
出展社商品一覧出展社商品一覧

総合ソリューション
番号 会社名（正式名称） 出展製品① 出展製品② 出展製品③

総 -01 株式会社ウイン オンライン受付案内システム 店内混雑検知
アナウンスシステム ー

総 -02 株式会社 エコー・システム EchoPack 販売管理 V14 LOCOSOL ストレスケア WEB サービス

総 -03 株式会社 エスエイピー 補償積算 公園施設管理（長寿命化計画） PAVE-Profile

総 -04 株式会社エネルギア・
コミュニケーションズ

日本医師会標準
レセプトソフト 電子カルテソリューション オンライン資格確認環境整備

総 -05 株式会社 オクムラ RAS 自治体ネットワーク分離 RAS 文教様向け BYOD セキュリティ対応テレワーク

総 -06 兼松コミュニケーションズ
株式会社 BONX　WORK SMS 一斉連絡 DirectcloudBox

総 -07 株式会社
コトブキソリューション 新作パッケージソフト 新作配信タイトル① 新作配信タイトル②

総 -08
コニカミノルタジャパン
株式会社

火災予防 SOL MOBOTIX VR 空間サービス VR360 AI データ予測サービス
Aisee 

総 -09 空気清浄機能付き
オゾン発生器 HIKVISION デルフィーノ

総 -10 篠原電機株式会社 液浸冷却システム
爽空 sola( ソラ ) コンテナデータセンター テレワークブース

楽 Meet ( ラクミート )

