
2015年11月12日●木
10:00～18:00

2015 in 宇都宮

■ JR「宇都宮駅」からアクセスする場合
　 徒歩：約15分
　 関東バス：JR宇都宮駅西口9番乗場（越戸 松下電器・越戸 柳田車庫）

　　　　　　より白楊高校下車、徒歩約1分
■ 駐車場について　500台無料

マイナンバー対策やモバイルワークの推進、
クラウド・インフラビジネスなど商談に役立つ
商材を、展示やセミナーで実際に
ご体感いただける場をご提供します。

会 場

概 要

交 通

栃木県立宇都宮産業展示館
マロニエプラザ 大展示場（南1/3）
〒321-0954　栃木県宇都宮市元今泉6-1-37 
http://www.marronnierplaza.jp/

※ご来場の際は名刺を2枚お持ちください。

※ セミナーの内容や講師は予告なく変更される場合があります。セ ミ ナ ー

トップページ左側「メニュー」にある「イベント情報」より
「PowerDay 2015 in 宇都宮」からお申し込みください。

iDATEN（韋駄天） http://www.idaten.ne.jp
お申し込み方法

本展示会のお問い合わせ先

ダイワボウ情報システム株式会社　宇都宮支店 ： TEL 028-610-8858
掲載の内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
出展内容確認や、キャンセル、その他確認事項に関しましては、担当営業までお気軽にお問い合わせください。
●個人に関する固有情報の取り扱いについて

お客様からご提供いただいた個人情報は、本イベントの実施に関するご連絡並びに参加確認と出展社との情報
共有のみ使用いたします。また、収集した個人情報について、法令に基づく令状等による要請がない限り、ご
利用者本人の同意なく第三者に開示または提供することはありません。

●当社の詳細なプライバシーポリシーは http://www.pc-daiwabo.co.jp/privacy.html をご確認ください。

13:30
▶ 15:25

DISクラウド戦略セミナー  
日本マイクロソフト株式会社 / ダイワボウ情報システム株式会社

クラウド市場の傾向と、日本マイクロソフトとDISがパートナー様とともにどのように今後のビジネス変革を推進しようとしているかを
ご紹介するとともに、新しいクラウド販売であるCSP（Cloud Solution Provider）での想定されるユーザー様への付加価値提案の
アイデアについてご紹介します。

11:00
▶ 12:00

マイナンバー制度と企業の対応について
社会保険労務士法人 シルクス　代表社員会長　特定社会保険労務士　澤田 省悟 氏

2016年1月よりマイナンバー制度が本格的にスタートします。
本セミナーでは、社労士を講師に迎え、マイナンバー制度の基本的な概要や企業に求められる制度開始までの準備内容、マイナンバー
を実際に運用する際の注意事項などを踏まえながらマイナンバー対策の提案ポイントをご紹介いたします。
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マロニエプラザ
大展示場（南1/3）



メーカー名 展示タイトル
ターゲットユーザー

出展内容
SMB 製造業 文教 自治体 医療

株式会社アイ・オー・データ機器 マイナンバー対策
手軽な導入のためのご提案

マイナンバー対策、及び情報漏えい対策のため、手軽に
導入できるソリューションをご提案いたします。

アドビシステムズ株式会社 「Adobe Creative Cloud」
「Adobe Creative Cloud」拡販のためのツールやAcrobat
の優位性、モバイルアプリとの連携をご紹介します。

アライドテレシス株式会社 アライドテレシス ネットワークソリューション
スイッチ・無線LAN機器によるセキュリティ対策とVPNルーター
による『モバイルアクセス』のご提案。

アルプス システム
インテグレーション株式会社

情報漏洩対策自動暗号化
スマデバ安全効率強化

データ流出時も情報漏洩を防止、ファイル自動暗号化製
品と安全性と利便性を両立させるモバイルセキュリティ。

ヴイエムウェア株式会社
5年連続世界No.1
モバイル活用はAirWatch！

モバイル活用の決定版！ファイル、アプリ、通信、デバイス管
理からBYOD構築まで全てを網羅できます！

SCSK株式会社

マイナンバーを守る「FortiGate」の紹介 企業のマイナンバー等の機密情報を、あらゆるインター
ネットの脅威から守ります。

売れ筋セキュリティ製品のご紹介 Juniperネットワーク製品とA10ネットワークス製品のご紹介。

「ヤマハ」で分かる
『見える化』ソリューション

ヤマハルーターの新製品「RTX1210」を中心に売れ筋の
NVR500、RTX810を展示。ヤマハスイッチ「SWXシリー
ズ」、無線アクセスポイント「WLX302」と合わせて管理
者の負担が軽減するLAN見える化のデモを行います。

エプソン販売株式会社 電子黒板&プロジェクタ 学校様→授業におけるご活用方法。企業様→会議の効率
化とアイディア創出に。医療様→カンファレンスに

エムオーテックス株式会社 クライアント管理製品
スマートデバイス管理製品

社内のPC・スマートデバイスの資産管理・セキュリティ
対策（データ流出・デバイス紛失等）を統合的に対策

エレコム株式会社 セキュリティ関連商品と
モバイルワーク周辺展示

マイナンバー関連セキュリティ対策商品とタブレット/ス
マートフォン周辺機器をメインで展示致します!

