
【電車】 JR・東武野田線 大宮駅西口から徒歩約3分（歩行者デッキにて直結）

【車】 ソニックシティビル地下に有料駐車場完備（200円/30分）

モバイルデバイスやクラウドの活用、マイナン
バー対応製品及びサービス、セキュリティ関連
製品及びサービスなど最新のインフラストラク
チャを、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。

2015年12月18日●金

会 場

概 要

交 通

大宮ソニックシティ B1F 第1展示場
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
http://www.sonic-city.or.jp/

10:00～17:30

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 大宮」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　大宮支店：TEL 048-640-1985
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。
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※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

バタフライ効果が地方を活性化！
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　長瀬 淳 氏

さまざまな機器がインターネットにつながるIoT時代を迎え、私たちのビジネスの環境も変化しております。
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。

16:30
▶ 17:30

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。

13:00
▶ 14:00

マイクロソフトのクラウド製品のおすすめポイントと活用事例
ダイワボウ情報システム株式会社　東日本営業本部営業推進グループ　塚本 小都

日本でのデータセンター設立など、マイクロソフトはクラウドサービスに大きく舵をきっております。
本セミナーではOffice365やMicrosoft Azureについて、その提案ポイント、おすすめの活用事例をご紹介します。

10:30
▶ 11:30



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

展　示　内　容

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

株式会社アール・アイ 全自動バックアップ 効率よいデータ保護を紹介 LAN/WAN問わずのファイルバックアップ製品。お客様の環境に合わせ
てご提案できます!

株式会社R.O.D お困りではありませんか?
IPカメラはR.O.Dへ!

ネットワークレコーダー「VioStor」を中心とした、カメラシステムのトータ
ル提案をお手伝い致します。

株式会社アイ・オー・データ機器 マイナンバー対策安全に保管し管理する マイナンバーの「収集」から「保管・管理」まで情報漏えい対策に様々なソ
リューションを展示しております。

アドビシステムズ株式会社 Adobe　Creative　Cloud モバイルデバイスを活用し、もっと便利にコンテンツ作成！意外と知られて
いないAcrobatの便利な活用方法をご説明します。

アライドテレシス株式会社 最適な無線LAN環境とセキュリティ対策をご紹介 モバイルに最適な無線LAN製品の展示と様々なセキュリティー対策をご
紹介。

アルプス システム インテグレーション
株式会社 自動暗号化ソリューションモバイルセキュリティ ファイル暗号化で強固な情報漏洩対策を実現。

スマートデバイスのセキュリティと管理効率化を実現。

株式会社インターコム マイナンバーの漏洩対策は
「MaLion」にお任せ!

マイナンバーの漏洩対策の観点から 「MaLion」 で実現できる対策につい
てご紹介させていただきます。

インテル株式会社 インテル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。

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! これ1つでファイル、アプリ、通信、デバイス管
理からBYOD構築を網羅できます!

AGSビジネスコンピューター株式会社 クラウドサービス IT機器トータルサポート AGSグループのクラウドサービスをご紹介します。 機器導入、設定から
廃棄までのサービスをご案内します。

EIZO株式会社 液晶モニターで課題解決!
EIZOソリューションご提案

最新のフレームレスモニターやプライバシーフィルム内蔵タッチパネルな
ど、EIZOの高品質モニターをご提案!

ヤマハ （SCSK株式会社） 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、スイッチ、無線APを利用した見える化のデモを行います。

フォーティネット （SCSK株式会社） マイナンバーを守る 「FortiGate」 の紹介

マイナンバーに関連した企業に求められるセキュリティを実現出来る製品
が 「FortiGate」 です! 「FortiGate」 を1台導入いただくだけで、マイナ
ンバー情報を守るための様々なセキュリティ機能である、ファイアウォー
ル、VPN、アンチウィルス、IPS、Webフィルタリング、アプリケーショ
ン制御、スパムメール対策等を実現することができます。

A10/Juniper （SCSK株式会社） 売れ筋ネットワークセキュリティ商材のご紹介 ファイアウォール/UTM製品:JuniperNetworks SRXシリーズ、 ロードバ
ランサー製品:A10ネットワークス Thunderシリーズのご紹介。

NTTアイティ株式会社 リモートアクセスサービス「マジックコネクト」 PCやタブレットから、社内PCのデスクトップ画面を操作できるリモートアクセ
スサービスです!

エプソン販売株式会社 会議の効率化を実現。作業の、最短距離を。 インタラクティブ機能搭載プロジェクターでビジネスのトータルコスト削減
につながります。

エムオーテックス株式会社 クライアントPC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・
端末紛失等）を統合的に対策!!

