Cyber Links Local Government Fair 2014

日時

2014年9月17日（水曜日）

和歌山IC

10:00～17:00
和歌山城

場所

和歌山ビッグ愛 1F

展示ホール

和歌山駅
阪和自動車道

和歌山
ビッグホエール

〒640-8319 和歌山市手平２丁目1-2

和歌山ビッグ愛

宮前駅

Seminar セミナー … 6F 601会議室
マイナンバーセミナー
13：15～14：15

マイナンバー制度の最新動向と今後のシステム対応をご紹介。

（1時間）

株式会社 TKC

自治体における
「オープンデータ」
の推進及び富士通の取組み

14：30～15：20
（50分）

公共データを民間に開放して、自由な利活用を推進する
「オープンデータ」
は、政府の新 IT 戦略の中核の一つと位
置づけられています。本講演では、我が国のオープンデータの政策動向、自治体オープンデータへの期待やその
取組み状況等を説明するとともに、
富士通の取組みを紹介します。
富士通株式会社

公会計セミナー
15：45～16：30
（45分）

総務省より、4 月 30 日に公開された｢今後の新地方公会計の推進に関する研修会報告書の公表｣の解説とシステ
ムの対応内容をご紹介。
株式会社 TKC

Exhibition 展示 … 1F 展示ホール

株式会社
カスペルスキー

キャノンIT
ソリューションズ
株式会社

株式会社サイバーリンクス

日本ヒューレット
パッカード
株式会社

ダイワボウ
情報システム
株式会社

デジタルアーツ
株式会社

富士通株式会社

三菱電機
株式会社

入 口

Sky株式会社

株式会社オレガ

株式会社
プリンストン

入 口

株式会社
エスアールアイ

受 付

カタログ展示

株式会社
沖データ

N

県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛
株式会社TKC

サイバーリンクス

Cyber Links Local Government Fair 2014

展示内容

自治体フェア2014

（1F 展示ホール）

企業名

展 示 タ イトル

出展概要

三菱電機株式会社

カンタン！お手軽な三菱電機の
デジタルサイネージ

スタンドアローンのサイネージ TV”カンタンサイネージ ”とネットワーク対応オプショ
ンの ”
M-Signage”のセット展示を行います。
専用ソフト不要。SD カードを挿すだけで使える ”カンタンサイネージ ”
、直観的操作で
取扱い簡単な ”
M-Signage”
、三菱電機のデジタルサイネージを体感ください！

デジタルアーツ株式会社

渡したファイルをあとから消せる
魔法のソリューション FinalCode

国産初のフィルタリングソフト i-FILTER、メール誤送信対策 m-FILTER、
究極のファイル暗号化ソリューション FinalCode をご紹介します！

日本ヒューレット・パッカード
株式会社

HP は“ ネットワーク製品 ”も売れています。スイッチ製品の世界売上シェアはなんと 2
位！ 無線 LAN・ルーター含め、お客様の様々なご要望にお答えできる幅広いラインナッ
プを揃えております。
また、HP ネットワークの特徴“ ライフタイム保証 ”対象製品は、使って頂いている間は
標準保証内で先送り良品交換が可能です。
今一番 HOT な HP ネットワーク製品を是非ご覧ください。

ネットワークも ”
HP”でいいんです！

株式会社プリンストン

｢高品質、高音質を実現するポリコム社ビデ
オ会議ソリューション｣ ｢距離、時間を感じ
させないビジュアルコミュニケーション｣

HDビデオ会議システムで経費削減とリアルな遠隔コミュニケーションをご提案します。

株式会社エスアールアイ

クオリティ社製｢ISM CloudOne｣を利用した
クラウド型 IT 資産管理サービス｢南紀クラウ
ド｣のご紹介

｢南紀クラウド｣はクラウド型 IT 資産管理ツールの｢ISM CloudOne｣を利用して、グルー
プ企業を数多く持つ大規模な企業体でも、PC 台数が少ない企業でも利用でき、セキュ
リティ対策を簡単操作で継続的に維持できる和歌山県内の開発企業がサポートする
サービスです。PCのセキュリティ維持に有効な、
リモートコントロール機能やソフトウェ
アの配布、起動制御も利用できます。

