
2016年問題でIT管理者・技術者など⼈材不⾜が予想されている中、
2016年1⽉に運⽤開始となるマイナンバー制度に伴う『セキュリティー強化による
企業防衛の確⽴』業務効率化を⽬的にクラウド/通信/モバイルを主軸とした
⺠需・⽂教向けの『ワークスタイル変化』また愛媛国体や観光地へのITによる
『愛媛県の活性化』に向けたソリューションなど次のビジネスに繋がる、
最新のテクノロジー、ソリューションを販売店様・エンドユーザー様へ
情報発信する場としてDIS Power Dayを開催致します。
新たなビジネス創出の場としてご活⽤ください。
ご来場⼼よりお待ちしております。

株式会社R.O.D/株式会社アイ・オー・データ機器/アクシスコミュニケーションズ株式会社/アドビシステムズ株式会社/アライドテレシス株式会社/株式会社アリス/
インテル株式会社/ヴイエムウェア株式会社/EIZO株式会社/ SCSK株式会社/FXC株式会社/エプソン販売株式会社/エムオーテックス株式会社/エレコム株式会社/
株式会社沖データ/株式会社オレガ/キヤノンITソリューションズ株式会社（ESET）/キヤノンITソリューションズ株式会社（NetSkateKoban）/サイボウズ株式会社/
シスコシステムズ合同会社/シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社/シャープビジネスソリューション株式会社/ソニーマーケティング株式会社/
都築テクノサービス株式会社/デジタルアーツ株式会社/テックウィンド株式会社/東芝情報機器株式会社/トレンドマイクロ株式会社/⽇本マイクロソフト株式会社/
⽇本電気株式会社/⽇本ヒューレットパッカード株式会社/株式会社⽇本HP/株式会社バッファロー/ピー・シー・エー株式会社/株式会社フォースメディア/
株式会社富⼠通パーソナルズ/ぷらっとホーム株式会社/株式会社プロット/株式会社マウスコンピューター/マカフィー株式会社/三菱電機株式会社/明京電機株式会社/
MEDIAEDGE株式会社/ディーアイエスアートワークス株式会社/ディーアイエスソリューション株式会社/ディーアイエスサービス＆サポート株式会社/DIS（通信）/
DIS（⽂教グループ）/DIS（モバイルソリューション）

企業防衛確⽴

ワークスタイル変化

愛媛県活性化

出展メーカー数 48社 (五十音順） ※展示、セミナーの内容は変更する場合がございます。予めご了承ください。全55ブース

展示内容・セミナー情報

⽇ 時

松⼭市総合コミュニティセンター企画展⽰ホール 1階
2015年12月3日(木)

会 場

9：30 - 16：30

in 松⼭
⽊曜⽇ 3
12/

事前申込制参加費無料 /

会場アクセス

【交通機関】

●松山市駅から
・伊予鉄バス（JR松山駅前行）または（津田団地前行）約3分
松山コミュニティセンター前で下車

●松山駅から
・伊予鉄バス（久米駅前行）約2分
松山コミュニティセンター前で下車

●伊予鉄電車 高浜線（大手町駅）から徒歩約7分
郡中線（土橋駅）から徒歩約10分

松⼭市総合コミュニティセンター
企画展⽰ホール 1階

〒790-0012 愛媛県松⼭市湊町7丁⽬5番地

お申込みは下記サイトまで！

http://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev12/pd/151203/index.html



