環境改善へ
ハイブリッド会議なら「ClickShare」

今までのテレビで必要だったアンテナ線の接続が、
「レイアウトフリーテレビ」には必要無し。
「4K
無線転送」を使うことで、配線やテレビ台も必要無しで職場のオフィスや会議室のどこでも使用出来
る。
最近では全国各地で集中した大雨など、秋の台風シーズンのみならず年間を通して自然災害が多
発。乾電池やライト、モバイルバッテリーといった商品で常に災害に備える「年間備災」の意識へ。

パナソニック
コンシューマーマーケティング
株式会社

職場では、得意先からの電話対応やFAXでの問い合わせ、お客様の訪問といった状況はまだまだ存
在。電話機・FAX、見守りカメラといった商品で職場の環境改善や課題解決へ。
在宅・オフィス問わず、リモート会議は使い慣れた自分のPCが便利。オフィスではPCにClickShareボタ
ンを接続すればWebカメラ・音声機器・ディスプレイの会議室設備を即ワイヤレスで利用可能。

バルコ株式会社

ようやく切り抜けたかと思われたコロナ時代。しかし、これからも共存しなければならない「ウィズコ

Philipsモニタ&デジタルサイネージ

ロナ時代」が現実的に。オフィス、学校、病院、街中の商業施設に飲食店・
・
・様々な現場が、この事態
を機に変化が加速している。私たちPhilipsディスプレイは、それぞれに最適な多種多様なラインナッ

MMD Singapore Pte. Ltd.

プを揃えています。
当社独自の「フジムラシステム」を搭載。スマートフォン・パソコン・タブレット端末での連携活用が可

ワイドグレーグリン電子黒板（PAT.P）

能です。5,000lmの明るいレーザー光線と超単焦点レンズによる大画面投影で、明るい部屋でも
はっきり見ることができます。安心安全な不燃材を使用した、目にも優しく映像も見やすいワイドグ

株式会社藤村式黒板製作所

レーグリン電子黒板です。
「現場の運用に合わせて商品ラベルや入庫ラベルを発行したい」
「かんばんや現品票発行時、マッ

製造業界向けソリューション

チするプリンタがない」そんなお悩みをブラザーのプリンティングソリューションで解決提案いたしま
す。
WMSと連携したプリンティングソリューションを提案いたします。入荷・入庫時の商品ラベル、庫内在

物流業界向けソリューション

庫保管業務でのロケーションラベル、出荷・出庫業務でのピッキングリストやPDラベルなど、様々な
シーンで活躍します。
インターネットや社内LANを介して、本部から各店舗のプリンタを一元管理できる「BRAdmin」を提

小売業界向けソリューション

ブラザー販売株式会社

案いたします。他にも値引ラベル・在庫管理ラベル・表示ラベルなど幅広く使用できるプリンティング
も提案いたします。
医事会計ソフトや電子カルテシステムと連携した「医療現場を止めない! “ダウンタイム0”」を目指し

医療業界向けソリューション
ワンストップ
ディスプレイソリューション

たブラザーのセット運用を提案いたします。また超大容量トナーを活用したコストダウンも提案いたし
ます。
DX化が進むことにより懸念される目の健康にも配慮し、ブルーライト軽減機能をはじめとしたアイケ
アテクノロジーで、眼精疲労を軽減するワンストップ・ディスプレイ・ソリューションを提供しています。

ベンキュージャパン株式会社

「Bose Videobar」は、すばやく簡単に設置できる、超小型オールインワンUSB会議デバイスです。小

WEB会議に、クリアな音と映像を。

型高性能スピーカー、ビームステアリングマイク、4K対応ウルトラHDカメラを洗練された薄型デザイ
ンに全て搭載。
「Bose Videobar」で、遠くの参加者をもっと近くに、見える伝わる心地よいコミュニ

ボーズ合同会社

ケーションを。

どこにいても最大の業務効率を
360度未来をつなぐ
コミュニケーション
USB-C PD充電保管庫で
新規需要開拓

■世界中の一流企業で採用されているTargusドッキングステーションで最大の作業効率をご提案
■用途にあったサイズのモバイルモニターで出先、ご自宅でのデュアルモニターをご提供します
遠隔地との相互書き込みを実現した会議モニターや、参加者の表情を360度取りこぼさないWEBカ
メラを展示いたします。また、電子黒板を活用した業務改善のお手伝いを実現いたします。

株式会社 ユニーク

リコージャパン株式会社

USB Type-C PD対応でタブレット、Chromebook、MacBook等を急速充電可能な最新の充電保管庫
をご紹介。小中学校以外に幼保・高校・大学、更には研修/ペーパーレス化用端末、工事現場や医療
施設等の共有端末用として導入が増えています。
Lenovoポータブルバッテリー12台とLocknCharge急速充電ステーション「BOLT 12G」のパッケージ。

モバイルバッテリー用
急速充電ステーション

買い替えサイクルの延長にも貢献します。

タブレット・PC用急速充電保管庫

自持ち出し/返却する用途に最適です。ダイヤル式ロックで、鍵の管理不要です。

端末のバッテリー劣化問題を低コストで解決し、充電切れによる学習の中断を防ぐとともに、端末の

8または16台のタブレットや小型ノートパソコンを省スペースで急速充電・保管・盗難防止。端末を各

Lock and Charge Japan合同会社

iPad 10台を急速充電・保管・盗難防止・持ち運び。端末は5台ずつバスケットで保管するので、事務室

iPad用急速充電保管庫

や職員室で充電・保管し、各クラスへ持ち運ぶ用途に便利です。壁にも設置できるのでスペースを有

iPad用 そのまま持ち運べる
充電保管庫

5台のiPadをまとめて急速充電・保管・盗難防止・持ち運び。iPadを事務室や職員室で充電・保管し、各

タブレット・PC用カート型充電保管庫

効活用できます。

保育室やクラスへ持ち運ぶ用途に最適です。
20台以上のタブレット・ノートパソコンを充電・保管・盗難防止・移動。カート型なのでフロア間の移動
も簡単。端末は5台ずつバスケットで保管するので、日常的に配付/回収する用途に最適です。

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要
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展示タイトル

出展概要

出展社名

コラボレーション
Acrobat Sign連携プラグイン
for kintone

紙やハンコに頼る時代から、電子契約の時代へ。Acrobat Sign連携プラグインなら最短1日で導入可
能です。連携プラグインですから、
「Acrobat Sign（旧 Adobe Sign）」へのログインは不要。キントーン
ベースの使いやすい電子契約プラットフォームを短期間・低コストで導入できます。
専門士業の知見に基づき、電子化可能な書類の分類・選定からシステム要件のチェック、書類保管の

書類の電子化コンサルティング

仕組みづくり、業務フローの設計までトータルにコンサルティングを行います。電子帳簿保存法への

電子契約導入コンサルティング

す。法令対応は弁護士が監修しています。契約類型の分析、契約フローの棚卸、社内の署名ワーク

対応もお任せください。分析帳票数に応じてプランがございます。
安心・安全・効率的に電子契約サービスを導入するために社内・署名ワークフローの構築を支援しま

書類の電子化アドバイザリー
サービス
電帳法対応/
事務処理規定作成サポート

フローの構築、規定類のご提供を行います。
電子化を行う際に不安な法令面の対応や、運用面等アドバイス致します。定期的なWebミーティン
グの実施に加え、メールや電話、チャットによるQA対応を随時致します。月額固定費、最低6ヶ月〜
ご契約いただけます。
改正電子帳簿保存法で規定されている真実性の確保要件を満たすための、事務処理規定の作成を

k&iソリューションズ株式会社

専門スタッフが支援します。帳票の分析と選定、既存システム分析、管理体制分析のうえ、事務処理
規定を作成します。QA対応も致します。
「Acrobat Sign」をご契約後、
「Acrobat Sign」のご利用方法から法令対応研修の実施など、実運用