富士通株式会社

ＰＣリモートバックアップサービス

本サービスは、事業継続対策のファーストステップやデータ共有等、色々な用途でご活
用いだだけます。インターネット経由 (SSL) で下記の 2 つの機能をご提供する安価でお
手軽なクラウドサービスです。
①PC データを手動 / 自動でバックアップする機能
②社外とセキュアにデータの受け渡しをする機能

ダイワボウ情報システム株式会社

DIS セレクトモデル 富士通サーバー

ダイワボウ情報システムセレクトによる富士通サーバー在庫モデル。新たに CAL 不要
の StorageServer2012R2 インストールモデルをラインナップに追加。コストを抑え
た NAS の導入が可能です。全 2 モデル 5 型番のラインナップをご用意。

株式会社カスペルスキー

カスペルスキーは、容易な導入と効率的な一
元管理を実現する世界最高水準のセキュリ
ティ製品をご提供します

ウイルス対策に必要なソリューションを全て標準装備するだけでなく、他社には無い、
資産管理・脆弱性管理にも対応したアンチウイルスソフトにて、お客様の環境をより安
全に、より快適にお守り致します。既存の対策に満足されない、先進的な企業様を強力
にご支援いたします。

株式会社オレガ

NAS 統合、BCP から 2003 マイグレーショ
ンまで課題を一挙に解決するストレージ管
理ツール！

VVAULTは、バックアップ・データ増対応・データ移行・BCP/DR・運用コスト削減など、
ストレージの課題を一挙に解決するストレージ管理ツールの決定版です！
Windows Server 2003 の乗換対策も VVAULT にお任せ下さい！

Sky 株式会社

キャノン IT ソリューションズ
株式会社

クラ イ ア ント 運 用 管 理 ソフトウェ ア
｢SKYSEA Client View｣

｢SKYSEA Client View ｣は、資産管理やログ管理、USB デバイス管理など、情報セキュ
リティ対策とIT 資産運用に必要な機能をオールインワンで搭載したクライアント運用
管理ソフトウェアです。
｢動作が軽い・検索が速い・使いやすい｣をコンセプトに、操作性
にさらに磨きをかけました。最新バージョンの SKYSEA Client View を是非ご体験く
ださい。
日本全国の自治体で多く導入されているウイルス対策ソフト『ESET』
は
「コスト」
だけで
なく
「柔軟なライセンス体系」
で評価をいただいております。さらに
「動作の軽快さ」
「ウ
イルス検出率」
等、各調査機関で 高い評価をいただいています。
是非この機会に
『ESET』
ブースへお立ちよりください。

コスト削減・柔軟なライセンス体系は
『ESET』
で実現

株式会社沖データ

五年間の出張修理無償対応、メンテナンス品
無償提供でコストダウンのご提案

ダウンタイムがそのまま業務遅延に直結し易い A3 カラー複合機：Mc862ｄｎ－ｔと
保証や高スペックそのままに、最も消費電力に考慮した A3 カラープリンタ：C841ｄｎ

株式会社 TKC

新世代ＴＡＳＫクラウド
（番号制度対応版）

★住基・税システム ★税務会計システム ★eLTAX 関連システム
最適なコストで、住民サービスの向上と業務の効率化を支援するシステムのご紹介をい
たします。

株式会社サイバーリンクス

コスト削減へのご提案
「購入から、サービス
利用へ 単独利用から、共同利用へ」

ご来場のお申込みは、別紙｢参加申込書｣を
ご記入の上、FAX 送信、または営業担当者
までお渡しください。
皆様のご来場をお待ちしております。

弊社、データセンターを利用したクラウドサービスのご提案させていただきます。

お問い合わせ・申し込みについて
地域ネットワーク事業部
海南支店

〒642-0017
海南市南赤坂 7 番地 1
TEL：073-484-3621 FAX：073-484-3629

田辺支店

〒646-0032
田辺市下屋敷町 31-1 テレコムビル４F
TEL：0739-24-9500 FAX：0739-24-0850