展⽰タイトル 出展内容 出展社名
SMB市場向け
サーバー戦略

分社し⽇本ヒューレット・パッカードとして出展します。SMB市場への取組、サー
バー戦略をご提供します ⽇本ヒューレットパッカード株式会社

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 株式会社 ⽇本HP

業種別無線LAN導⼊事例
Wi-Fi整備のポイント

増え続けるタブレット利⽤。宿泊・⼩売・介護・製造業等、様々な導⼊事例をご提案
いたします 株式会社バッファロー

使いやすく！便利に！
三菱カンタンサイネージ

実機によるカンタンサイネージ新機能の実演とサイネージ画⾯での導⼊事例のご紹介
を⾏います 三菱電機株式会社

簡単に始められる
デジタルサイネージ リモコン操作で簡単に始められるデジタルサイネージソリューション 都築テクノサービス株式会社

SMB市場向け
ネットワーク新製品のご紹介 ⽇本市場に特化した中⼩企業専⽤ブランドのご紹介 シスコシステムズ合同会社

最先端のデバイス管理
AirWatchのご紹介

最新MDM AirWatchのご紹介やデモ、その他VMwareプロダクトについてSEがご説
明します ヴイエムウェア株式会社

DISが提供するサービス
キッティング、延⻑保証 DISグループが提供するサービス&サポートをご紹介します ディーアイエスサービス＆サポート

株式会社
クラウドもマイクロソフト
Office365 & Azureのご紹介

最新のOfficeとパブリッククラウドAzureの活⽤⽅法と製品について、ご説明いたし
ます ⽇本マイクロソフト株式会社

WIMAX2+とSIM
ソリューションのインフラ 組み合わせを希望される構成に合う通信のご紹介 Dis（通信）

マルチプラットフォーム
モバイル活⽤例

様々なモバイルデバイスを⽤いて企業教育機関へ導⼊する際のポイント、課題に応じ
たソリューションをご案内 DIS（モバイルソリューション）

サービス

展⽰内容 ※ブース順

展示内容

⽂教
展⽰タイトル 出展内容 出展社名

サブスクリプション
ご紹介 進化し続ける、AdobeCreative Cloud多くのメリットをご紹介させて頂きます アドビシステムズ株式会社

地⽅⾃治体・⽂教向け
アプリケーション仮想化 VDIより低コスト、簡単運⽤で導⼊。アプリケーション仮想化「XenApp」で情報漏洩対策を実現 シトリックス・システムズ・

ジャパン株式会社
つながっただけじゃダメ
無線LANのお話です

無線LANコントローラーのご紹介（デモ）と、導⼊事例含め無線導⼊の際のポイントをお教えい
たします アライドテレシス株式会社

⽂教販社・教育関係者向け
普通教室型ソリューション

普通教室でのICT導⼊に向けて、活⽤・運⽤・サポートのトータルソリューションをご提案致しま
す DIS（⽂教グループ）

モバイル
省スペースソリューション Ergotron社製のTablet管理・充電カート製品を中⼼にモバイルソリューション機器をご紹介 テックウインド株式会社

製造業
展⽰タイトル 出展内容 出展社名

業務系クラウドサービス
kintone kintone(キントーン)は、業務業種にあわせてだれでも⾃由に簡単に作れるクラウドサービスです サイボウズ株式会社

製造業向けラベルプリンタ
遠隔サポート提案 商品を識別し易い箱ラベルや製品別等の⾊分けし誤出荷を防⽌。他：GHSラベル、送り状ラベル等 エプソン販売

確かな品質性能
東芝PC 東芝A4ノート・4Kワークステーション・サイネージ 最新ラインアップ 東芝情報機器株式会社

DSolクラウドサービス
製造業向けソリューション DSolの提供する各種クラウドサービスと、製造業向け業務改善ソリューションを紹介します ディーアイエスソリューション

株式会社
インテル製CPU搭載
最新デバイスデモ 最新のワイヤレス技術とクライアントデバイスを活⽤した新しいワークスタイルを提案します インテル株式会社



展⽰内容 ※ブース順

セミナー内容

展⽰タイトル 出展内容 出展社名
デジタルサイネージ
クラウド型コンテンツ配信

⽇々⾃動更新されるニュースや天気予報、また、医療機関様向けに特化したコンテンツも提
供します

ディーアイエスアートワークス
株式会社

情報コンセントに収納
⼩型無線アクセスポイント

住宅・オフィス・会議室等の情報コンセント内に埋込み、省スペースで快適な無線環境を実
現する無線AP FXC株式会社

⼤型タッチディスプレイ
らくらくサイネージ

タッチディスプレイ「BIGPAD」で業務効率向上を実現します。
スタイリッシュなサイネージでお客様を魅了します。

シャープビジネスソリューション
株式会社

仕事コストをダイエット
5年間無償保証でムダ削減 業界初 ①5年間「無償保証＋ﾒﾝﾃﾅﾝｽ品無償提供」②5⾊印刷対応VINCIｼﾘｰｽﾞ 株式会社沖データ

医療・福祉

マイナンバー
展⽰タイトル 出展内容 出展社名

顔認証セキュリティ対策
NeoFace､顔跡

マイナンバー制度導⼊時のセキュリティ対策を⽀援する「マイナンバー安⼼セット」など実
機にてご紹介 ⽇本電気株式会社

マイナンバー対応
パッケージソフト

マイナンバーの取扱規定作成⽀援パックのご紹介/マイナンバーの収集サービス、管理ソフ
トのご紹介 ピー・シー・エー・株式会社

マイナンバー対策
ログイン認証システム マイナンバー対策の切り札、『⼿のひら静脈認証システムを』中⼼にご紹介いたします 株式会社富⼠通パーソナルズ

10年連続TOPシェア！
情報漏洩対策の決定版！ LanScope Cat Ver.8、LanScopeAnによるセキュリティ対策をご紹介致します エムオーテックス株式会社