Acrobat Signオンボーディング

までのサポートを代行します。法令対応研修の実施、管理者向け説明・開通確認、要件に合わせた

Marketo連携プラグイン
for kintone

「Marketo」と「kintone」をスピーディーに連携できます。マーケティング部門と営業部門での見込み

連携プラグイン
初期設定代行サービス
業務改善プラットフォーム「kintone」

詳細設定の実施・ハンズオンを4時間にわたって実施します。3か月間のQA対応つきです。

客の認識の一致、高確度のスコアリングの実現、顧客のLTV最大化など、Marketo連携プラグイン
for kintoneでマーケティング部門と営業部門のお悩みを解決します。
〇Acrobat Sign連携プラグイン for kintone 初期設定代行サービス 〇Marketo連携プラグイン初期
設定代行サービス Acrobat Sign、Marketoともにプラグインのご利用に必要な範囲での初期設定代
行サービスがございます。
定番のグループウェアに加えて、業務改善プラットフォーム「kintone（キントーン）」とその連携サービ
スを展示します。働き方改革の基本である情報共有について、お気軽にご相談ください。
延べ74,000社（2022年6月時点）の中小企業様にご活用いただいている定番グループウェアをご紹

グループウェア「サイボウズOffice」

です。お気軽にご相談ください。

ハイブリッドワークに最適なカメラデ
バイス

マイクロソフトTeamsやZOOMにプラグアンドプレイで利用できる180°
視野角のマイク・スピーカー一

脱紙・脱属人化でデジタル改革!

ができていないこんなお困りごとはありませんか?

体型カメラと4K UHD対応パーソナルカメラでオンライン会議をパワーアップ!
〇個人フォルダで管理しているExcelデータがある 〇属人化した業務がある 〇データの散在、共有
kintone&プラグインで皆様の業務改革をお手伝いします。
まるで仲間と共にキャンプをするように、離れたオフィス空間をつなぐ【インタラクティビジョン】で、

空間をつなぐ、インタラクティビジョン

サイボウズ株式会社

介します。スケジュールや掲示板等、日本のビジネスにおける使い勝手を追求した機能が満載の製品

拠点を超えた新しいコミュニケーションを実現します。地方と都市、地方と地方で働く人達がつなが
ります。

GNオーディオジャパン株式会社

JBアドバンスト・テクノロジー
株式会社

株式会社スノーピークビジネス
ソリューションズ

世界で25億台を動かすリモート接続プラットフォーム。オフィスや最新鋭の機械が動く工場など、幅

リモートデバイス管理 / 現場作業DX

広いシーンで活用できます。AR技術で遠隔現場サポートも可能。DXを推進し、新しいビジネスを生

TeamViewerジャパン株式会社

み出します。
サイボウズの「kintone」に連携する代表的な愛されプラグインを展示!kintoneに連携するwebフォー

kintoneに連携する最強プラグイン

ムサービス「フォームブリッジ」やkintoneから簡単に帳票出力する「プリントクリエイター」など6製品

トヨクモ株式会社

をご紹介します。
ソリューションベンダー様がお持ちの自社ソリューションをIBM Cloudと連携させ、ダイワボウ情報シ

IBM Cloudのパートナー共創モデル
フラッシュ・ストレージのご紹介
ペーパーレスを促進し業務改善
多視点情報・映像の同時送受信で
繋がる技術
メタバース空間での
コミュニケーション発展
テレワーク時代の
コミュニケーションツール
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ステム様とプロモーションしている取り組みの出展となります。実際に各地域で展開している事例を
ブースにてご紹介します。

日本アイ・ビー・エム株式会社

大切なデータを守る高速・安心・迅速な納期のオールフラッシュ・ストレージ「IGUAZU Secured Flash
Storage 5000シリーズ Powered by IBM」をご紹介いたします。
テレワーク状況を可視化するプレゼンス機能を搭載したグループウェア「desknet’s NEO」。ノーコー
ドアプリ開発ツール「AppSuite」など、これからの『働く』を支えるツールをご紹介いたします。

株式会社ネオジャパン

手元や目線、センサー情報、表情などの多視点映像を同時に送受信するクラウドサービス「MULT-i」。
オンライン教育や技能伝承の革新、また遠隔操作や医療指導などの現場活動を支援します。

株式会社BSNアイネット
VR会議システム「Holizon Workrooms」や二次元バーチャル空間「oVice」、Web会議ツール
「ZOOM」。これらをハイブリッドに組み合わせた活用事例と構築サービスをご紹介します。
登録できるデータは、名前、電話番号の他、所属先、メールアドレス、住所、FAX番号等が挙げられ、
他アプリのアカウント、顔写真等も登録できるため便利に利用することができます。Web電話帳の特長
として、共有用のアドレス帳と個人のアドレス帳が混在せず管理でき、部署ごとチームごとなど共有先
を適切に設定できます。そして常に最新の状況に更新しやすい点がWeb電話帳の強みでもあります。
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株式会社Phone Appli

展示タイトル

出展概要

出展社名

Teams会議に最適なルームデバイス

となるMicrosoft Teams Roomsデバイスをご紹介致します。またMicrosoft Teams認定取得した高品

本ブースではMicrosoft Teamsと一緒に使える、会議室向け製品を展示します。本展示会では初披露

Poly

質なマイクスピーカーフォン「Poly Sync 20」もDIS限定オリジナルモデルを展示します。
「rakumo」は、Google Workspace のユーザー管理、認証、セキュリティを共通利用し、Google

次のいつもの働き方へ。
「rakumo」

Workspace がもつ機能を拡張（カレンダー、社内掲示板、共有アドレス帳）、補完（勤怠管理、電子
稟議、経費精算）
することができるクラウド型のアドオンツールです。Google Workspaceで次世代の

rakumo株式会社

グループウェア環境を構築される皆様を強力にバックアップいたします。
導入企業社数35万社、400万ユーザー突破!LINE WORKSはLINEと繋がる唯一のビジネスチャット

仕事用のLINE「LINE WORKS」

として社内だけではなく、取引先や顧客とのコミュニケーションもできるグループウェアです。LINEで
なじみの使用感を踏襲し、教育不要ですぐに使えるメッセージアプリとして、デジタル化のはじめの

ワークスモバイルジャパン株式会社

一歩として多くのお客様に採用されております。

セキュリティ
DXが加速する現在、接続デバイスと同時にセキュリティリスクも増えています。Armisを活用すれ

デジタル変革を守るArmis

ば、自社の環境を監視し、繋がるデバイス、脆弱性やリスク、そして各デバイスの通信や挙動を簡単

Armis

に把握できます。
凶悪犯罪が増加する日本において防犯カメラシステムは不可欠になっております。そんな中、業種に

防犯システムに
プラスアルファのご提案

よっては防犯以外の運用にてネットワークカメラシステムをご利用頂いております。今回は、導入事例
をご準備しておりますので、実際にご確認頂き、今後の導入やリプレイス提案の参考にして頂ける様

