
拝啓　貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  

さて、この度12月12日から13日までの2日間をかけて、「DISわぁるど in 九州くまもと」を開催する運びとなりました。  
「九州好ぃとぉDIS」をキャッチフレーズに、『地域密着』、『パートナーシップ』を 

これまで以上のものとするために、出展企業40社以上の製品を一同に展示する熊本では最大規模の展示会を開催いたします。  
DISは、貴社拡販のパートナーとして、またメーカーとの頼れる橋渡し役として、つねにお役に立ちたいと考えております。 

ご多忙中とは存じますが是非、この機会にご来場賜りますようお願い申し上げます。 

好 ぃとぉ 好 ぃとぉ 

●主　　　　催 

●問い合わせ先 ダイワボウ情報システム株式会社 
DISわぁるど in 九州くまもと 事務局 

熊本支店 
〒862-0962　熊本県熊本市田迎2-18-12  
TEL（096）379-7131　FAX（096）379-7130

●開 催 日 

2006年12月12日（火）10:00～18:00 
  　　　　　  13日（水）10:00～17:00
●会 　 場 熊本興南会館 

■会場までのアクセス 
至福岡

至田崎

平成駅 南熊本駅

世安交差点
味噌天神電停

至福岡

至保田窪

至
健
軍

市民病院●
至御船インター

水道町交差点

産業道路本荘交差点迎町交差点

●KKT世安町
バス停

南本荘バス停
玉姫殿●

●サンリブくまなん

済生会病院●

●南署

サンコーホームセンター●

●熊大病院

至阿蘇

東バイパス近見交差点

至八代至鹿児島

流通団地

白山通り

国道3号線

国
道
3
号
線

熊
本
駅

浜
線
バ
イ
パ
ス

至熊本城

興南会館 

DIS熊本支店 

【電車・バス利用の場合】 
産交バス・・・3号線上下各線 世安町バス停下車徒歩5分 
市営バス・・・川尻線 世安町バス停下車徒歩5分 
市営バス・・・中央環状線 南本荘バス停前

【自家用車利用の場合】 
●九州自動車道 熊本ICから 
57号線バイパスを熊本市内方面に進み、熊本流通団地交差点を
右折。三差路まで直進し、左折して約100m程。
●九州自動車道 益城熊本空港ICから 
36号線を熊本市内方面に進み、57号線バイパス交差点を左折。熊
本流通団地交差点を右折後、三差路まで直進し、左折して約100m程。
●約420台駐車可能な無料駐車場がありますのでご利用ください。 
※できるだけ公共の交通機関をご利用ください。

●メーカー 出展社一覧 



▼メーカー 出展社一覧（五十音順） 

● 社名 ● コメント ● ブースタイトル ● ジャンル 

学校現場ではまだまだフロッピーが使用されています。256MBでフロッピーの約177枚分を
収容。パスワードログインなどセキュリティUSBなどUSBメモリ各種製品をご紹介します。

企業でも個人でもデータバックアップの重要性は年々高まっている中、待望のホットスワッ
プ対応。

24.1、19型ワイドディスプレイでビジネスでも個人ユースでも快適な環境をご提案します。

遂に実現。MacでWindowsのインストールを可能にする「Boot Camp」が発表されました。会
場ではMac OS XとWindows XPをデュアルインストールしたiMac2台による驚きのパフォー
マンスを体感して頂きます。また「Parallels Desktop」を使えば、Mac OSとWindowsやLinuxを
同時に起動する事も可能になります。OSの垣根が消滅した新しい世界を体感してください。

Appleが提案するシンクライアントソリューション「NetBoot」のデモ環境を会場に構築。ディ
スクレスクライアントによる起動や操作環境のパフォーマンスを実際に体感して頂きます。
「NetBoot」の仕組みや導入メリットのご説明、活用シーンについてのご紹介を行います。 

音楽プレーヤーとしてだけではないiPodのビジネスシーンにおける活用例をご紹介します。
話題のPodcastingを利用したソリューションやプレゼンテーションツールとしてのiPodを
展示、更に実際の導入事例をご紹介します。

UNIXの堅牢性とGUIによる使い勝手を両立したMac OS X ServerにWindowsクライアント
を接続した混在環境を構築。Open DirectoryをもちいたWindowsクライアントの認証や
Apple Remote Desktopによる複数クライアントの一元管理をご覧頂きます。

Windows Small Business Server 2003にMacクライアントとWindowsクライアントを接
続。ExchangeServerのMac用正式クライアントであるEntourageのパフォーマンスを確認
できるだけでなく、Windows上でしか稼動しないシステムを、Macユーザーがどの様な機能
を使って解決できるのかを紹介します。

SIPサーバー、ITSPゲートウェイ、PSTNゲートウェイを一体化した多機能SIPサーバー
VioCall Manager SMB によるIP電話システムソリューションを紹介いたします。

監視・動体検知・記録・画像閲覧などをユビキタス環境（モバイル・遠隔監視）でもご利用頂け
るネットワークカメラ監視ソフト"C-Moni"をご紹介いたします。

ウィルス、ワーム、不正アクセスなど情報ネットワークに対する攻撃は増加・多様化してい
ます。その脅威やリスクからネットワークを保護するために認証・検疫、リモートアクセス
セキュリティを紹介いたします。

ネットワークに接続されている、各クライアントPCのハードディスクの寿命を表示するという、
まったく新しいソリューションをご体感頂き、販売方法も合わせてご紹介させて頂きます。