オートデスク株式会社 永久ライセンスの販売終了目前! 来年1月末で永久ライセンス販売を終了し、期間限定ラ
イセンスのみの販売となります

株式会社オービック
ビジネスコンサルタント

OBCマイナンバー対応
収集・保管サービス

奉行シリーズ/マイナンバー収集・保管サービスを中心に、
制度対応の疑問や不安を全て解決致します。

株式会社沖データ A3カラーLED複合機「MC883/863」 5年保証のA3カラーLED複合機　MC883/863につい
て展示いたします。

株式会社カスペルスキー 脆弱性対策なしで
貴社の重要情報が守れるか?

標的型攻撃対策や端末の脆弱性管理機能を標準搭載した
エンドポイント製品をご紹介!

キヤノンITソリューションズ株式会社

不正端末接続防御「SOLNSKoban Nano」 不正接続防止SOL、社内LANを有線無線問わずにまもり
ます。（ウイルス拡散防止機能有）

情報漏洩対策「ESET」最新ソリューション 顧客満足度No.1のセキュリティ製品『ESET』のウイルス
対策・暗号化の最新ソリューションをご紹介します。

次世代ファイアウォール「クラビスター」 クラビスターは「動作の軽さ」・「堅牢さ」・「安心」を安価
にご提供できる次世代ファイアウォールです。

サンワサプライ株式会社 情報漏洩対策商品を多数展示しています! マイナンバー制度導入に備えて、情報漏洩対策をはじめ
ましょう。タブレット等の盗難防止製品もございます。

シスコシステムズ合同会社
CISCO製品で実現する
新しい企業インフラ提案

841Mルータ、モビリティ（Wireless）をユーザー様への新し
い価値の提案にお役立てください。

株式会社ジャストシステム 日本のビジネスに最適な
国産オフィス互換ソフト

オフィス互換ソフトと、ビジネス文書作成に役立つコンテ
ンツを搭載したJUST Office 3をご紹介。

シュナイダーエレクトリック株式会社 日本で最も実績があるUPS サーバ、ストレージ、ネットワーク機器、リチウムイオン
搭載UPSのご紹介。

Sky株式会社 マイナンバーの安全管理に必要な
情報漏洩対策を支援

情報漏洩対策の徹底とIT運用管理を支援。クライアント
運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」

関彰商事株式会社

マイナンバー対応パソコンの紹介
マイナンバーを見すえた静脈認証機能を搭載したパソコンをご
提案いたします。

クラウド型勤怠管理システム
「アドバンス勤怠クラウド」のご紹介

簡単（サーバー不要）、安心（富士通のデータセンターを利用）、
安価（導入コストを大幅削減）に導入できる、クラウドサービス
を用いた勤怠管理システムをご提案いたします。

ソニーマーケティング株式会社
ソニーのご提案する
モバイルワークソリューション
安心・安全をご提供するネットワークカメラ

ご要望に応じたMDMソリューションに対応している薄型軽
量で防水にも対応したTablet端末と、堅牢性に優れたモ
バイルPCでモバイルワーク推進のご提案をさせていただ
います。また安心してマイナンバーを使っていただくため
のツールとしてネットワークカメラもご用意しております。

ソフォス株式会社 セキュアネットワークを
1台でシンプルにご提供

Sophos UTMは、マイナンバーの管理に必要なセキュリ
ティも、1台でシンプルに提供いたします。

展　示　内　容

※出展社、出展内容は変更される場合があります。



デジタルアーツ株式会社 ファイル暗号化対策「FinalCode」 FinalCode 「渡したファイルが “あとから” 消せる 　究極
のファイル暗号化・追跡ソリューション」

デル株式会社 世界初のウルトラHD5Kモニターを
あなたの目で!

世界初のウルトラHD5KモニターやLatitude Lagged等、
人気のデル新製品をご体感ください

東芝情報機器株式会社 ビジネスをアクティブに、
東芝モバイルパソコン

タブレットの機動性とウルトラブックの拡張性を兼ね備え
たデタッチャブルPC

トレンドマイクロ株式会社 マイナンバー対応情報漏洩リスク対策強化 マイナンバーの内部からの情報漏洩と、外部からの攻撃
による情報流出に有効なソリューションをご紹介。

日本エイサー株式会社 新しいワークスタイル
「Chromebook」の提案

国内外の導入事例よりChromebook、クラウド利用のメ
リットを説明します。

株式会社 日本HP HPタブレット & モビリティソリューション 業種別タブレットソリューション、用途に合わせて選べる
2in1 PCなど豊富なラインアップ展示。