株式会社R.O.D

なブースでお待ち致しております。当日は、お気軽にご質問頂けますと幸いです。社員一同、心より
お待ちしております。

CLOMOでパソコンもモバイルも
一括管理
今まで通りメールで送れる
脱PPAP対策
SaaS型マルチデバイス管理サービス
クラウドバックアップ
目的に合わせて
システム・データを保護
エンジニアの負担軽減
進化するソリューション
完全日本語インターフェイス

MDM市場11年連続シェアNo.1の「CLOMO」はスマートデバイス運用に必要な『情報漏えい対策』
『利用ルールの適用』
『状態の監視』を実現するMDM（モバイルデバイス管理）サービスです。
「eTransporter」は、使い慣れたメールにファイル添付して送信できる利便性を保ちつつ、脱PPAP対
策の実現ができるファイル転送システムです。
「ISM CloudOne」は脆弱性を自動で診断、即座に是正マルチデバイス・マルチネットワーク対応操作
ログを取得し、不正行為を可視化の特徴を持ったSaaS型マルチデバイス管理サービスです
OSまるごと
（ディスク全体）やディスクパーティション、ファイルをオンプレのストレージまたは安全な

電子帳簿の長期保存からランサムウェア含むサイバーテロ対策、災害対策など、時代ごとの課題に対
応できるシステム保護ソリューション。クラウドからLTOなど、様々なデバイスとの組み合わせが可能。
購入前から購入後まで、電話、メール、チャットなどの様々な手段で、直接アクティファイの日本人エ
ンジニアが対応するため、現場エンジニアの負担を大幅に軽減。
「ActiveImage Protector」シリーズは絶えず開発を継続。お客様からのご要望などを踏まえて、時代
にあったソリューションを提供。
製品はすべて日本語のインターフェイスで構成。ドキュメント類もすべて日本語で提供。もちろん英語
版も用意。
オンプレミスとクラウドが混在しているハイブリッド環境において、システム保護の運用を共通化。も
ちろん作成したバックアップファイルにも互換性を有する。

キッティング作業の効率化

負担軽減を実現。また、パソコンメーカー純正リカバリーメディアと同等の製品も作成可能。

コストパフォーマンスの高い
仮想ライセンス

AXLBIT株式会社

クラウドにバックアップ。iOS、Android、Office365メールボックスにも対応。

オンプレミスとクラウド

永続ライセンス販売

株式会社アイキューブドシステムズ

株式会社アクティファイ

PC展開用ツールの「ActiveImage Deploy USB」は、世界一簡単なUIと、高速な処理でエンジニアの

「ActiveImage Protector」はコスト面でも優れ、最近流行のサブスクリプションライセンスだけでな
く、永続ライセンスも継続して販売。お客様のご都合に合わせて選択可能。
1ホスト1ライセンス、ゲストOS無制限で、CPU、容量などは無関係。また、仮想マシンへ製品をインス
トールするエージェントベースタイプ、インストールしないエージェントレスタイプを自由に選択可能。
Acronisはバックアップ&データ保護ソリューションを個人、企業、MSP向けに提供しています。機密

Acronis 〜統合データ保護〜
Shadow Desktop

情報を保護しましょう。
「Acronis Cyber Protect」のご紹介、また、MSP向け「Acronis Cyber Protect

アクロニス・ジャパン株式会社

Cloud」をご紹介します。
「Shadow Desktop」はPCをデータレス化して情報漏洩対策やランサムウェア対策を実現します。オフラ
インでも操作できる利便性を備えた『データレスクライアント』
という新しいカタチをご紹介します。
「Air Back」は『リアルタイムのファイルバックアップ』により空気のような軽さで簡単に安心のデータ

Air Back
Secure Back

保護を実現します。クラウドにも対応可能で手軽に始めるBCP対策としても有効なバックアップソフ

アップデータ株式会社

トです。
複数のバックアップ対象を『一元的に集中管理ができる』バックアップソフトが「Secure Back」です。ラン
サムウェア対策にも有効であり、PCの買い替え時に発生する
『データ移行』も自動で実行できます。
「ALogシリーズ」は、オンプレ/クラウド問わず、多様なITシステムのログを包括的に記録・管理する

誰でもカンタンにログ活用「ALog」

ログデータマネジメントソリューションです。
「セキュリティのむずかしいをカンタンに」をモットーに、
独自のログ翻訳変換技術と簡単な設定・操作、AIによるログ分析機能、レポート定義集「自動検知

株式会社網屋

パック」などの様々な機能により、専門知識がなくても高度なログ活用を実現します。

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要
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展示タイトル

ALSIが誇る安心のセキュリティ
ゼロトラストセグメンテーションで
サイバー侵害を阻止、
企業の重要資産を守る
SSOでゼロトラストを
簡単に取り入れる!
統合型セキュリティプラットフォーム
SaaS版標的型攻撃メール
訓練サービス

出展概要

出展社名

ALSIではクラウド型Webフィルタリングや情報漏洩対策などのセキュリティ製品をご提供しておりま

アルプスシステムインテグレーション
株式会社

す。新しい働き方の普及とともに増加する脅威から会社を守るためのソリューションをご紹介します。

サイバー被害に発展する前にランサムウェアなどの侵害を封じ込め、ゼロトラストのセキュリティモデ
ル専用に設計された実証済みのセグメンテーション技術を用いて企業の重要資産を保護します。

「CloudGate UNO」はクラウドサービスへのアクセス制御とシングルサインオンを実現するサービスで
あり、安全なリモートワーク環境や最新のゼロトラストセキュリティを取り入れていただくことが可能
です。
ウォッチガードでは統合型セキュリティプラットフォームをベースとして、ネットワークセキュリティ、セ
キュアWi-Fi、多要素認証、エンドポイントセキュリティの各種ソリューションをご提供しています。

「LANSCOPE」は新しいステージへ
「LANSCOPE」なら
脆弱性診断 〜 対策まで
なくならない
情報漏えい対策のカギは可視化

株式会社
インターナショナルシステムリサーチ
ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン
株式会社

定期的な標的型メール訓練、実施できていますか?メール訓練SaaSは、お客様の好きなタイミングで
訓練ができるセルフ型のサービスです。年間契約の固定料金制のため、何度訓練しても料金は変わ
りません。簡単な操作ですぐに訓練を実施することができます。実際に標的型攻撃の脅威を体験し、
不審なメールを受信した際の対応に備えましょう。
長年のIBC i でのアプリケーション開発にて蓄積したRPG/ILERPGのノウハウと、Webシステム等業務

Power iシステムとKintone

イルミオ ジャパン合同会社

AGSビジネスコンピューター
株式会社

システムやKintoneなどの周辺システムとの連携を含めたトータル的なシステムインテグレ―ションを
ご提供します
2022年10月、サイバーセキュリティのトップブランドを目指しMOTEXの全製品を「LANSCOPE」へ統
一しました。情報漏えい対策、ウイルス対策、セキュリティ診断まで幅広くご提供します。
サイバー攻撃は増加の一途を辿っており、今まで以上に対策の強化が求められています。2022年8
月に脆弱性診断パッケージをリリース!診断から対策までご提供可能となりました。今後のリリースに
もご期待ください!
社員・中途退職者による情報漏えい事件・事故は後を絶ちません。増加傾向にある内部不正に対して
操作ログを見える化して事件・事故を未然に防いだ事例とノウハウを提供します。
正 しく休 憩 が 取 れ ているか 、など 従 業 員の 働 き方 を 把 握 することが 難 しい テレワーク。

