
DIS わぁるど in 山陰 まつえ 出展社一覧

講演・パネルディスカッション

鼎談
10:30 ＞
12:00

地域経済活性化 ～今こそ地方創生の時～

新年号『令和』を向かえた日本。そんな中、人口減少・労働力不足・少子高齢化の『課題
先進地域』である山陰地方。
本セッションでは山陰両県の企業のお二方に加え、モデレータとして大手ITベンダを中心
に様々な企業で新規事業開発のサポートをされている株式会社フィラメント 角氏にご登壇
いただき、現状抱える問題点と山陰ならではの進むべき将来について討議いたします。

パネリスト　宮脇 和秀 氏　株式会社ミック 代表取締役社長

　高下 士良 氏　株式会社エッグ 代表取締役

モデレータ　角　　勝 氏　株式会社フィラメント 代表取締役CEO

3階 国際会議場
定員 150名

特別
講演

13:00 ＞

14:00
経営戦略としてのサイバーセキュリティ
インターネットのグローバル化は、社会インフラや企業活動に大きなメリットをもたらした
半面、サイバー攻撃の脅威も進み、あらゆる企業がグローバルな視点でサイバーセキュリティ
対策を考える必要性が生じています。米国のNISTに代表される国際的ガイドラインと日本
の防衛装備庁の新情報セキュリティ基準についてご説明し、IT機器の調達の際にセキュリ
ティをどう提案していくべきかをお伝えいたします。

講師　　　　　　前野    明 氏　防衛省 防衛装備庁 装備政策部 装備制度管理官

　九嶋 俊一 氏　株式会社日本HP 専務執行役員

ファシリテーター　澤田 亮太 氏　株式会社日本HP

　　　　　　　　　　　　　　　　  サービス・ソリューション事業本部 技術本部 クライアント技術部

　　　　　　　　　　　　　　　　  ソリューションアーキテクト

3階 国際会議場
定員 150名

パネルディ
スカッション

15:30 ＞

17:00
スマートシティ創生における山陰の未来
少子高齢化の問題点を抱える地方都市において、今後一人当たりの生産性と生活の質を高
めることが必要です。
ICTを活用した街づくり『スマートシティ』は、災害・観光・医療・健康・交通などの様々なデー
タを収集し都市が抱える課題を解決に導きます。
今回は益田市・会津若松市・シスコシステムズ社をお招きし、地方都市の可能性をディスカッ
ションいたします。
本セッションでは島根県益田市が取り組んでいる【益田モデル】について、お伝えできるセッ
ションとなっております。

パネリスト　山本 浩章 氏　島根県 益田市長

　鵜川    大 氏　福島県 会津若松市 企画政策部 企画副参事

　三村 雄介 氏　シスコシステムズ合同会社　東京2020オリンピック・パラリンピック

　　　　　　　　　　　　　　 推進本部　ビジネスデベロップメントマネージャー

モデレータ　豊崎 禎久 氏　アーキテクトグランドデザイン株式会社 ファウンダー&チーフアーキテクト

3階 国際会議場
定員 150名

月　　日（水）

月　　 日（木）

特別
講演

9:45 ＞

10:45
認証基盤の未来 ～パスワードレスによるセキュリティの革新～

Windows、クラウド、ネットワークへの参加で利用されているパスワード。しかし、セキュ
リティ対策としてのパスワードによる認証は、危険になり得ます。簡単なパスワードは破ら
れやすく、難解なパスワードや定期変更は利用者の負担にもなります。安全にクラウドまた
は情報資産にアクセス可能なパスワードレスの考え方、業務効率を改善するソリトンのデジ
タルトランスフォーメーションをご紹介します。

講師　橋本 和也 氏　株式会社ソリトンシステムズ 取締役

1階 小ホール
定員 70名

コラボ
セミナー

11:00 ＞

12:30
RPAのスケール・高度化・大衆化の実現へ !
～労働力不足の新たな解決策へ～

少子高齢化による労働人口の減少は、地方において大きな課題になっていますが、RPAは
労働生産性を向上させ、労働力不足を解決するツールとして注目を浴びています。本セッショ
ンは、ソフトウェアメーカー、販売パートナー、ユーザーの３つの視点からRPAに関する
最新事例紹介と今後の展開についてご紹介いたします。