日本ヒューレット・パッカード
株式会社 ITインフラはHPEで決まり! SMB向けにサーバー・ストレージ・ネットワークをセット

でご提供します。

日本マイクロソフト株式会社 マイクロソフトクラウド&モバイルワーク Office365を中心にクラウド活用やモバイルワークについ
てご紹介いたします。

株式会社ネオジャパン おかげ様で満足度No.1！ 「desknet's NEO」
ポータルやワークフロー、SNS機能を駆使して他と違うモバイ
ルワークを安価なグループウェアで実現！

ネットアップ株式会社 クラウド環境に最適なストレージをご提案
定 番 製 品FASシリー ズ からオ ー ルフラッシュFASまで、
NetAppの最新情報をお届けいたします。

株式会社ネットジャパン マイナンバー対応と簡単BCP対策
機密性の高いデータも、確実にバックアップを行い、災害対策
までも低価格でご提案します。

株式会社バッファロー Wi-Fi整備にお勧め!
マイナンバー向け製品機器

無線環境整備にお勧めの製品提案 / マイナンバー向け関
連製品のご提案

PCA株式会社 マイナンバー対策はPCA!
規定作成もらくらく

マイナンバー対応ソフトに加え、マイナンバー取扱規定
作成を支援するパッケージをご紹介いたします。

株式会社日立製作所 日立指静脈認証装置「H-1」&
3次元設計ソフトウェア

マイナンバー対応にお勧め!　指静脈認証ソリューション。
最新で最高の設計環境を!　「SOLIDWORKS」

Philips
（MMD Singapore Pte Ltd）

液晶ディスプレイ
話題の製品を展示

世界初の2in1ディスプレイ、40インチ4K2Kディスプレ
イをご覧くださいませ。

株式会社フォースメディア ひとつのUSBデバイスが
社員のマイナンバーを守る

生 体 認 証 を 持 ち、 か つ 強 固 な 暗 号 化 が 施 さ れ た
IRONKEYが企業の悩みを解決します。

株式会社富士通パーソナルズ 手のひら静脈認証&「Scansnap」 手のひら静脈認証装置でマイナンバー制度の「アクセス者
の認識と認証」の対策。

富士電機ITソリューション株式会社 富士電機
ミニUPS&コンパクト非常用発電機 ミニUPS+コンパクト非常用発電機で手軽なBCP対策。

ブラザー販売株式会社 出先で出力小型プリンター
複合機でマイナンバー対策

タブレットとモバイルプリンターとの連動で業務効率化を
提案します。

株式会社マウスコンピューター タブレットからサーバーまで
PCはマウスコンピューター

Stick PC、Windows Phone等マウスコンピューター話
題の製品が目白押し!

マカフィー株式会社 インテルセキュリティの
情報漏えい対策のご紹介

企業のセキュリティに加え情報漏えい対策に必要なソ
リューション、仕組みについてご紹介させていただきます

メガソフト株式会社
仮想化対応FAXシステム
マイナンバー対策ソフト

仮想化環境でご使用いただける、基幹システムと連携出来る
「STARFAX EX」とPCセキュリティソフトを出展します。

ヤマハ株式会社 遠隔会議ソリューション
スピーチプライバシー

遠隔会議・授業に最適な会議システム・マイクスピーカー
や、会話のプライバシーを守る製品をご紹介します。

株式会社ラネクシー マイナンバー制度に最適!
情報漏洩対策ソフトウェア

PC操作ログ取得製品「MylogStar」と外部デバイス制御
製品「DeviceLock」をご紹介。

レノボ・ジャパン株式会社 レノボでイノベーションIT活用で
働き方を見直し

レノボのサーバーとクライアントのコラボレーション。 最
新のIT活用で変わる生活と働き方をご提案します。

株式会社来夢 タブレットで使える書画カメラ、
スピーカーフォン

従来のパソコン環境に加え、タブレットでも使用可能。学
校や企業の多くの場面で活躍します。

リコージャパン株式会社
お客様の使用環境を変革する
プロジェクターの紹介

世界最小・最軽量・最至近投写。わずか11.7cmの超至近投
写を実現したコンパクトサイズの縦置き型プロジェクターを体
感頂けます

ディーアイエスサービス&サポート
株式会社 DISサービス&サポート 各種延長保証サービス、復旧率92%のデータリカバリー

サービスをご紹介します

ディーアイエスソリューション株式会社 シェアNo.1 ワークフロー
DSolデータセンター

シェアNo.1ワークフローの「X-Point」で、外出先から簡
単に稟議承認、マイナンバー収集も可能!

ダイワボウ情報システム株式会社
（Appleソリューション）

Apple・iPadを使った
モバイルソリューション

モバイルで必須となりつつあるMDM（EMM）やWeb会
議アプリ等を見てモバイルワークをイメージしてください!

展　示　内　容

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

メーカー名 展示タイトル
ターゲットユーザー

出展内容
SMB 製造業 文教 自治体 医療