テレワークをやってみてわかったこと
M365の情報漏えい対策を実現!
PC・スマホの一元管理は
「LANSCOPE」
AI活用AV・EDR・各種サービスまで

る機能を実装しています。
「Security Auditor」では、従来のチャットボット機能に加えて、M365の監査ログを参照し、情報漏
えいリスクを見える化。リスクのある不審な操作を確認できるレポートを実装しています。

ツールをご提供しています。PC・スマホを1つの製品でまとめて管理したい方におすすめです。
「CylancePROTECT」はAI技術を用いて、未知・亜種を問わずマルウェアの検知率99%以上。オプ
ションとしてEDRや、各種運用代行・監視サービスもご用意しております。
「Deep Instinct」ならディープラーニングを活用して、様々なファイルタイプへの攻撃に対して未知・亜

ウイルス対策も情報漏えい対策も
これ一本

「LANSCOPE」ではIT資産管理、内部不正対策、外部脅威対策まで幅広い機能をご提供するオンプ

DX推進する
デバイス管理ソリューション!
Emotet対策に有効なソリューション
クラウドを活用した
セキュリティ強化を紹介
iKAZUCHI（雷）オリジナル製品
インシデントレスポンスは
スピードが勝負!
クラウド型PC&
セキュリティ管理サービス
「敵から見える自分を知る」:DeTCT

エムオーテックス 株式会社

MDMに加えてWindowsの端末管理・セキュリティ対策まで備えた、クラウド型IT資産管理・MDM

様々なファイルタイプへ対応!
次世代型AV

新登場!
脆弱性診断でリスクを早期発見
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「LANSCOPE」では取得した操作ログをレポートにすることで、働き方を見える化し一目で確認でき

種を問わず検知率99%以上。いざという時には、ネットワーク遮断も可能です。

レミス型のエンドポイントセキュリティ対策製品を提供しています。連携・協業製品も多数ご用意。
外部脅威対策の新メニューが登場!17年の蓄積されたノウハウにより確かな技術と実績のある
「SecureOWL」の脆弱性診断をご提案いただきやすいパッケージとしてリリースしました。ぜひご確
認ください!
モバイルデバイスの充電保管庫「Tablet*Cartシリーズ」とAndroid端末向けキッティング/管理ツール
「TabletAdmin」をご紹介します。

エム・ティ・プランニング株式会社

お勧めは「ESET PROTECT Advanced クラウド」! 約数秒〜数分で不審なファイルを高精度に判定
し、脅威を取り除きます。しかも全自動で管理は不要。詳しくはブースへお越しください。
ESETをご利用中のお客さま、従来のエンドポイント対策からセキュリティ強化をしませんか?充実した
ラインアップから手軽に追加搭載できる機能や、クラウド管理への移行方法をご提案します。
お勧めは「ESET PROTECT Advanced クラウド Lite」! 通常版にはないiKAZUCHI（雷）限定製品。6ラ

キヤノンITソリューションズ
株式会社

イセンスから購入でき、クラウド管理・クラウドサンドボックス機能が標準搭載です。
EDRを活用したインシデントレスポンスには、脅威情報を活用して、迅速に対応できるスキル・ノウハ
ウ・人員が必要になります。EPP+EDRの監視運用をお客さまに代わって、スピーディーに手厚くご支
援します。
「ISM CloudOne」は、PCセキュリティ状態を自動診断する「自動脆弱性診断」やIT資産管理、最大7
年分の保管が可能なログ管理、外部脅威・内部不正等のセキュリティ対策をクラウド上で提供してい

クオリティソフト株式会社

ます。
External Threat Landscape Management（外部脅威情勢管理）
としてソリューションを展開する、
CYFIRMAの「敵から見える自分を知る」に特化したDeTCTをご紹介します。

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要

サイファーマ株式会社

展示タイトル

PCにもドライブレコーダーの時代
予防・防御・監視なら弊社まで
手頃で使いやすい
SIEMソリューション
次世代型SIEM製品「LogPoint」

出展概要

出展社名

社員のモバイルPCに保管されているデータセキュリティは万全ですか?モバイルワークにおける課題の
ひとつがデータ漏洩リスク増大です。ジャスミー「SecurePC」はこうしたリスクからデータを守ります。

ジャスミー株式会社

「スパムや悪質サイトのフィルタ」、
「ユーザー操作の画面記録」や「アクセス管理」、
「情報の流出防
止」など、必須となるソリューションを各種取り揃えています。
「SolarWinds Security Event Manager（SEM）」は、必要な機能をコンパクトに、仮想アプライアンス
にて提供。中小規模のログ監視やログの可視化に最適です。

ジュピターテクノロジー株式会社

「LogPoint」は、業界で最高レベルの安全性（EAL3+）を認定されたSIEM製品です。ITインフラから
のあらゆるログデータを収集、保存、分析して、疑わしい活動を検出し脅威に対応できます。
組織の重要なデータを守るため、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

SKYSEA Client View

るクライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」についてご紹介いたします。

新世代Gen7 UTMシリーズ

サイバーセキュリティに定評あるSonicWallファイアウォールに3倍のパフォーマンスの新製品が登場!

SMAシリーズ

中堅・中小企業向けゼロトラストソリューションより強固なリモートアクセス環境をSMAシリーズで実現!

導入前後の充実した支援体制

SonicWallを提案いただくにあたり、ご支援項目を用意しておりますので是非ご活用ください。

Sophos MTR マネージドサービス

である検知した脅威を誰が対応するかのか?日本語通訳サービスが開始となった「Sophos MTR」でソ

Sky株式会社

ソニックウォール・ジャパン株式会社

高度化する脅威に向けてEDRの導入を検討している企業が増えています。しかしながら、EDRの課題

多要素認証ソリューション

ゼロトラスト、クラウドサービス、ネットワーク接続、様々な場面で必要となる認証。今この認証に必
要な多要素認証について利便性も損なわない最適なソリューションをご紹介します。
ネットワーク分離に最適なソリューションや学校、教育委員会向けソリューションなどを導入事例を含

自治体・文教ソリューション

統合セキュリティソリューション
M365のみで行うセキュリティ対策
セキュリティ対策アドバイザリー
サービス

セキュリティ健康診断
「デジタルトラスト」の
業界最先端をご紹介
社内外での
Webからの情報漏洩を対策!
脱ZIP運用やメール経由での
攻撃を対策!

株式会社ソリトンシステムズ

めてご紹介します。これからのご提案に使える情報をご用意しておりますので、ぜひブースにお越しく
ださい。
〇導入コストを抑え、利便性が向上 MicroSoft 365 向けメールセキュリティ「Vade For M365」
〇運用利便性が格段に上がる最新クラウド型AIカメラ「Verkada」

高千穂交易株式会社

マイクロソフト製品を知り尽くした「エキスパート」に貴社のビジネス課題をぜひご相談ください。
M365のみで行うセキュリティ対策をデモを通して分かりやすく説明し課題解決を支援します。
UTMだけでは安心できない!?ゼロトラストの考え方を取り入れた最新のセキュリティ対策をマイクロ
ソフトソリューションで実現します。国内トップクラスの知識と経験を持つコンサルタントにぜひご相
談ください。
Microsoft 365 を活用する企業が急増していますが、社員が適切なルールで利用しているかは管理で

コンプライアンス管理アドバイザリー

ソフォス株式会社

フォスにまるっとお任せしませんか?