講師　小野 寛徳 氏　RPA テクノロジーズ株式会社

　　　　　　　　　　　  営業本部 エリアセールス部 大阪オフィス責任者 BizRobo! エバンジェリスト

　北村    功 氏　株式会社 島根情報処理センター 代表取締役社長

　松前 和宏 　ダイワボウ情報システム株式会社 システム推進部 eビジネスシステム2課 課長

3階 国際会議場
定員 150名

特別
講演

12:30 ＞

13:30
変革は地方から始まる ～地域の担い手育成～

「市長をやりませんか？」というキャッチコピーで2008年から開催している鯖江市地域活
性化プランコンテスト。全国から優秀な大学生が鯖江に集い、鯖江の活性化策を提案。全
国の学生から刺激を受けた地元学生が主体的に運営するようになった成功要因と、グロー
バル企業から支援を受けるIT×ものづくり拠点「Hana道場」でのITの担い手育成や、
目指していることについてご紹介いたします。　※ 本セッションは女性向けのご講演となっております。

講師　竹部 美樹 氏　NPO法人エル・コミュニティ 代表

1階 小ホール
定員 50名

特別
講演

13:30 ＞

15:00
テクノロジーとマインドセットで解決する、地方の課題
～最先端ITは何をもたらすのか～

少子高齢化による労働不足や、地域経済活性など地方が抱えている課題をテクノロジーが
どのように解決ができるのか、事例を紹介しながら、皆さんと一緒に考えたいと思います。
講師　澤 円 氏　日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 マイクロソフトテクノロジーセンター センター長

3階 国際会議場
定員 150名

特別
講演

15:15 ＞

16:15
ICTが切り開く未来とは
～インテルが考える近未来のワークスタイル～

最新テクノロジーによって私たちの生活やビジネス環境は急速に変化しています。今後、注
目のAI・5Gが企業や社会の基盤にどう入ってきて、私たちはどう活用できるのか？ IoT
はビジネスをどのように変革させていくのか？ 世界の最先端事例や近未来の世界感をもと
にお届けします。

講師　井田 晶也 氏　インテル株式会社 執行役員 パートナー事業本部 本部長

1階 小ホール
定員 70名

月　　日（水）

月　　 日（木）

九嶋 俊一 氏

S-01 テレワークやRPAによる
働き方改革ご提案 富士通株式会社

S-02 体感できるテレワーク シスコシステムズ合同会社＆
ヴイエムウェア株式会社

S-03 マイクロソフト
次世代の働き方改革 日本マイクロソフト株式会社

S-04 インテルの
最新テクノロジーを体感 インテル株式会社

From 山陰

A-01 とっとりIoT推進ラボ（鳥取県） とっとりIoT推進ラボ

A-02 「m-FILTER@TICクラウド」 株式会社鳥取県情報センター

A-03 IBM Cloud の利用事例 株式会社ケーオウエイ

A-04 フレイル予防に注目した高齢者対策事業 株式会社エッグ

A-05 伝えたい情報をタッチでお届けします。 東亜ソフトウェア株式会社

A-06 AI/IoTを活用したサービスの提案 株式会社LASSIC

A-07 鳥取大学が提案する次世代テクノロジー 国立大学法人鳥取大学

A-08 ブレーキアシスト歩行車「S-Walker」 国立大学法人島根大学

A-09 ダイワボウグループの紹介 ダイワボウホールディングス株式会社

A-10 神々のパワーみなぎる地・島根へ企業立地を 島根県

A-11 “mruby/c”で実現するIoT しまねソフト研究開発センター
（ITOC）

A-12
リスク対策ソリューション

株式会社日本ハイソフト
チーム出雲オープンビジネス協議会

A-13 飲食店POS「FOODレジ」 株式会社ジェットシステム

A-14 不正侵入防御システム「NetStable」 株式会社MCセキュリティ

A-15 『スマート校務』で先生の校務をスマートに ティーエスケイ情報システム株式会社

A-16 Made in Japan匠のモノづくり 株式会社 島根富士通

A-17 スモウルビー・プログラミング甲子園 株式会社ネットワーク応用通信研究所

A-18 松江商業高校・情報科学高校 島根県立松江商業高等学校／
島根県立情報科学高等学校

教育ICT

B-01 学びが育つ教室空間を提案します! 株式会社ガイアエデュケーション

B-02 タブレットPC向け充電管理ソリューション エム・ティ・プランニング株式会社

B-03 タブレット・PCをより快適に サンワサプライ株式会社

B-04 作業分析ソフトウェア「OTRS10」 株式会社ブロードリーフ

B-05 教育ICTソリューション Dynabook株式会社

B-06/07 DISが提案する教育クラウド 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）

B-08 Google for Education ダイワボウ情報システム株式会社
（Google for Education）

B-09 「Chrome」デバイスのご紹介 日本エイサー株式会社

B-10 新学習指導要領を見据えた無線LAN環境 株式会社バッファロー

ITインフラ（エッジデバイス）

C-01/02/03 モバイルエッジコンピューティングデバイス Dynabook株式会社

C-04/05 Appleプログラム&ソリューション 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）