総 -11 東京特殊印刷工業株式会社 フィルムセンサー
（タッチ SW） メンブレンスイッチ 加飾フィルムインサート成型

総 -12 株式会社 トーク 楽々 CAD 船殻 3D モデラー Limberplus iPhone アプリ

総 -13 トレンドマイクロ株式会社 SaaS 型エンドポイント対策 SaaS 型サーバ対策 オフライン端末対策

総 -14 株式会社ハイエレコン スマート ID マネージャー ー ー

総 -15

株式会社
ビジネスブレイン太田昭和

BBS コンサルティング
サービスメニュー DX 実現アプローチ 電子取引対応後の目指すべき

業務モデル

総 -16 DX 時代の最初の一手 業務プロセス自動化 完全テレワーク業務モデル

総 -17 予算管理 管理会計プロセス データ分析プロセス 調達購買プロセス

総 -18 株式会社
広島情報シンフォニー CYDAS PEOPLE AWS クラウド活用支援 ウェビナー支援サービス

総 -19 株式会社ミックス EG-KEEPER DEOFACTOR®Casa COCOAR

総 -20 株式会社 ユースフル 人員配置システム HyChee 設備管理台帳 FaCilu. ー

ＶＲ＆モバイル
番号 会社名（正式名称） 出展製品① 出展製品② 出展製品③

VR-01 一般財団法人
移動無線センター

MCA アドバンス、
21 年 4 月開始 ー ー

VR-02 株式会社ビーライズ バーチャルイベント マインドフルネス EVR

VR-03 株式会社フォーラムエイト F8VPS 3DVR UC-win/Road 3DCG Shade3D

クラウド＆情報セキュリティ
番号 会社名（正式名称） 出展製品① 出展製品② 出展製品③

ク -01 ヴイエムウェア株式会社 VMware SD-WAN CarbonBlack ー

ク -02 エムオーテックス株式会社 LANSCOPE クラウド版 CPMS powered
 by BlackBerry Protect SYNCPIT

ク -03 ピー・シー・エー株式会社 PCA クラウド サービス 給与・人事管理向けペーパー
レス化促進 サービス

電子帳簿保存法制度概要と
対応製品

ク -04 ひろぎん IT
ソリューションズ株式会社 スマートマットクラウド セキュリティ対策基盤 病理システム Dr.HELPER

ク -05 株式会社両備システムズ 晴れの国の
安心データセンター 多要素認証ソリューション 両備スマートデータサービス



出展社商品一覧

働き方改革ソリューション
番号 会社名（正式名称） 出展製品① 出展製品② 出展製品③

働 -01 株式会社アイ・オー・データ機器 タイムスタンプ付与端末 企業向け NAS　「LANDISK」 WEB 会議用モニター＆カメラ

働 -02 アステリア株式会社 ASTERIA Warp Platio ー

働 -03 株式会社 エコー・システム 「お弁当たのみませんか～ ?」 DELI　Station 画像共有システム Smiss

働 -04 株式会社
エヌ・ティ・ティ・データ中国 スマートメンテナンス CAFIS Pitt kintone

働 -05 応研 株式会社 大臣 NX クラウド インボイス対応【販売大臣 AX】 電子帳簿保存法対応大臣 NX

働 -06
コニカミノルタジャパン
株式会社

インフォメーションガード EX ホームページ制作パッケージ らくらく！文書削減パック

働 -07 タッチパネルサイネージ
システム

運行管理システム
「運びま専科」 データ連携自動化 ASTERIA

働 -08 SOMPO ひまわり生命保険
株式会社 健康経営丸わかり！ BOOK ニューロトラック 脳ケア シンクヘルス

働 -09 株式会社ネクストビジョン ConMas i-Reporter MotionBoard cocomiru（ココミル）

働 -10 株式会社バッファロー Wi-Fi6 など旬の NW 製品 医療・介護業界様向け
NW 製品

テレワークに最適な
各種周辺機器

働 -11 Vuzix Corporation M400 スマートグラス M4000 スマートグラス Zoom for スマートグラス

働 -12

株式会社ミウラ

電帳法対応システム
 「DataDelivery」 決済業務を一元化 「STAFee」 データ保存を手軽に 

「Data Input for DataDelivery」

働 -13 RPA 国内シェア No.1
「WinActor」 ー ー

働 -14 株式会社ミロク情報サービス MJSLINK DX Edge Tracker SOXBOX NX-Plus

働 -15 株式会社ラクス 経費精算システム「楽楽精算」 WEB 帳票発行　「楽楽明細」 販売管理システム「楽楽販売」

働 -16 株式会社両備システムズ テレワーク
コミュニケーション

AGV 業務自動化
ソリューション データ利活用ソリューション

IoT ＆ AI ソリューション
番号 会社名（正式名称） 出展製品① 出展製品② 出展製品③

IoT-01 株式会社インタフェース What's Interface? 安心の産業用国産
コンピュータ ー

IoT-02
株式会社コア
中四国カンパニー

ドローン測量ソリューション スマート保全ソリューション Cagou
においソリューション

IoT-03 i-MEDIC Plus ++ i-MEDIC Plus 医療 i-MEDIC Plus 介護

IoT-04 株式会社サンネット サンネット IoT ソリューション サンネットテレワーク
スタートアップパック 

IT プラットフォーム
アセスメントサービス

IoT-05 株式会社 TSS ソフトウェア EG-Keeper による
顔認証受付システム

PICTA　～非対面業務を
実現するクラウドサービス～

VoiceTech を活用した
サービス事例

IoT-06
トッパン・フォームズ
株式会社

+ メッセージで
通知物デジタル化

+ メッセージで
手続きデジタル化

なぜ庁内の DX 推進が
進まない？

IoT-07 棚卸をイージチェック スマホが
小型 RFID リーダーに 次世代ハイブリッド電子タグ

IoT-08 株式会社ハイエレコン タグ衛門 ー ー

IoT-09 株式会社ビーシーシー EneWatch ＠ FA Factory-ONE 電脳工場 SMILE Ｖ 販売

IoT-10 平和情報システム株式会社 遠方監視制御装置
 HJS-P1200

小容量遠方監視制御装置
 HJS-T100/110

機器状態遠隔表示装置
HJS-RV

IoT-11 株式会社両備システムズ 健康観察ツール e へるす Lite オンライン診療 けんしん予約 AITEL