株式会社ティーケーネットサービス

きていますか?セキュリティだけでなくコンプライアンスの観点からも安心して利用できる環境を整え
ます。
エンドユーザー様向けに、貴社のセキュリティ対策についての簡易的な“健康診断”を行います。
「自
社に必要なセキュリティ対策がわからない」という方は当社ブースにお気軽にお立ち寄りください。
SSL/TLS証明書をはじめとするPKI技術を活用したデジタルトラスト分野において、従来の主力製品
や、自動化管理ツール、なりすましメール対策、IoT向け証明書等の新ソリューションをご紹介します。

デジサート・ジャパン合同会社

（旧シマンテック・ウェブサイトセキュリティ）

「i-FILTER」では、検索サイトでヒットするWebサイトのURLをコンテンツのURLまでを含め、あらゆる
URLをカテゴリ分類したDBを活用し、安全なWebアクセスのみを実現します。これにより、Emotetな
ど近年急増する標的型攻撃からのウイルス感染遮断を実現します。
1つの製品で送受信対策、アーカイブ取得が可能なメールセキュリティ製品です。受信対策では安全

デジタルアーツ株式会社

なIPとドメインを組み合わせた独自のDBを活用し安全なメールのみ受信します。
万が一機密データの情報漏洩が発生しても、
「FinalCode」で保護された個人データであれば、デー

社内外でのファイル管理を強化!

タの閲覧が不可となり、安全なファイルの運用管理を実現します。デモもご覧いただけます。

DXのセキュリティで社会を革新する

トレンドマイクロはお客様の安全な事業継続に貢献します。弊社だからこそ提供できるDX総合力で

Cisco Umbrella

ト実績、導入支援実績で、皆様がセキュアDNSをすぐさま導入可能です。

あんしんクラウドメールフィルター

ます。

昨今DXに求められるものが進化しています。企業DXから製造業DX、またXDRまで、どんな変化にも

RPA アシロボ
指タッチで二要素認証
「Yubi Plus」

トレンドマイクロ株式会社

ご提案します。
SASE実現の最短・最適解の「Umbrella」を導入を実現するなら『POWERS』。日本最大規模のサポー

かんたんに導入、全てが自動運用でおまかせ、安心のメール業務環境を安心できる価格でご提供し

ICTインフラ・エンジニアリング
パートナーズ POWERS
（日永インターナショナル・ドヴァ）

プログラミング知識が不要で、部署・部門を問わず活用が可能な簡単/低価格RPA。
「働き方改革の
救世主」として、皆さまの業務効率化に貢献いたします。あなたの業務、自動化しませんか?
「Yubi Plus（ユビ・プラス）」は、USBセキュリティ鍵にタッチするだけの簡単操作で二要素認証ログイ
ンとリモートアクセスを安心・安全・簡単に実現します。生体認証鍵と所持情報の2種類から認証方法

日本情報システム株式会社

の選択が可能です。
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展示タイトル

SSE&SD-WAN
全部盛りソリューション

出展概要
近年、在宅ワークやアプリのクラウド化が進み、攻撃対象領域が大幅に広がっています。様々な脅威
に対抗するには、SSEとSD-WANが統合されたVersaの革新的なSASEソリューションが最適です。

出展社名

Versa Networks

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

日立指静脈認証装置「H-1」

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

Webサイトのプライバシー法対応

「Trust 360」は、同意の取得から管理、他システムとの連携までワンストップで実現する同意管理プ

企業・自治体で求められる
データ消去管理

ンを導入することで復元のできない消去、および監査性の高い消去レポートを管理することが可能に

株式会社日立製作所

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。
個人データの取扱に関して社会の注目度が高まり、法令順守が企業に強く求められています。

「AppGuard」は侵入されても
発症しない

IT資産の廃棄や不要となった情報など、どのように消去を行っていますか?Blancco消去ソリューショ

ゼロトラストの概念に基づき開発されたエンドポイントセキュリティ「AppGuard」。最新のランサム
ウェアがUTMやアンチウイルスをすり抜けたとしても、発症を防ぐことでユーザーは日々の業務を遂

30年以上データ保護・管理の
トップベンダ

コア・エッジ・クラウドまで、サイバー攻撃対策として必要な要件を満たす統合データ保護「Veritas

す。PPAPからの代替や利便性を下げずに高セキュアなファイル送信を実現いただけます。

NetBackup」。小規模から大規模まで、Microsoft 365のデータ保護、ランサムウェア対策に対応した

リモートワークの課題をすべて解決!

株式会社プロット

ベリタステクノロジーズ合同会社

「Veritas Backup Exec™ 22」。
「HENNGE One」は200以上のクラウドサービスへのSSOと不正アクセス対策や、Exchange Online/
Gmailに対する脱PPAPやマルウェア対策等の統合セキュリティを提供するクラウドサービスです。
企業組織が推し進めるデジタルトランスフォーメーションの実現には、継続的なイノベーション、成

業務の「みえる化」で
社員の業務改善を実現

株式会社Blue Planet-works

行できます。
メール環境を変更せずに、添付ファイルを自動的にダウンロードURL形式に変換することが可能で

最新のエンドポイントセキュリティ

株式会社ブランコ・ジャパン

なります。

セキュアな
添付ファイル送信ソリューション

シェアNo.1 クラウドセキュリティ

Priv Tech株式会社

ラットフォームです。

長、強靭さを確実に手にすることができる強力なセキュリティ基盤が欠かせません。Trellixに相談くだ
さい。
ログ管理のクラウドサービス「MylogStar Cloud 」を出展します。セキュリティ対策から業務のみえる
化まで実現!初期費用なしの月額サブスクリプションでお客様の運用負担を最小限にします。
リモートワークに欠かせない「セキュリティ」、セキュリティを担保するために損なわれがちな「ユーザ
ビリティ」、全社展開するための「導入・運用コスト」これらの課題をmoconaviが解決します。

HENNGE株式会社

トレリックス

（旧McAfee Enterprise）

株式会社ラネクシー

株式会社レコモット

ネットワーク
明日から使える
映像監視ソリューション

映像監視はただ撮る見るだけではなく、日々進化しています。Axisでは映像、音声、光、映像解析等
を使って自動化により安心・安全の提供を実現するソリューションをご提供致します。様々なメーカー
様とのエコシステムにより、明日から使えるソリューションをご紹介致します。

アクシスコミュニケーションズ
株式会社

・外回りをする社員が感じている「VPN接続」の煩わしさを解決し、効率的な業務を実現するリモート

お手軽ネットワークソリューション
有線・無線まとめて
ネットワークを統合管理

アクセスサービスをご紹介。
・マルチベンダのネットワーク環境を管理できる実績豊富なソフトウェア

APRESIA Systems株式会社

をご紹介。
アライドテレシスは簡単な運用・管理を実現するネットワーク統合管理ソリューションをご提案します。
そのほか、ネットワーク機器をはじめ様々な総合ITソリューションサービスをご用意しております。

