2017年7月26日(水)

開催！(無料)

基調講演

13:00-14:00

諏訪 貴子 氏
ダイヤ精機株式会社 代表取締役

町⼯場の星、ダイヤ精機株式会社
代表取締役 諏訪貴⼦⽒に学ぶ新経営改⾰
会場

◆ 主催＆協賛

日時：7月26日（水）12:30～17:30

（幕張メッセ）受付2F

会場：

ＪＲ海浜幕張駅より徒歩５分

主催：ＮＥＣ

千葉支社

協賛：日本通信機株式会社
日興通信株式会社
日本事務器株式会社
三和コンピュータ株式会社
三信電気株式会社
ＭＸモバイリング株式会社
Ｓｋｙ株式会社
アイビーシー株式会社
日通システム株式会社
株式会社ワイイーシーソリューションズ
ＮＥＣネッツエスアイ㈱ ＮＥＣフィールディング㈱
ＮＥＣマネジメントパートナー㈱

会場のご案内
フェア会場
国際会議場（幕張メッセ） ２Ｆ（受付）
〒261-0023 千葉市美浜区中瀬 2-1
ＴＥＬ 043-296-0001

交通機関
ＪＲ海浜幕張駅より徒歩５分
※駐車場はご用意しておりません。公共の交通機関を
ご利用くださいますよう、お願いいたします。

お問合せ先
【フェア事務局】
ＮＥＣ千葉支社 松本 竹下
ＴＥＬ：043-351-7811
※お問い合わせ受付時間：土日祝日を除く

9：00～17：00

国際会議場
２Ｆ（受付）

セミナープログラム
時間

＊都合により講演内容や会場に変更がある場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

諏訪 貴子 氏
ダイヤ精機株式会社 代表取締役

13:00
～
14:00

日経BP社 ウーマン・オブ・ザ・イヤー
2013大賞（リーダー部門）受賞

町⼯場の星、ダイヤ精機株式会社
代表取締役 諏訪貴子氏に学ぶ新経営改⾰

基調講演

302

１９７１年東京都生まれ成蹊大学工学部卒業後、ユニシアジェックス（現・日立オートモティブシス
テムズ）に入社。９８年、当時社長であった父に請われ、ダイヤ精機に入社し出産と同時に退社。
３２歳（２００４年）で父の逝去に伴いダイヤ精機社長に就任し、経営再建に着手。新しい社風を
構築し、育児と経営を両立させる若手女性経営者として活躍中。日経BP社Womanofyear2013
大賞を受賞。ニュースＺＥＲＯや日曜討論等のメディアに多数出演

ご休憩
Ａ－１ ～個人情報管理、アクセス権
設定厳格化～ファイルサーバ
セキュリティ対策ソリュー
ション『ＮＩＡＳ』のご紹介

14:30
～
15:20

会
場

内 容

セミナータイトル

（30分）

～

是非、展示会場をご見学ください

～

個人情報の取り扱いルールは存在するがきちんと厳守されているかわからない。
重要ファイルやフォルダは、アクセス権限制御で管理しているが、人事異動や組織
改定に伴う再設定業務を人手で行うには限界がある…。ファイルサーバの運用管理
経験者であれば、誰しもが共感するお悩みを解決する特効薬と言えるのが、ファイ
ルサーバ統合管理ソフトウェア『NIAS(ニアス)』です。NIASは、サーバ内にある 302
個人情報を見える化し危険ファイルの隔離を促したり、アクセス権の棚卸を実現し、
情報漏えいのリスクを低減するソリューションです。
導入事例や画面イメージをご覧いただきながら、各種機能をご紹介致します。