マイナンバーセキュリティ
標的型サイバー攻撃対策

サイバー攻撃/マイナンバーを含む、⼤切な情報資産を様々なセキュリティリスクからどう
保護していくか トレンドマイクロ株式会社

情報漏洩対策『ESET』
最新ソリューション

ウイルス対策・クラウド対応・暗号化など企業の情報を守る『ESET』の最新ソリューショ
ンをご紹介

キヤノンITソリューションズ株式会社
（ESET）

不正端末検知妨害SOL
「NSKoban Nano」

不正接続検知妨害SOL、社内LANを有線無線問わずに守ります。（ウイルス拡散防⽌機能
有）

キヤノンITソリューションズ株式会社
（NetSkateKoban）

情報漏洩対策
サーバー監視特化ツール ネットワーク上の通信可視化出来る情報漏洩対策製品、サーバー監視特化ツール製品 株式会社アリス

情報漏洩リスク対策
データ中⼼の情報漏洩対策 マカフィーは、「システム中⼼」ではなく、「データ中⼼」に、企業の情報資産を守ります マカフィー株式会社

安全に持ち運ぶ・管理する
効果的な運⽤対策をご紹介

SMBにも最適！マイナンバー制度に効果的なNAS運⽤、秘密⾦庫HDDでの収集、持ち運び
などをご紹介！ 株式会社アイ・オー・データ機器

マイナンバー対策に向けた
セキュリティデバイス紹介 【JCMVP】認証のセキュリティデバイス【IRONKEY】とNASを利⽤したマイナンバー対策 株式会社フォースメディア

連携ソリューション
展⽰タイトル 出展内容 出展社名

NVR VioStor
新F/W5.0.1登場

LAN/WAN問わずのバックアップ提案とクライアント仮想化によるデータマネジメントをご
紹介 株式会社R.O.D

ネットワークカメラ
最新機種のご案内 Axisの強みである３つの技術をご紹介します（Zipstream,Lightfinder,WDR） アクシスコミュニケーションズ