エレコム株式会社 エレコムの情報漏洩対策!
すぐに出来る対策のご提案

マイナンバー管理に必要な情報漏洩対策のご提案。 ネットワークから物
理的対策までご提案いたします。

応研株式会社 基幹業務システム「大臣シリーズ」 会計、販売管理、人事・給与、顧客管理といった、目的や用途に応じた
製品で経営をトータルサポート致します

オートデスク株式会社 永久ライセンス販売終了!
期間限定ライセンスをご確認ください。

来年1月末で永久ライセンスを終了し、3か月、12ヵ月、複数年の期間
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 総務様必見！OBCによるマイナンバー対策サービス すべての企業に標準的なマイナンバー対応方法を提供する「マイナンバー
収集・保管サービス」をご紹介します。

株式会社沖データ 仕事コストをダイエット! OKIの新商品A3カラーLED複合機でお客様の「ムダ削減」のご提案をさ
せていただきます!

オムロン株式会社 電源障害対策にUPS、新しい対応方法のご紹介 設置場所が限られるHUB/通信ラックにも最適な新型UPSのご紹介。

株式会社オレガ マイナンバー対策、超手軽にサーバログ管理! 管理サーバ不要の超手軽なログ管理ソフトウェアをご紹介。Linux搭載
NASも 「VVAULT」で解決!

カシオ計算機株式会社
ボード型電子黒板 カシオの82インチボード型電子黒板をご紹介します。

LED光源のプロジェクター カシオのLED&レーザー光源のプロジェクターをご紹介します。

カスペルスキー株式会社 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
情報漏えい対策「ESET」最新ソリューション ウイルス対策・データ暗号化など企業の情報を守る『ESET』の情報漏え

い対策最新ソリューションをご紹介

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）

キヤノンマーケティングジャパン
株式会社 モニタリングシステム　プレゼンの即戦力 キヤノン製ネットワークカメラの展示と映像ソリューションの紹介と、新しい

プレゼンスタイルの提案をします。

サイボウズ株式会社 業務改善クラウドサービス 「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。

株式会社サイホープロパティーズ 乾電池で働く防犯カメラと
操作簡単定点観測カメラ

乾電池式で省電力な防犯カメラと3ステップで操作簡単タイムラプスカメラ
（定点観測カメラ）をご紹介します。

サンワサプライ株式会社 盗難・情報漏洩から守る!
タブレット周りを快適に!

今すぐできるマイナンバー対策や、タブレットを快適に使うためのアイテ
ムなどをご紹介いたします。

株式会社ジェネシス
ホールディングス Windows10 タブレットシリーズ Windows 10搭載のタブレットシリーズをメインに展示いたします。

Office、LTEモデルなど多数ございます。

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 新機種 「841Mシリーズ」 、モビリティ等ご紹介します。新しい価値の提案に
お役立てください。

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 クライアント運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」

IT資産管理・ログ管理・デバイス管理といった 情報漏洩対策とIT運用に
必要な機能をオールインワンで搭載。

ソニーマーケティング株式会社 安心して業務が出来るモバイル端末と
ネットワークカメラのご提案

ソニーからご提案する安心して、いつでもどこでも業務が行えるモバイル
端末と、マイナンバー対策などに安心のネットワークカメラをご提案いた
します。

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。

ダイトエレクトロン株式会社 イートン
無停電電源装置長寿命バッテリー UPS

イートン社の無停電電源装置は長寿命バッテリー搭載。サーバーからデー
タセンターまで充実のラインナップ。

デジタルアーツ株式会社 「FinalCode」　ファイルの暗号化・追跡 「FinalCode」渡したファイルが後から消せる、ファイルデータの暗号化・追
跡ソリューション。



THK株式会社 地震対策　免震テーブル 地震からお客様の資産、機器を守る為の免震テーブルをご出展いたしま
す。

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 TOSHIBA ノートPC 東芝の最新ハードウェアを活用したソリューションをご提案させていただき
ます。

東芝テック株式会社 ペーパーリユースシステム
免税対応POSシステム

消せるトナーで用紙を繰り返し再利用する。 免税品販売を楽々簡単操作
で書類作成。

日栄インテック株式会社 バーコード活用事例と業務改善のご紹介 各業種様向けバーコードソリューションの導入・リプレイスでの業務効率
改善を事例を交えてご紹介致します。

日本エイサー株式会社 新しいワークスタイル 「Chromebook」 の提案 「Chromebook」 の特徴ご紹介とクラウドサービス利用による新しいワークス
タイルを説明します。

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

日本情報システム株式会社 「マイナンバー安心パック」
「Yubi Plus」

マイナンバー対策に最適パッケージ 「マイナンバー安心パック」 。PCログ
インを安心・簡単に実現「Yubi Plus」。

日本電気株式会社 NECマイナンバーセキュリティ対策ソフト ファイルサーバへのアクセス権限管理とアクセスログ監視で、マイナン
バー情報漏えいを未然に防ぎます。

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! ITインフラは弊社にお任せください。最新機器を展示しますので、是非お
立ち寄りください。