Ａ－２ 最新の災害対策支援ソリュー 様々な災害情報を自動的に収集し一画面に集約することで、迅速な意思決定と住民
への素早い情報伝達を可能にする「発令判断支援システム」と、災害時の臨時・仮
ションのご紹介
設の通信手段等の緊急性の高いシーンにおいて、迅速にネットワークを構築できる
無線システム「インフラレス通信アクセスポイント」をご紹介致します。
RAPID機械学習を利用したさまざまな現場業務の効率化に活用するソリューショ
ンです。多くの企業様で作業効率化・ノウハウ継承に、今注⽬されているAI技術
であるディープラーニングが活用されつつあります。今回は、それらの事例を中⼼
にご紹介致します。

203

Ａ－４ 働き方改⾰・健康経営を実現 過重労働・メンタル不調が社会問題化する中、従業員の⼼身の健康維持・増進、労
働生産性向上を実現する「健康経営」が益々重要性を帯びてきております。
する「勤次郎Enterprise
本セミナーでは、働き方改⾰・健康経営を労働生産性向上をもって実現する、統合
シリーズ」のご紹介

204

Ａ－３ 高速・軽量なディープラー
ニング活用ソリューション
のご紹介

日通システム㈱

Ａ－５ 入出荷検品システムご紹介
日本事務器㈱

HRMソリューション『勤次郎Enterpriseシリーズ』をご紹介致します。

「CORE Plus NEO 入出荷検品」は、入出荷検品・ピッキング・棚卸など、物流倉
庫内における作業の標準化および簡素化を実現します。本セミナーではロット管
理・有効期限・ロケーション等の物流管理水準向上を支援するシステムをご紹介致
します。

ご休憩（30分）

～

是非、展示会場をご見学ください

Ｂ－２ マルウェア検知率99.7％
AI技術を駆使した驚異の
マルウェア対策ソリューション
CylancePROTECT

Ｂ－３ ハイブリッドクラウドファイル
サーバを使用したランニング
コスト削減のご紹介

205

～

個人情報保護法が改正され、ほとんどの企業がその対象となります。「社内の個人
Ｂ－１ 今求められる情報漏洩対策
情報や営業秘密がどのように利用されているのか？」を見える化することで、情報
～個人情報保護法の改正と
漏洩対策を行う方法をご紹介致します。
不正競争防止法～
Sky㈱

15:50
～
16:40

202

世界を震撼させたランサムウェアWannaCryになんと1年前から対応済み！？AIに
よるディープラーニング技術を駆使することにより、99.7%の驚異の検知率を達
成した、エンドポイント型マルウェア対策ソリューション「CylancePROTECT」
について、デモを交えてご紹介致します。

302

202

大規模ファイルサーバの慢性的な容量不足にお悩みのお客様におすすめする、クラ
ウド活用ソリューション。ファイルサーバから利用頻度の低いデータを自動抽出し、 203
安価なクラウドに移動、高額になる増設コストを削減する方法をご紹介致します。

Ｂ－４ ＳＤＮ次世代⼯場ネット
ワーク

IoT時代の「つながる⼯場」を実現する為には、⼯場をつなぐネットワーク基盤の
整備が急務です。現状課題解決からIoT時代の次世代⼯場への対応も可能となりま
す。既に実現している⼯場の導入事例とメリットをご紹介致します

204

Ｂ－５ Webリニューアルで大切な
要件定義の進め方と、マーケ
ティングオートメーション
活用法 NECﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱

企業Webサイトのリニューアルプロジェクト成功の方程式を事例を交えご説明致
します。また、BtoB商材におけるマーケティングオートメーションツール活用の
考え方等もご紹介致します。サイトリニューアル及びマーケティングオートメー
ションをご検討のWeb担当者様、マーケティング担当者様へ向けたセミナーです。
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展 示
NO.