アライドテレシス株式会社

社会インフラを支えるネットワーク機器メーカーが作る“光メディアコンバータ”。EthernetOAM対応

遠隔監視可能!高信頼光ネットワーク

で、イーサネット網上での運用・管理・保守を容易に! キャリア、CATV、工場など長距離光伝送に最

拡張性・柔軟性に富んだ
次世代AVoIP

市場が急拡大しているAV over IP（映像や音声をIPネットワーク伝送するシステム）において、拡張性・

適。

FXC株式会社

柔軟性に富んだ次世代AVシステムソリューションをご紹介（オーディオブレインズ様コラボ）。
■ Wi-Fi導入したいんだけど結構手間が掛かるよね、楽に導入・運用出来る製品無いですか?/■ 電

快適なWi-Fiソリューションを提供

波干渉等のトラブルが発生時に他の業務が忙しくてそっちの対応まで手が回らない/■ そもそもトラ
ブル対応に時間が掛かるユーザ体感の可視化等、全部Juniper Mist AIが解決します。
■ Mist AIはAPの管理だけではありません/■ MPSK（マルチPSK）
を活用した幅広い用途へのNACソ

Mist AIの機能紹介

リューションを実現します/■ PCの設定変更が不要!自宅で会社と同じSSIDでセキュアなアクセス環

Mist AIを活用したNewビジネス

ショッピングカート
（スマートカート）/■ 屋内位置情報システムを活用した資産管理、UXの向上/■

境を提供/■ 有線ネットワークの可視化・AI による分析/■ WAN の可視化・AIによる分析
■ 屋内位置情報システムは“付加価値サービス”から“必要不可欠なサービス”へ/■ タブレット付き
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ジュニパーネットワークス株式会社

展示タイトル

時刻のズレを解消
ネットワーク型クロック

簡単・安全・お任せな
時刻同期サービス

出展概要

出展社名

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。
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

セイコーソリューションズ株式会社

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。
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

導入して完結
時刻同期装置 タイムサーバ

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。
10万円以下でリモート監視システムを構築!（カメラ2台+同シリーズのレコーダーNVR+PoEスイッ

【新登場】ネットワークカメラ「VIGI」

チ）。TP-Linkでは低コストかつ導入・運用の負担を抑えたリモート監視をご提案いたします。今年8月
には、Wi-Fi対応モデル屋外用バレット型「VIGI C340」と屋内タレット型「VIGI C440」が新たに仲
間入りしラインナップも拡充中です!
TP-Linkの「Omada」が、月額費用なしで利用できる包括的なネットワークソリューションを提案しま

【月額費用0円】TP-LinkのSDN

す。Omada対応製品は本体価格もリーズナブルなため、導入後の管理費だけでなく初期投資も抑え
られます。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!
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!Wi-Fi 6対応 屋外AP

【ラインナップ拡充】Omadaシリーズ

ティーピーリンクジャパン株式会社

「EAP610-Outdoor」や、さらにコンパクトになった天井取り付け型AP「EAP610」、10G対応PoEス
イッチ「TL-SX3206HPP」等が新たに登場し、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!
ホテルや医療施設等さまざまな現場で活躍する「Omada SDN Solution」!月額費用無償かつ製品本

【導入実績多数】
ホテルや医療施設等で活躍

体も低価格である「Omada」は、ホテル等各部屋にAPが必要な場合も低コストでネットワーク構築
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、機
器の一元管理が可能なため、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!

クラウド型ネットワーク管理サービス
フル10G対応 L3 & L2スイッチ
新時代の
サイバーセキュリティ教育講座

クラウド型ネットワーク管理サービスの「Nuclias Cloud」は、無線アクセスポイントとL2スイッチの監視・
設定変更を、クラウド上から行うソリューションです。システム管理者の業務負担を軽減できます。
100Gアップリンク搭載のコア〜ディストリビューション向け「L3スタッカブルスイッチDXS-3610シ

ディーリンクジャパン株式会社

リーズ」と、フロア以降向け「L2スマートマネージドスイッチDXS-1210シリーズ」を展示します。
ゼロトラストの概念を正しく理解し、営業・プリセールスSEが企業に提案できるようになることを目的
に、SecuriSTのサイバーセキュリティ講座「ゼロトラストコーディネーター」をご紹介します。

Top Out Human Capital
株式会社

事業の規模を問わず高速ネットワークが必要となっている今、全てのビジネスシーンにあったWiFi 6

WiFiは、“つながる”のその先へ。

製品をご提案いたします。他社とは違う、クラウド管理・メッシュWiFiは貴社のビジネスを加速させる

ネットギアジャパン合同会社

商材の1つです。
クラウドリモート管理「キキNavi」を使用することで、バッファローの法人様向けネットワーク製品の

クラウドリモート管理「キキNavi」

遠隔監視が可能となり、機器管理者の負担を大きく軽減します。当ブースでは、キキNaviを活用した

株式会社バッファロー

ソリューション、活用事例を紹介いたします。
■Wi-Fi 6対応 クラウド管理型無線AP「AIRRECT」
・高セキュリティを実現するWIPSアンテナ搭載/・

無線APの管理、困っていませんか?

冗長化可能なクラウド分散型管理/・AIによるトラブルの分析が可能
■天井埋め込み型PoE+「CiLIN」
・既存ケーブルを活かして増設が可能/・天井下からの簡単施工で作

パナソニックEWネットワークス
株式会社

業工数の削/・今後のレイアウト変更や増設にも対応できる拡張性
デスクトップ設置可能&ファンレス設計小型アプライアンスのPA-400シリーズは、中堅中小企業や小

パロアルトネットワークス株式会社

規模拠点にも上位機種と同じ機械学習を活用した業界最高クラスの次世代ファイアウォール機能を

ネットワーク監視サービス

ん複雑化しています。今までの監視システムでは見えない領域が増え、新しい監視の形が求められて

パロアルトネットワークス株式会社

提供します。
昨今、多くの企業が業務でクラウドサービスを活用しており、業務におけるネットワーク経路はどんど

株式会社ビーアイテック

います。
シンプルに構築できるネットワークアプライアンス製品「EasyBlocksシリーズ」をご紹介しておりま

シンプルに構築できるアプライアンス

す。DHCPやDNS、Syslogといったネットワークインフラに必要不可欠な機能に特化し、Webブラウ

クラウドに不可欠な
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

ぷらっとホーム株式会社

ザによる直感的な操作で導入・運用も容易です。

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

BlueCat Japan株式会社

DNSセキュリティ対策を可能にします。
リブーターはIT機器のフリーズを監視し、遠隔制御または自動で電源再起動をする事が出来る装置

IT機器のフリーズを監視し
自動で復旧!