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 Microsoft 「Office 365」 を中心とした関連製品などご案内いたします。

ネットアップ株式会社 5年連続世界No.1ストレージをご提案 FASシリーズからオールフラッシュFAS、ストレージのNetAppの最新情
報をご案内します。

ネットギアジャパン合同会社 現状のコストに満足ですか? 小?中規模のインフラに最適なネットワーク機器・ストレージをご紹介

株式会社ネットジャパン 低価格災害対策の提案
マイナンバー対応

企業内で高まる機密情報を簡単確実に安価に保護するソフトウェアから完
全クラウド連携ストレージの提案

株式会社バッファロー NAS・無線の活用法 安全なデータ管理のご提案 マイナンバー導入に向けたストレージ機器活用法と、 新型の無線LAN機器を
ご紹介いたします。

パナソニックESネットワークス株式会社 SDNソリューション 「ZEQUO」 シリーズとLシリーズのご紹介と運用支援ソフト 「ZEQUO 
assist」 を用いたSDNソリューション。

パナソニックシステムネットワークス
株式会社 ビジネスを飛躍させる商品のご紹介 コンパクトモバイルパソコン（軽量・優れた操作性･頑丈性能）高性能、高解

像度頑丈タブレット。

ピー・シー・エー株式会社 マイナンバー・クラウド対応の基幹業務ソフト 間もなく制度施行となるマイナンバー制度やメンタルヘルスケアに対応す
る基幹業務ソフトのご紹介!

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

内部不正やなりすましを抑止できる指静脈認証ソリューション 。3D CAD 
シェアNo.1 「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下さい
ませ。

株式会社フォースメディア マイナンバーの管理運用で、
お困りではありませんか?

JCMVP取得、セキュリティUSBデバイスの 「IRONKEY」 と高品質・高信
頼性の 「QNAP Turbo NAS」 をご紹介します。

株式会社富士通パーソナルズ 富士通からのご提案、最新ITソリューション 日々業務に使用するＰＣ端末から、最新ＩＴ機器までお客様の課題解決の為、
幅広くご紹介させて頂きます。

富士電機ITソリューション株式会社 高効率UPSで、企業システムをサポート 瞬停や停電対策など富士電機の豊富なUPSラインナップから電源ソリュー
ションを提案します。

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。

ぷらっとホーム株式会社 UTMのログを簡単保存 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!

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

新製品はもちろん、マイナンバー対策の中小企業向け小型サーバーも展
示予定。

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。

明京電機株式会社 遠隔電源制御装置【リブーター】のご紹介 IT機器の保守・フリーズ対策に! システムの遠隔制御や、自動スケジュー
ル運転に!

MEDIAEDGE株式会社 お持ちのPJやモニターを電子黒板にできます。 お手持ちのプロジェクターやモニターを電子黒板にできる 「Bignote」 は
企業様、文教の皆様で大好評です。

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。

ユニアデックス株式会社 ミッションクリティカルを支えるクラウドサービス
「U-Cloud」

クラウドビジネスの環境の変化に対応したU-Cloudサービスプラット
フォームをご紹介します。

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 さまざまな場面で。活躍の1台へ。 超短焦点プロジェクターPJ 「WX4141NI」 とA4カラーレーザープリン
ター複合機 「SP C250SFL」 をご紹介します。

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。

株式会社ワコム BAMBOO Sparkのご紹介
入会申込書の電子化提案

手書きノートをデジタル化し編集・共有できる新製品ほか、ワコム製品の
最新導入事例を紹介します。

ディーアイエスアートワークス株式会社 クラウド型サイネージ Signex クラウドタイプのデジタルサイネージ「Signex」の展示及びコンテンツ制
作サービスのご案内を致します。

ディーアイエスサービス&サポート
株式会社 DISのサービス&サポート パソコン・タブレット用延長保証「のびるクン・まもるクン」Select、デー

タ消去サービス。

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） 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!

ダイワボウ情報システム株式会社
（クラウドサービス） DISが提供するクラウドサービス Salesforceを始め、DISがお奨めする中小企業に最適なクラウドサービス

をご紹介します。

ダイワボウ情報システム株式会社
（通信サービス）  「DIS mobile」 DISが通信事業に参入して早6年。WiMAXに加え、「SIMフリー」をキー

ワードに、新しいご提案をいたします。

ダイワボウ情報システム株式会社
（文教ソリューション） DISの文教ソリューション 学校現場において、タブレット端末を含むICT機器の活用率を上げる商材

をご提案します。

展　示　内　容

※出展社、出展内容は変更される場合があります。

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