カテ
ゴリ

1
ＶＲ
2

＊都合により展示内容に変更がある場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

展示タイトル

内 容

ＶＲをシステムからコンテンツまでトータルで提案。
現在、観光、トレーニング、不動産等のセールスにおいて需要が高まっているVR。
企業におけるＶＲ活用の可能性
MXモバイリングはデバイスの販売からレンタルまで対応可能。
MXモバイリング㈱ まずはデモンストレーションのご体験を。

Ｖｉｒｔｕａｌ

法人様業務向けＶＲソリューション。
仮想空間での作業トレーニングやシミュレーション、ユーザビリティの検証等、
幅広い用途で活用可能なVRソリューションをご紹介。

Ｒｅａｌｉｔｙ

災害対策支援ソリューション
3

4

5

6

7

防災

フィジカ 総合映像監視システム
監視カメラ映像の一元管理と、多彩な機器との連動を可能にする施設のトータル
ルセキュ 「I Gurad S」
三和コンピュータ㈱ セキュリティシステム。
リティ
RAPID機械学習を利用したさまざまな現場業務の効率化に活用するソリューショ
ン。
ビッグ 高速・軽量なディープラーニング活用
多くの企業様で作業効率化・ノウハウ継承への活用が検討中である、今注⽬され
ﾃﾞｰﾀ・AI ソリューションのご紹介
ているAI技術のディープラーニングを活用したソリューション。それらを事例を
中⼼にご紹介。
お客様のネットワークシステムを可視化。さまざまな機器で構成されるサー
System Answer シリーズによる
バー・ネットワークシステムを一元的に監視することで、お客様のシステム全体
ネット
情報システムの予防保守の実現
を見える化し、ボトルネックの把握や、障害発生の予兆検知を実現。また、取得
ワーク
したデータで最適な投資判断と、将来を見越したシステム設計が可能に。会場で
アイビーシー㈱ は製品デモを交えてご紹介。
ドローン

8

9

①発令判断支援システム
②インフラレス通信アクセスポイント

ＩT機器の保守・運用で培ったノウハウと経験のもと、ドローンの購入から操縦者
の教育訓練、トラブル対応や保守点検までトータルにサポート。
NECフィールディング㈱ 飛躍的な普及を遂げているドローンの安全な活用をご支援。

ドローン活用サポートサービス

SKYSEA Client View
情報セ
キュリ
ティ

企業・団体向け クライアント運用管理ソフトウェア。
IT資産管理・ログ管理・デバイス管理など「情報漏洩対策」と「IT運用」に必要
Sky㈱ な機能を搭載。

個人情報管理、アクセス権設定厳格化
ファイルサーバセキュリティ対策ソリューション

『ＮＩＡＳ』
10

①避難指示や避難勧告等の各種発令業務を支援するシステム。
発令に必要な情報を自動収集し、一画面に集約することで、迅速かつ的確な
意思決定と情報伝達を実現。
②迅速、簡単にネットワーク構築できる無線システム。
1台に無線LANアクセスポイントと機器間通信の機能を搭載。可搬性に優れ、
災害時の臨時・仮設の通信手段等、任意の場所で無線環境構築が可能。

ＳＤＮ

ＳＤＮ次世代⼯場ネットワーク

施設・店舗での防犯、入退管理ソリューション

11
顔認証
12

『顔認証システム導入セット』

顔認証印刷ソリューションのご紹介

膨大なファイルの中から個人情報を含む重要なファイルを検出し隔離を促したり、
アクセス権を棚卸することで、情報漏えいのリスク低減を実現するソフトウェア。
容量の増加するファイルサーバの中身を見える化し整理・不要なデータを削減す
ることでシステムコストの低減にも貢献。
IoT時代の「つながる⼯場」を実現するためには、⼯場をつなぐネットワーク基盤
の整備が急務。現状課題解決からIoT時代の次世代⼯場への対応も可能。SDNによ
る次世代⼯場ネットワークをご紹介。
顔認証ソフトウェア(Kaoato)から各種ハードウェア、設定サービス、保守サポー
トまでを一括でご提供するソリューション『顔認証システム導入セット』。
高度な映像管理を実現する『VMSオプション』や、マーケティング用途に活用す
る『FieldAnalystオプション』などもオプションとしてご用意。本展示では、IP
カメラを用いたリアルタイムの顔認証を実機デモを交えご紹介。
ＮECのNeoFaceとCEC社のSecurePrintを融合させ、ICカードの代わりに「顔」
で認証印刷を行い、紙媒体の情報漏えいを防ぐ。