株式会社
ネットワーク電源制御装置
【リブーター】のご紹介

監視カメラ・サイネージシステム等には必須アイテム！【リブーター】のご紹介及びデモン
ストレーション 明京電機株式会社

マイナンバー関連のご提案
こんな提案、あんな提案！

「監視カメラ×NAS」「セキュリティUSBメモリ」「原始的なセキュリティ商材」などをご
⽤意！ エレコム株式会社

拡張性＆耐障害アップ
ファイルサーバ課題解決 ストレージ統合で無限の拡張性を実現。Linux版NASのアクセスログも⼀括管理可能 株式会社オレガ

ファイル転送共有サービス
SmoothFile

メールで送れない⼤容量ファイルをセキュアに転送・共有を⾏うユーザー数無制限のサービ
スです 株式会社プロット

導⼊実績No.1
多彩なメールセキュリティ

メールセキュリティに関する悩みを⼀掃！m-FILTERで誤送信対策・全⽂保存と管理・スパ
ムメール対策 デジタルアーツ株式会社

コストを抑えてログ保存
Syslogサーバー

UTMのログはとれてますか？事実の証明や対策の⽴案に必要となるUTMのログ保存をコス
トを抑えて実現！ ぷらっとホーム株式会社

SCSK株式会社
ヤマハ・Fortinet ヤマハRT/SW/無線AP LAN⾒える化、FortiGateで複数のセキュリティ機能を1台で実現 SCSK株式会社

ビデオ会議・タブレット
など最新商品のご紹介

ソニービデオ会議システム「PCSシリーズ」は⾼画質。モバイルビジネスに最適なVAIO、
AV製品紹介

ソニーマーケティング
株式会社

iiyama液晶モニタ
MousePro法⼈PC

モバイルからワークステーションまで取り揃えた「MousePro」とモニタ「iiyama」の新製
品出展 株式会社マウスコンピューター

ネットワーク映像配信
MEDIAEDGE

運⽤規模に合わせて⾃在に構築できるフレキシブルな映像配信システムMEDIAEDGEを出展
します MEDIAEDGE株式会社

各市場向け
モニター最新ラインナップ

CAD⽤やマイナンバー対応のタッチモニターなど、EIZOモニター最新ラインナップをご紹
介します EIZO株式会社



セミナー ※受付開始は15分前からとなります。

ダイワボウ情報システム株式会社 松⼭⽀店までご連絡ください
松⼭⽀店：TEL 089-947-6379

本イベントに関するお問い合わせ先

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のお問い合わせください。

本イベントへのお申込みに際してご登録いただいた情報は、本イベントの実施に関するご連絡、ご来場時の受付処理、ご参加確
認の他、弊社ならびに関係する協賛各社・販売会社が行う、営業活動、サービス・新製品・セミナーのご案内等に利用させていた
だく場合がございます。ご案内に際し、必要な情報を、関係する協賛各社・販売会社に預託する場合がございますので、ご了承
のうえ、お申し込み下さい。アンケートにご記入されました内容についての、ご照会、修正等につきましては、下記までご連絡いた
だきますよう、お願い申し上げます。

● 個人情報の取り扱いについては、 個人情報取り扱いポリシーに基づき運用しております。
http://www.pc-daiwabo.co.jp/privacy.html

● 記載商品名等は各社の登録商標です。

お申込みFAX番号 : 089-947-6389
法人名： 部署名：

氏名： 氏名(カナ)：

電話番号： － － 来場予定時刻： ：

E-mail ： ＠

FAXでもお申込みいただけます！ ※ FAXの送信間違いには十分ご注意下さい。

お申込みは下記サイトまで！

参加ご希望の内容に
チェックしてください。

(複数選択可)
展示会 セミナー

Seminar 1 「マイナンバー」
10：00-11：30(90分)

Seminar 2 「シスコ無線LAN」
13：00-14：00(60分)

Seminar 2 「インテル」
14：30-15：30(60分)

企画展⽰ホール2F会場

時間 内 容

Seminar1

10:00-11:30
(90分)

運⽤開始直前！ マイナンバー制度実務対策

合同会社のぞみプランニング 松⼭⽀店
代表取締役 副社⻑ （兼）松⼭⽀店⽀店⻑ 上⽥ 恭⼦ ⽒

マイナンバー制度開始にあたって、今からでも間に合う企業がしなければならないことのポイントをわかりやすくご紹介し
ます。取扱規程の策定の注意点や取扱記録の残し⽅をはじめ、企業の実務担当者が誤解しがちなマイナンバー実務のツボに
ついて要点を絞って解説します。また、マイナンバー研修で従業員に話しておくべきポイントや従業員周知とリスク回避を
かねた就業規則の活⽤法など、⼀歩先⾏くマイナンバー実務のエッセンスについてもお話します。

Seminar2

13:00-14:00
(60分)

〜世界シェアNo1 !シスコ無線LAN!!〜
超⾼速無線LANの構築ヒントと付加価値ソリューションご紹介
シスコシステムズ合同会社 エンタープライズネットワーキング事業
シニアプロダクトセールススペシャリスト 櫻井 仁史 ⽒

無線LANの導⼊は急加速しており、オフィス内のみならず、⼯場、店舗、学校、病院等、様々な場所での活⽤すすめられて
います。つながることが当たり前になった無線LANのトラブルをいかに減少させ、かつ⾼速化させるのか、
様々な導⼊事例をもとに検討すべき課題と対応するソリューションを解説いたします。
さらに⾼度なソリューションを簡単、気軽に導⼊できる集中管理型無線LANのトライアルキャンペーンもあわせてご紹介い
たします。

Seminar3

14:30-15:30
(60分)

激変するビジネス環境を勝ち抜くための新しい仕事術
インテル株式会社 セールス・チャネル事業本部 第⼀チャネル営業部 セールス・マネージャー ⻑瀬 淳 ⽒

ITの進化と共にビジネスの環境も変化しております。場所や時間を問わず、⾰新的なアイディアを⽣み出すことにより、
どのように業務効率を改善するかは重要な要素の⼀つです。このセッションでは、インテルが打ち出す新しいテクノロジー
と最新のソリューションやモバイルICT活⽤によって、いかに業務効率を改善するかについて触れさせて頂きます。

ダイレクトメールより Eメールより お取引企業より その他
このイベントをどちらで
お知りになりましたか？

当⽇はお名刺を2枚ご⽤意ください。

http://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ev12/pd/151203/index.html

定員：各40名