です。保守の駆付け回数や時間の削減・人件費削減に絶大な効果があります。また現在、簡単に遠
隔電源制御ができるクラウドサービスを開発しており、よりお手軽にシステム構築を行える様になり

明京電機株式会社

ます。本装置は、特にインターネットマンション・監視カメラ・サイネージシステムへ多く導入頂いており
ます。

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要
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出展概要

企業/自治体/文教へ
ワンストップDX提案

【企業】高速通信による時短ソリューション、どこでも快適遠隔会議 【自治体】NW管理業務の省

スマホで受発信!
固定電話をクラウド化

「CLOUDPHONE」は、固定電話をDXするクラウドPBXサービスです!どこからでも受発信できるよう

力化/災害時の活用、議事録の自動作成ソリューション 【文教】安定Wi-Fiによる快適タブレット授

出展社名

ヤマハ株式会社

業、ハイブリッド授業

になり、スマホやPCなど端末も自在です。テレワーク環境の構築やオフィスのフリーデスク化にも役

株式会社Wiz

立ちます

モバイル・エッジデバイス
ASUSは高い技術力によって、高品質で革新的な製品の開発を追求しているPCメーカーです。
「ASUS Expert」シリーズは、ビジネスに特化した性能と機能を備えた法人用のPCシリーズで、ユ

ASUS JAPAN株式会社

ニークなフリップ型のノートパソコンからデスクトップパソコンまで豊富な製品ラインナップであらゆ

ASUS JAPAN株式会社

る業種・職種の方に次世代のデバイス体験を提供します。日々のさまざまなビジネスシーンにテクノロ
ジーの力で貢献します。

ビジネスに最適な
最新コンピューティング
ハードウェアの開発・設計は
お任せください

●持ち運び用途に便利な『10.1インチWindows 10搭載タブレット』●最新CPU&グラフィックカー
ド搭載『GALLERIA』シリーズ ●遠距離から被写体を高精細・高画質に拡大表示が可能『マイクロス

株式会社サードウェーブ

コープ』最新ハードウェアを多数ご紹介。実機をご体験いただけるブースをご用意しております。
弊社はaiwaデジタル製品の製造及び販売権を取得し、ユーザー様に寄り添った製品とサービスを展
開いたします。定番モデルとあわせお客様との仕様策定から開発・サポートまでワンストップでのサー

JENESIS株式会社

ビスを提供します。
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

Dynabook最新PC&ソリューション
3Dソリューションなど
最新製品をご紹介
あなたのビジネスパートナーに、
「VAIO」
現場から社会を動かし未来へつなぐ
クリエイター向け

時代に即した最新のアーキテクチャを備えたPCとITインフラのDXソリューションをまとめてご提供い

Dynabook株式会社

たします。
「SpatialLabs 3D」ソリューションのデモ展示を中心に、製品全体にエコデザインを採用した「Acer
Vero」シリーズ、空気清浄機とエアサーキュレーターの「Acerpure」等をラインアップしています。

日本エイサー株式会社

ハイブリッドワークを支える「VAIO PC」をご紹介します。持ち運びも安心な堅牢性に優れた薄型軽
量ボディ、AIノイズキャンセリング機能やカメラ映りを最適化する機能で、快適なWeb会議を実現す

VAIO株式会社

る最新モデルをご覧ください。
サプライチェーン、公共サービス、生活インフラ、エンターテインメント等、現場における様々な課題
を解決する、パナソニック コネクトのサービス・プロダクトをご紹介致します。

パナソニック コネクト株式会社

CAD、映像制作、イラスト、DTP、3DCG・VRなどのあらゆるクリエイティブのため、最適な選択肢を
提供する幅広いラインアップで、多くのクリエイターの要望に応えます。
マウスコンピューターでは課題やレポートなどの用途以外にも、建築用CADやイラストレーションな

大学/専門学校向けノート

どの専門的なソフトや動画撮影などに適したパソコンもラインアップ。

DX推進

中小企業のDX推進を支える「MousePro」とiiyamaディスプレイの使用シーンをご案内。

ハイブリッドワーク

りました。軽さと堅牢性に優れ、長時間駆動を実現した、ハイブリッドワーク時代にオススメのPCを

株式会社マウスコンピューター

コロナ禍によって多くの企業がテレワークを取り入れた結果、
「働く場所」を能動的に選べるようにな

「Cotoka for PC」のご紹介

ご紹介!
情シスをPC運用管理業務から解放し従業員に最適なデバイス環境を提供する、全く新しい「PC調
達・運用」のサービスをご紹介します。
今年に入り新しく発表されたM2チップ搭載モデルを中心に、最新の製品をご紹介いたします。働き

Appleの最新ソリューション

方や利用するデバイスが多様化する中で、Appleのエコシステムはあらゆるシーンで力を発揮します。
ビジネスをより楽しく、より自由にするためにAppleの最適な活用方法をご提案いたします。

横河レンタ・リース株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社
アップルソリューション

JCSSA
DX成功のカギは正しい課題の把握と変革人材の育成です。当社は現実的なコンサルティングに高い

新しいDXの進め方をご提案します

Synology と Matterport
最先端SaaSバックアップ
ソリューション
短納期・リーズナブルな価格の
ICT機器
ODM製品の企画、
ICTサービスのご提供
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評価をいただいております。IT人材研修も活用する事で、お客様のDXの確実な成功を力強くご支援

株式会社RPA NEXT

させていただきます。
Synology製NAS導入による万全なデータ保護対策をご紹介します。またMatterportの空間3Dモデ
ル化もご紹介。
SaaS利用におけるデータ保護の責任はユーザーにあるということをご存じでしょうか? データロスに
備えて事業の継続性を向上させるAvePointのSaaSバックアップサービスをご紹介します。
H3Cは有線・無線ネットワーク機器やサーバを開発・製造・販売しております。供給不足や価格にお困
りのお客様は是非ともご検討をお願いいたします。また、無償のCloudベース管理ツールを提供して
おります。

株式会社アスク

AvePoint Japan株式会社

H3C Japan Technologies
合同会社

富山県に自社工場を持ち、ヒアリングを元にお客様独自のアプライアンス製品の設計から製造、キッ
ティング、出荷までをワンストップでご提供致します。また、自社開発により提供しておりますクラウド
型入退室管理システム「iDoors」は年々様々な機能追加を行っており、複数の認証方法やAPIによる
サービス連携を行い、様々な事業形態のお客様にあったご提案を行っております。

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要

株式会社エーティーワークス

展示タイトル

AIチャットボット「sAI Chat」
FAQシステム「sAI Search」
「sAI Voice Analyzer」

出展概要

出展社名

「sAI Chat」は、高性能な人工知能と手厚い運用サポートをセットにしたAIチャットボットサービスで
す。最初から賢く、担当者の手間がかからないチャットボットです。
「sAI Search」はユーザーの疑問をAIが先回りして予測する、全く新しいFAQ検索システムです。どん
な人が使っても知りたい情報が一瞬で見つかります。

株式会社サイシード

「sAI Voice Analyzer」は、コールセンターに眠る音声データを分析し、問い合わせ内容を見える化す
ることで、問い合わせ対応における課題を特定するコンサルティングサービスです。
情報システムで利用されているCentOSのメンテナンス終了、GIGAスクール、企業のテレワーク環境

根本から守る
国産の情報セキュリティ対策

ム運用を支援します。

顔認証型アルコールチェッカー

ます。ダイワ通信では、サーモカメラを用いた検温と、アルコール検知器を組み合わせて、確認結果

トータルセキュリティソリューション

フサイクルはもちろん、導入したセキュリティ対策のレベル維持・更新まで一貫性を持ってトータルで

のセキュリティ対策など、今直面している課題に応える情報セキュリティ対策で安心、安全なシステ

サイバートラスト株式会社

2022年10月より、社用車を運転する際に、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化となり

ダイワ通信株式会社

を集約管理できるシステムをご提案します。
セキュリティ対策の機器調達・導入・構築から、導入後の運用・保守まで、セキュリティシステムのライ

不正端末を社内ネットワークから徹底
排除します!