ASP型eラーニングサービス
「SmartLearning（スマートラーニング）」 ｅラーニングシステムのASPサービスと情報セキュリティ教材の展示。

初期投資や運用費用を抑え、サーバ設定などの手間をかけることなくeラーニング

13

事業
創出
14

15

eラーニング教材
を開始することが可能。
「標的型攻撃メール対策」
教材は対策の緊急度が増している「標的型攻撃メール対策」と情報セキュリティ
の基本を学習する「組織で働く人のための情報セキュリティ」をご紹介。
「組織で働く人のための情報
セキュリティ」
NECﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱
NEC通訳ソリューション

デジタル情報スタンド
「ＰＯＮＴＡＮＡ」

オリンピックへ向けたインバウンド外国人観光客対応ソリューション。
自治体・公共機関、店舗等の、幅広いお客様で活用いただけるサービス。

電⼦化されたパンフレット等、欲しい情報を画面にタッチするだけで、スマホや
タブレットにダウンロードして、持ち歩きができるサービス。

展 示
NO.

カテ
ゴリ

16

業務
改善

17

18

＊都合により展示内容に変更がある場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

展示タイトル

内容

ワイヤレスプレゼンテーション
「ＭｕｌｔｉＰｒｅｓｅｎｔｅｒ
Ｓｔｉｃｋ」

スマホやＰＣの画面をワイヤレスで映像機器に表示。資料の印刷⼯数・コストの
削減や無線化による効率化を実現する商品。

簡単・快適な
ハイブリッドクラウドファイルサーバ

利用頻度の低いデータを自動抽出し、安価なクラウドに移動することで、ファイ
ルサーバのTCOを削減。利用者はデータの保管場所を意識することなくアクセス
可能。

手軽に始められるテレワーク(働き方
改⾰)、インターネット分離

テレワーク推進や、外出先での業務にはセキュアなデスクトップ環境の構築が必
要不可欠。NEC Cloud DaaSは最少20 ID～のスモールスタートが可能で、「イン
ターネット分離」や「ＢＣＰ対策」としても有効。

①Seagull-LC アンケートシステム

①利用したアンケート配布数で課金となる、従量課金制のクラウドサービス。

②Seagull-LC Call Assistant 呼出し
アプリ

②受付や精算などで順番待ちのお客様が所有しているスマートフォンへ、アプリ
で呼出し通知を行うクラウドサービス。

クラウド

19

③Seagull-LC Office グループウェア
㈱ワイイーシーソリューションズ

営業支援システム
「ＢｉｚＭａｇｉｃ顧客」

20

日本通信機㈱

③グループウェアをはじめとし、ワークフロー、SFA、重役スケジュール管理な
どもオプション提供可能なクラウドサービス。
自社に必要な機能だけを導入することが可能な「営業支援システム」
過去のSFAは、機能が多すぎる、導入コストが高い、定着に時間がかかるなどの
課題が山積み。BizMagic顧客は、そんなSFAの運用実態を踏まえ、導入しやすく、
実務運用の使い⼼地もいいSFAをコンセプトにしたシステム。

ワイヤレススクリーンシェア
ソリューション

通信環境がない場所でも資料・画像・動画など参加者全員が各自のデバイスから
簡単にワイヤレス接続して、大画面に同時に映すことが可能。
会議、授業、商談など様々なコミュニケーションシーンで円滑な進行をサポート。

22

働き方改⾰OBC奉行シリーズ
＆ ビジネスチャット 日興通信㈱

企業の業務改善、生産性の向上を実現する幅広い業務パッケージをご提供。
チャットツールにより、業務通知・緊急連絡・他部門との情報共有の効率化をご
提案。

23

働き方改⾰ソリューション

長時間労働問題やワークライフバランスへの対応に伴い、働き方改⾰は喫急の経
営課題に。NECネッツエスアイは自社実践の経験と、2007年から、お客様にご提
供している働き方改⾰ソリューション「EmpoweredOffice」のノウハウを活かし、
新しい働き方の設計・運用・テレワーク基盤の提供までトータルでサポート。