C-06 DISmobile（通信・ITデバイス） ダイワボウ情報システム株式会社
（DIS mobile）

C-07 iDATEN（韋駄天） ダイワボウ情報システム株式会社
（iDATEN（韋駄天）、スマートワーク総研）

C-08/09 安全スマートな社会への映像・音声システム アクシスコミュニケーションズ株式会社

C-10/11/12/13 働き方革新、現場イノベーションを提唱!
パナソニック株式会社＆
パナソニック システムソリューション
ズ ジャパン株式会社

C-14/15 働き方改革を実現するデバイスの活用 レノボ・ジャパン株式会社

C-16/17 レノボのデジタルトランスフォーメーション レノボ・エンタープライズ・
ソリューションズ株式会社

C-18 驚愕の通信技術 『クラウドSIM』の紹介 株式会社MAYA SYSTEM

C-19 ニーズにピッタリな専用デバイス作ります! 株式会社ジェネシスホールディングス

ネットワーク

D-01 業務効率化・生産性向上／セキュリティ強化 パナソニックLSネットワークス
株式会社

D-02 FXCトータルネットワークソリューション FXC株式会社

D-03 「AN-Tracker for セキュリティ」 APRESIA Systems株式会社

D-04 パトライトIoT 株式会社パトライト

D-05/06 テラステーションの保守・管理を簡単に! 株式会社バッファロー

D-07/08 「HPE Aruba」で実現するネットワーク 日本ヒューレット・パッカード
株式会社 Aruba事業部

D-09 ワイヤレスシステムとSDNソリューション アライドテレシス株式会社

D-10 固定費ゼロの法人向け無線ネットワーク ティーピーリンクジャパン株式会社

D-11 革新的ネットワークプロダクト&サービス ネットギアジャパン合同会社

D-12
広がるクラウド管理システム導入のメリット

ディーリンクジャパン株式会社
PoEスイッチによる接続デバイス自動復旧

D-13 【PoEリブーター】 明京電機 明京電機株式会社

D-14 クラウド&AIでネットワーク運用自動化 ジュニパーネットワークス株式会社

D-15 手間いらずの時刻同期で業務効率化 セイコーソリューションズ株式会社

ITインフラ（サーバー＆プラットフォーム）

E-01/02/03 Hybrid ITを実現するHPE 日本ヒューレット・パッカード株式会社

E-04/05/06
アプリケーション組み込みソリューション

株式会社アイ･オー･データ機器
NAS連携ソリューションでBCP対策

E-07/08/09/
17/18/19 働き方改革を支える最新テクノロジー デル株式会社・

EMCジャパン株式会社

E-10/11 ペーパレス化中心のソリューションをご提案 エレコム株式会社

E-12 高性能・高信頼・長寿命UPS ダイトロン株式会社

E-13

QNAP「Turbo NAS」

株式会社フォースメディアNewline 『WEB会議用タッチディスプレイ』

VIVOTEK 『監視カメラ』

E-14/15 世界で最も選ばれているUPS「APC」 シュナイダーエレクトリック株式会社

E-16/29 Cisco 自動化ソリューション ディーアイエスソリューション株式会社

E-20/21 vSAN・3Tier構成ならオムロン! オムロン ソーシアルソリューションズ
株式会社

E-22 「Red Hat Ansible」 レッドハット株式会社

E-23 業務を快適にするサードウェーブのパソコン 株式会社サードウェーブ

E-24 震災による事業継続に免震は効果絶大! THK株式会社

E-25 ネットアップで実現する次世代インフラ ネットアップ合同会社

E-26/27
トータル電源ソリューションのご提案

富士電機株式会社
働き方改革・業務効率化のソリューション

E-28 バックアップ&キッティング 株式会社ネットジャパン

E-30/31 HCIでITインフラを劇的に効率化 ニュータニックス・ジャパン合同会社

E-32 サイバープロテクションをアクロニスで実現 アクロニス・ジャパン株式会社

セキュリティ

F-01 簡単・安心「SonicWall UTM」 SONICWALL
（ソニックウォール・ジャパン株式会社）

F-02 クラウドバックアップはArcserve arcserve Japan合同会社

F-03 確実な本人確認で安心・安全テレワーク 株式会社ディー・ディー・エス

F-04 操作ログ管理と機密データの持ち出し制御 株式会社ラネクシー

F-05 「TempBox」／「Smooth File 6」 株式会社プロット

F-06 モバイルデバイスの新しい管理方法 株式会社アイキューブドシステムズ