東芝ITサービス株式会社

サポートします
持込み端末（社員の私物ノートPC・タブレット端末など）の社内ネットワーク接続は、ウィルスの拡散や
機密情報の流出など、情報セキュリティ上の大きなリスクに繋がります。IntraGuardian2+では許可
されていない機器の社内ネットワークへの接続防止を「低コスト」
「かんたん導入」
「コンパクト」
「低

ネットチャート株式会社

消費電力」で実現することができます。
独自の無線多段中継テクノロジー/PicoCELA Backhaul Engine（PBE）により、広大な無線LAN空間

メッシュWi-FiならPicoCELA

を容易に実現します。LANケーブルを減らし、高速・スムーズ・安定・連続な無線ネットワークの構築

お客様に一番近い距離にいる
業界団体

スローガン「ITで日本を元気にする」を実現する為「販売を進化させる」を目指し、15社で発足、現在

PicoCELA株式会社

や、PicoManager®によるクラウド管理・監視が可能です。

337社になりました。JCSSAはより大きく、より強い組織となりIT市場の発展と社会貢献に邁進して
います。

一般社団法人
日本コンピュータシステム
販売店協会（JCSSA）

DIS
仮想化だけじゃない! VMwareが
提供するセキュリティーの御紹介
いよいよリリース! 「vSphere 8」

「Carbon Black」は初めてEDRを製品として提供した会社です。VMwareの仮想化ソリューションと連
携し、より強固なセキュリティ環境をご提供いたします。

ヴイエムウェア株式会社
「vSphere」が約2年ぶりのメジャーリリースとなりました。VMwareがご提供する最新の仮想化ソ
リューションをご紹介させていただきます。オンプレからクラウドまで、VMwareにご相談ください。
ハイブリッドワークにおける十分なセキュリティ対策は準備できておりますか?本ブースでは、「Cisco

「Cisco SASE」のご紹介
サテライトオフィス開設/
企業連携サポート

SASE」において提供可能なトータルセキュリティソリューションをご紹介いたします。また、最新の

シスコシステムズ合同会社

「Meraki&コラボレーション」の実機展示もしておりますのでぜひお立ち寄りください。
燕市は昨年からIT企業の誘致に重点的に取り組んでいます。登記可能なシェアオフィスへの入居や
地域企業との連携マッチングまで、トータルにサポートします。

燕市

来場 事 前 登録をお願いいたします 〉
〉 https://www.dis-world.com/niigata/
本イベントでは、国や自治体、会場、業界団体の定める各種ガイドラインなどに基づいた新型コロナウイルス感染症予
防対策を講じ、来場される皆様の安全の確保に努めております。その一環として、朱鷺メッセへご来場の方に対し、必ず
Webサイトでの「来場事前登録」をお願いしております。特に、講演・ディスカッションの受講については、座席定員が限
られていますので、お早めにご登録ください。安全・安心なイベント運営のためにご協力賜りますようお願いいたします。

ご来場の皆様へのお願い

マスクの着用

消 毒 ・ 手 洗い

来 場 時 間の制 限

入 場 時の検温

マスクを着用されていない

ご来場の際、

混雑回避のため事前登録の上、

37.5℃以上のお客様は

お客様は、ご入場をお断りする

会場設置のアルコール にて

ご来場ください。

ご入場を お断りする可能性が

可能性がございます。

こまめに消毒をお願いいたします。

ございます。

DIS わぁるど in 越後にいがた with Digital Days 出展概要

19

展示タイトル

出展概要

出展社名

新潟市では、企業のDX推進のため、多種多様な業種の企業が連携して新事業創出を図る「DXプ

新潟市
成長産業・イノベーション推進課

新潟市

ラットフォーム」の運営、デジタル化やDX推進に課題を抱える企業への人材育成や専門家派遣など
による支援を行っています。
パソコンやタブレットに対して最大6年間の引取修理を行うパック商材などをご用意しております。自

延長保証サービス

然故障以外にも物損対応や盗難補償付、iPad専用商材などお客様のご要望に沿った商材をご提案
致します。

ディーアイエス
サービス&ソリューション株式会社

ゼロタッチは新しいデバイス展開手法です。クラウド上に設定を構築しておけば、デバイスが自動で

キッティングサービス
（ゼロタッチ）

初期設定を進めてくれます。Windows Autopilot をはじめ、マルチOSのゼロタッチのご紹介と、環

AI音声認識「Amivoice」

ンの製品です。その場でお客様の声を文字起こしし、高い性能と操作性を実感して頂きます。

境構築や展開作業をご提案致します。
議事録作成、インタビューの書きおこしなどの作業を効率化する製品として、国内シェアナンバーワ

「iKAZUCHI（雷）」は様々なサブスクサービスを販売パートナーを介してご提供するサブスクリプショ

ダイワボウ情報システム株式会社
iKAZUCHI（雷）

ン管理ポータルです。約100ベンダー200サービスを全てオンラインで手配・管理することが可能で

iKAZUCHI（雷）

す。このブースでは販売パートナーを対象にサブスクビジネスの始め方、拡大方法に関するご相談窓
口として、様々なご質問にご対応いたします。どうぞお立ち寄り下さい。

「DIS-ID」ご登録いただけましたか?

ダイワボウ情報システム株式会社
iDATEN（韋駄天）

「DIS-ID」をご存知ですか? iDATEN（韋駄天）や iKAZUCHI（雷）など、DISの様々なサービスにメール
アドレスでログインできます。ただいま切り替えキャンペーン実施中!是非ご登録ください!

ITを活用した
ワークスタイルの変革を応援

最新のニュース・事例・ソリューション情報など、働き方をスマートにするためのヒントをご紹介します

DISが推奨するセキュリティ対策

スクを把握し、最適な対策を実現するソリューションと、運用・管理を効率化するマネージドサービス

情報セキュリティに対するリスクマネジメントは、重要な経営課題のひとつです。組織内の脆弱性やリ

次フェーズに向けた教育現場の取組
DISが提供する
通信サービスのご紹介

をご紹介します。
1人1台の端末整備は概ね完了しましたが、教育の情報化は始まったばかりです。DISでは、高度化、
多様化する教育の情報化に向けて、新たな情報発信と各フェーズでのご提案を継続して参ります。
DIS mobile SIMを 利用し、IoT利用（車両運行管理、バックアップ回線等）、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）など様々な利用シーンにあった商材をご紹介致し
ます。

ダイワボウ情報システム株式会社
（オウンドメディア）

ダイワボウ情報システム株式会社
（オリジナルサービス）

ダイワボウ情報システム株式会社
（教育ICTソリューション）

ダイワボウ情報システム株式会社
（DIS mobile）
（2022年10月18日現在）

新潟駅から
DISわぁるど無料バスを運行

新潟駅

開催期間中に「新潟駅南口」と

4

9

「朱鷺メッセ」を結ぶ無料バスを運行します。

3
2

運行時刻は、公式Webサイトでご確認ください。

1

https://www.dis-world.com/niigata/
新潟駅南口
6 7 臨時バスのりば
プラーカ 3
※運行バス会社は、新潟交通観光バスとなります。
※所要時間及びダイヤは、道路渋滞などの交通事情により遅れる場合がございますので、
ご了承ください。
※DISわぁるどにご来場の方であれば、無料でご乗車になれます。
※ご乗車の予約は出来ません。当日の先着順でのご乗車となります。
※大型観光バスで運行しますので、立席でのご乗車はできません。
※満員の場合は、ご乗車いただけないことがございますので、ご了承ください。

5

南口

6 7

8

プラーカ 2