21

NECフィールディング㈱

NECネッツエスアイ㈱

24

25

業務
改善

株主総会を事前準備から本番当日まで、ワンストップで支援。
事務局の事前準備⼯数の削減、スタイリッシュな株主総会の実現による議長の負
担の軽減が可能。

株主総会支援システム
「KaBridge」

①人事労務管理パッケージ
「TimePro-NX」(アマノ社)
②SANSHIN DATA CENTER
三信電気㈱

26

CORE Plus NEO 入出荷検品
日本事務器㈱

27

働き方改⾰・健康経営＆社員の
健康増進を実現する
「勤次郎Enterpriseシリーズ」のご紹介
日通システム㈱

①勤怠管理システム「TimePro-NX」(アマノ社)
人事労務管理パッケージ（就業管理・給与管理・人事管理）。ワークライフバ
ランス支援として育児・介護休業などの法令対応し、様々な業務形態もカバー。
効率運営を支援。
②SANSHIN DATA CENTER
三信電気が提供するデータセンター。NEC Cloud IaaSをはじめとした他クラ
ウドとの連携により柔軟かつ堅牢なシステムを実現。上記TimeProNXサーバのハ
ウジングも提供。
商品のバーコードを読み込むだけの簡単な操作で、正確な検品が行えるシステム。
入出荷検品・ピッキング・棚卸しなど、物流倉庫内における作業の標準化及び簡
素化を実現。ブラウザ・ハンディターミナルを利用し入出荷・在庫の精度向上、
実績情報の早期把握、業務効率化支援が可能。
統合HRMソリューション「勤次郎Enterpriseシリーズ」を利用することにより、
就業・人事・給与業務の効率化、労働生産性の向上を実現。また、⼼・体・働き
方の情報を健康情報統合データとして一元管理することにより、ストレス／健康
リスクの要因を見える化し、不調をきたす前に対策＆対処を実施。
⼼身の健康増進から労働生産性向上に繋がり、更には企業イメージの向上や優秀
な人材の確保にも貢献。

ご参加は、下記ホームページ又はＦＡＸにてお申し込みください
申込締切日：2017年7月25日（火）13時迄

http://jpn.nec.com/event/sfchiba/index.html

FAX:043-351-7817

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝでの
お申し込みはこちらへ
＊上記ホームページにアクセスできない場合は、本申込書に必要事項をご記入の上、担当営業へお渡しください。

ＮＥＣソリューションフェア2017 in 千葉

参加申込書

裏面 「個人情報の取扱いについて」 をご了解のうえ、お申込みください。
（個人情報をご記入いただけない場合には本フェアへお申込みをご遠慮いただいております。）
▼ご希望の内容にチェック（☑）をご記入ください▼
13:00
～
14:00

□基調
講演
□Ａ－１

□ 展示のみ見学

14:30
～
15:20

＊12：30～17：30
セミナー参加者の方は
自由に見学できます。

15:50
～
16:40

会社・団体名：
住

所：

諏訪 貴子 氏

ダイヤ精機株式会社 代表取締役

町⼯場の星、ダイヤ精機株式会社
代表取締役 諏訪貴子氏に学ぶ新経営改⾰
～個人情報管理、アクセス権設定厳格化～
ファイルサーバセキュリティ対策ソリューション『ＮＩＡＳ』のご紹介