F-07 日立指静脈認証装置「H-1」本人認証強化 株式会社日立製作所

F-08 映像監視は、EYEからAI（人工知能）へ 株式会社R.O.D

F-09 物理/仮想/クラウド、全てを保護 ベリタステクノロジーズ合同会社

F-10 セキュリティ対策の自動化ソリューション ソフォス株式会社

F-11 「SKYSEA Client View」 Sky株式会社

F-12 新たな脅威を可視化し守る最新セキュリティ 株式会社トレンドマイクロ

F-13 DISクラウドセキュリティサービス ダイワボウ情報システム株式会社
（クラウドセキュリティサービス）

iKAZUCHI（雷）

G-01/14 iKAZUCHI（雷） ダイワボウ情報システム株式会社
（iKAZUCHI（雷））

G-02 情報漏洩対策ソリューション アルプス システム
インテグレーション株式会社

G-03/04/05

中小企業向け安心無線LANのスタンダード

株式会社ソリトンシステムズパスワードレスによるセキュリティの革新

野良NAS対策!安心安全ファイルサーバー

G-06/07 「ESET」最新ソリューションのご紹介 キヤノンITソリューションズ株式会社

G-08 情シスの『地味に負担』な業務を自動化 エムオーテックス株式会社

G-09 中堅中小企業向け次世代型セキュリティ 株式会社カスペルスキー

G-10 業務のムダを D.I.Y.で解決! 株式会社ネオジャパン

G-11 インターコムの『働き方改革』支援 株式会社インターコム

G-12/13 働く環境に左右されない アドビクラウド活用 アドビ システムズ 株式会社

G-15 「AutoCAD」で働き方改革を実現する! オートデスク株式会社

G-16 コスパの高いクラウド管理型セキュリティ エフセキュア株式会社

G-17 WebのHTTPS化は最大手デジサートで デジサート・ジャパン合同会社

G-18/19 Webとメールを無菌室化するセキュリティ デジタルアーツ株式会社

G-20 Win 10 時代の新しいエンドポイント マカフィー株式会社

G-21 新しい働き方に次世代のデータセキュリティ 株式会社アール・アイ

G-22 基幹業務クラウドサービス「PCAクラウド」 ピー・シー・エー株式会社

G-23/24 人材不足を救済するグループウェア サイボウズ株式会社

ビジネスソフト＆クラウド

H-01/02/03 働き方改革 シェア№1の商品が集合 ディーアイエスソリューション株式会社

H-04 働き方改革 消費税法対応「大臣シリーズ」 応研株式会社

H-05 Office 365 でLGWAN業務改革 株式会社両備システムズ

H-06 車両管理システム「R-CarShare」 株式会社
両備システムイノベーションズ

H-07 地図・写真・位置情報を利用した業務改善! 株式会社ニュージャパンナレッジ

H-08 統合運用管理ソフトウェア「Hinemos」 NTTデータ先端技術株式会社

H-09
「OCR MultiEntryStage」

株式会社 NTTデータNJK 
「THE名刺管理Business」

H-10 「Azure」で利用出来るWebデータベース 株式会社エクシード・ワン

H-11 No.1のデータ保護「Veeam」 ヴィーム・ソフトウェア株式会社

H-12 Office 365 アドオンで便利に安全に 株式会社ネクストセット

H-13 奉行シリーズによる業務改善ブース 株式会社
オービックビジネスコンサルタント

H-14 現場が喜ぶIT化 株式会社MetaMoJi

H-15 Web会議システム「LiveOn」 ジャパンメディアシステム株式会社

H-16 文書管理・帳票書類作成・ワークフロー 株式会社ファインデックス

H-17 Windows 10 運用マスターへの道 横河レンタ・リース株式会社

H-18 経費による調達コスト20%削減 富士通コワーコ株式会社

H-19 IBMパートナーリーグで次世代クラウド! IBMパートナーリーグ

H-20 スマグラ向け遠隔支援アプリ「IDEye」 株式会社
インフォメーション・ディベロプメント

H-21 UDで広がる「文字」を通じた情報配信を 株式会社モリサワ

業種別ソリューション

I-01/02/03 DISグループが提供するサービス ディーアイエスサービス&サポート
株式会社

I-04 「Jabra」/「BlueParrott」 GNオーディオジャパン株式会社

I-05 CADを使用した建築設計向けVR エーアンドエー株式会社

I-06 機械用3D CAD「IRONCAD」の紹介 株式会社クリエイティブマシン

I-07 IoT向け超小型産業用パソコン 株式会社インタフェース