□Ａ－２

最新の災害対策支援ソリューションのご紹介

□Ａ－３

高速・軽量なディープラーニング活用ソリューションのご紹介

□Ａ－４

働き方改⾰・健康経営を実現する「勤次郎Enterpriseシリーズ」のご紹介

□Ａ－5

入出荷検品システムご紹介

□Ｂ－１

今求められる情報漏洩対策 ～個人情報保護法の改正と不正競争防止法～

□Ｂ－２

マルウェア検知率99.7% ＡＩ技術を駆使した驚異のマルウェア対策ソリューション
CylancePROTECT

□Ｂ－３

ハイブリッドクラウドファイルサー バを使用したランニングコスト削減のご紹介

□Ｂ－４

ＳＤＮ次世代⼯場ネットワーク

□Ｂ－５

Webリニューアルで大切な 要件定義の進め方と、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ活用法

部署名：
（TEL）

役職名：

⽒

（FAX）

名：

E-mail：
□ＮＥＣ

担当営業
□日本通信機㈱
窓口

□日興通信㈱ □日本事務器㈱ □三信電気㈱ □Ｓｋｙ㈱
□三和コンピュータ㈱ □ＭＸモバイリング㈱
□㈱ワイイーシーソリューションズ
＊窓口の企業に □アイビーシー㈱
□ＮＥＣネッツエスアイ㈱□ＮＥＣフィールディング㈱
チェック
□ＮＥＣマネジメントパートナー㈱
□日通システム㈱
□他（
）
★複数名でお申し込みの場合は、恐れ入りますが本申込書をコピーしてご使用ください。
★ご来場の際は「お名刺」を１枚ご持参ください。
※定員を上回る場合、ご出席の調整をお願いさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
※同業の企業様のお申込みはご遠慮いただく場合がございますので、ご理解の程よろしくお願い致します。

担当者
⽒名

～個人情報の取り扱いについて～
個人情報の取扱いは、個人情報保護法その他の法令ならびに弊社個人情報保護方針、社内規程に基づき適正に行います。
個人情報の利用目的について
ご提供いただく個人情報は、本展示会・セミナーの主催および協賛各社が以下の⽬的で使用します。
・本展示会・セミナーに関するお客さまへの連絡
・お客さまのご要望に対する対応
・ソリューション提案に向けた活動（お客さまニーズの分析、商品・サービスの開発、評価収集・分析、提案活動等）
・セミナー等開催のご案内、サービス・商品のご紹介情報および資料のご提供（DM、FAX、E-Mail、電話等）
・主催および協賛各社のご紹介情報および資料のご提供（季刊誌の配送、メールマガジンの配信等）
個人情報の第三者提供について
お客さまの個人情報およびアンケート内容は、本展示会・セミナーの主催および協賛各社、ならびに関係グループ各社が、
上記利用⽬的に必要な範囲内で利用し、第三者に提供またはその取扱いを委託することはありません。（法令などにより開
示を求められた場合を除く）
個人情報の委託について
本展示会・セミナーの主催および協賛各社は上記利用⽬的の範囲内で、個人情報保護体制の整備された委託先と契約を締結
し適切な管理・監督を行い、業務の全部 又は 一部を委託する場合があります。
個人情報の記入について
個人情報を本展示会・セミナーの主催および協賛各社にご提供いただくか否かは、任意とさせていただきます。
お客さまのご所属部署名、ご役職、ご住所、お電話番号、メールアドレスは、ご連絡手段として適宜利用させていただきま
す。各項⽬にご記入いただけない場合は、お客さまのご要望に対する対応ができない場合がありますことを予めご了承くだ
さい。
開示対象個人情報について
お客さまからお預かりする個人情報に関して、今後お客さまからのご要望で、開示、削除、訂正、利用停止等の必要が生じ
た場合には、お客さまご本人から別途ご連絡いただくことにより、合理的な期間および範囲内で対応させていただきます。
本展示会・セミナーの事務局までご連絡ください。
事務局窓口：
ＮＥＣ 千葉支社
〒261-7129 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 (WBG マリブウエスト29階)
TEL：043-351-7811 (※土日祝日を除く9:00～17:00)
E-mail：sfchiba@wbg.jp.nec.com
個人情報保護管理者：
ＮＥＣ 千葉支社
個人情報保護ポリシー：
以下のホームページに掲載しております。
ＮＥＣ個人情報保護ポリシー( http://jpn.nec.com/site/privacy/index.html )