I-08 VRソリューションとFAXシステム メガソフト株式会社

I-09 FLIR製 赤外線カメラ SkyLink Japan

I-10/11/12 多様なAcerデバイスのご紹介 日本エイサー株式会社

I-13 GTFS-RT対応「BUSitバスロケ」 株式会社タウンクリエーション

I-14 「CONPROSYS」で見える化を簡単に実現 株式会社コンテック

次世代テクノロジー

J-01 畜産IoTシステム「LIVECARE」 株式会社TheBetter

J-02/03
インターネット自動給餌システム「餌ロボ」 パシフィックソフトウエア開発

株式会社林業安否確認・作業記録システム

J-04 人とデジタルレイバーによる業務改革
株式会社 島根情報処理センター＆
株式会社 エネルギア・
コミュニケーションズ

J-05 実績No.1 RPA「BizRobo!」 RPAテクノロジーズ株式会社

J-06 RPAセンター ダイワボウ情報システム株式会社
（RPAセンター）

J-07 LoRa無線方式「ももことあやか」 株式会社アイエスエイ

J-08

経営品質を高める「Scopy eye」

スタンシステム株式会社LPWA/IoTで Society 5.0

次世代植物工場「Smart Plant」

J-09 新世代RPA&SD-WAN可視化
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
ナル株式会社、株式会社ドヴァ）

J-10 見たいものが診える! 新しい2つの技術 株式会社栄工社

J-11 JRCS JRCS株式会社

J-12/13/14/15 世界で最も安全なビジネスPC 株式会社日本HP

J-16/17/18/
19/20 働き方改革を実現する最新ソリューション 日本電気株式会社（NEC）

J-21 空撮から災害・農業・測量シーンまで DJI
（キヤノンマーケティングジャパン株式会社）

J-22/23 令和時代の企業生産性を革新するICT リコージャパン株式会社

J-24 AI画像判定サービス「MMEye」 株式会社YE DIGITAL

J-25 「AppGuard」～ 最強のセキュリティ 株式会社Blue Planet-works

映像・ドキュメント・周辺機器

K-01/02 安心の国内生産の品質をBTOカスタマイズ 株式会社マウスコンピューター

K-03 タッチのあらゆるニーズにお応えします! タッチパネル・システムズ株式会社

K-04/05 EIZOモニターで効率2倍!?その秘密は EIZO株式会社

K-06 運用工数を軽減「新カンタンサイネージ」 三菱電機株式会社

K-07/08/09/10

臨場感ある4K映像で山陰にスポットライト

キヤノンマーケティングジャパン
株式会社

多彩な印刷物でインバウンド需要を喚起!

POP・チラシの内製で効果的な演出促進!

画像や書類をその場で出力、業務効率化提案

K-11/12 ディスプレイで 『街とオフィスを変える』 シャープマーケティングジャパン
株式会社

K-13 東芝 業務用モニター&映像ソリューション 東芝映像ソリューション株式会社

K-14/15/16/17 PHILIPS 最新鋭 液晶ディスプレイ PHILIPS 液晶ディスプレイ
（MMD Singapore Pte Ltd. 日本事務所）

K-18 オフィス環境アップで生産性向上 パナソニック コンシューマー
マーケティング株式会社

K-19/20/21

製造物流現場向け改革ソリューション

ブラザー販売株式会社医療現場向け課題解決ソリューション

金融業界に向け支援ソリューション

K-22 ビデオ会議システム × 周辺機器の活用! 株式会社プリンストン

K-23 映像もパソコン操作も自由自在に延長&切替 ATENジャパン株式会社

K-24 報漏洩リスク減少と業務効率化を同時に実現 株式会社ユニーク

K-25/26 IFPでいつでもどこでも効率的な会議を ベンキュージャパン株式会社

K-27/28/29/
37/38

ビジネスに最適な法人向け「VAIO」

ソニーマーケティング株式会社

情報をわかりやすく届ける4Kサイネージ

ブラビアを活用した会議向けソリューション

ネットワークカメラ

デジタルペーパーによるペーパーレス会議

K-30/31/32/33 長期保証と高性能でTCO削減をご提案 株式会社沖データ

K-34 『速･楽･耐』の特長を持つプロジェクター カシオ計算機株式会社

K-35 繋ぐ音、創る音、防ぐ音をヤマハがご提案 ヤマハ株式会社

K-36 会議の質を向上させる「ClickShare」 バルコ株式会社
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