カラリオプリンタ新商品を展示デモいたします。

A3カラーレーザー、A3カラー複合機、大判プリンタの用途提案デモを行います。

プロジェクター新商品展示。新機能マルチスクリーンデモを行います。

LanScope Cat5+Guard2統合版の実機デモ。 
セキュリティに必要なIT資産管理・PC操作/ファイル操作ログ管理・メール監視における"運
用"を実際の事例を交えてご紹介致します。
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株式会社インターコム 

 
エプソン販売株式会社 

 

 

エムオーテックス株式会社 
 

生徒に持たせよう 
USBメモリ各種紹介 

「もうこれで安心」ホットスワップ対応
ネットワークハードディスク 

ワイドディスプレイで快適環境を構築 

MacでWindowsを使おう!
「Boot Camp」「Parallels 
Desktop」体験 
 

Network Boot型のシンクライ
アントソリューション「Net 
Boot」 

iPodやPodcastingを活用した
ビジネスソリューション 
 

Mac OS X ServerとWindows 
クライアントのコラボレーション 
 

Windowsネットワークと 
Macクライアントのコラボレーション 
 
 

IP電話システムソリューション 
 

ネットワークカメラ 
監視ソリューション 

ネットワークセキュリティ 
ソリューション 
 

ハードディスクの 
寿命診断ソリューション 

カラリオプリンタ 

オフィリオプリンタ 

オフィリオプロジェクター 

ログ管理ツールNo.1 
LanScopeで実現する 
ネットワークセキュリティ 

▼DISブース 出展一覧（五十音順） 

● 社名 ● コメント ● ブースタイトル ● ジャンル 

サーバー、ストレージ、ネットワーク及びミドルウェアなどの複雑なシステム案件でも、支
援させて頂ける専門部署がサーバーセンターです。技術支援や営業支援体制をご説明致し
ますので、これを機会に協業を強化出来ればと考えております。

『iDATEN（韋駄天）』とは、お取引先の皆様とDISをインターネットで結んだ、IT業界最大規
模の電子商取引（BtoB）システムです。 
DISの扱う約100万アイテムの商品を、検索・発注・納期の確認まで365日24時間行うことが
可能であり、取引先の皆様の業務の効率化を実現します。

PC-WebzineはDISグループがお届けするITビジネス情報誌です。多彩なコンテンツで皆様
のビジネスを強力にサポートいたします。

Visual Nexusは、従来のWeb会議・ビデオ会議のシステムの垣根を越え、「映像+音声+データ」
を統合した次世代オンラインミーティングシステムです。実際にブース内のデモをご覧頂き、
その性能をご体験頂けます。

不要となったPCの廃棄・データの消去を行うために安全・確実な情報漏洩防止ソリューショ
ンをご提供致します。現地でデータ消去を行う『でりーとクン』・不要PCを引取りリサイク
ルする『ぴっくるクン』をご提供いたします。

導入時のキッティング・設置から導入後の電話サポート・一次切り分け・延長保証などの修
理対応などをトータルにご提供致します。またコンタクトセンターにてお客様のご質問を
一括でお受けするコールセンターをご用意しております。

サーバ・ベース・コンピューティング（SBC）構築ツール Propalms TSE を利用して、「究極
の情報漏洩対策ソリューション」をご紹介いたします。 
今回は、指紋認証とも連携した、簡単かつ安価な情報漏洩対策が体験できます。

国内400台以上、全世界で4万台以上の導入実績を持つバラクーダは迷惑メール対策の決定
版アプライアンス製品です。 
企業・官公庁・教育機関に最適な無制限ユーザーライセンスとなっており、必要な機能、処理
能力から最適なモデルを選択頂く方式のためユーザー数が増えても安心です。会場では実
機とシステム管理者に好評のWebベースのシステム管理画面を実際にご覧になって頂け
ます。

DHCP、Static、グローバルIP、etc・・・。あらゆる環境のPCを設定変更することなく瞬時にイ
ンターネットに接続可能!!
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ハンドリンク 

DISサーバーセンター 
 
 

ご販売店様向けBtoBシステム 
『iDATEN（韋駄天）』体験コーナー 
 
 

PC-Webzine 
 

いつでも、どこでも、誰とでも、 
セキュアにコミュニケーション！ 
多地点ビデオ会議システムVisual Nexus 

DISがお届けする 
情報漏洩防止ソリューション 
 

OneStopトータルサポート 
 
 

個人情報保護は万全ですか? 
情報漏洩対策を瞬時に実現します! 
Propalms TSE Ver5 

バラクーダ・スパムファイアウォール 
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多様化するビジネス環境においてネットワークシステムは今やオフィスに欠かせないもの
となっております。エレコム&ロジテックはケーブル・マウスといったアクセサリからNAS・
無線LAN機器まで、あらゆるオフィスネットワークの周辺機器をご紹介させていただきます。

製造・建設・土木あらゆる業種、さまざまなプロジェクトでコンセプトデザインから詳細図
面まで、アイデアを練り設計内容を検討する仕事を、AutoCAD2007が、お手伝いします。

財務・給与・人事・債権債務といった基幹業務システムをご紹介!カスタマイズ可能な新ERP
版もご案内致します。

速くて、小さくて、丈夫。仕事がもっと楽しくなるカラーページプリンタCシリーズ出展。
DTP業界向けプロフェッショナルカラーページプリンタMICROLINEPro9800PSも出展。

デジタルシステム一眼レフ『E-330』をはじめ、最新デジタルカメラのご紹介。

①インクジェットプリンターによるホームプリンティング（デジタルフォト）の提案。 
②コンパクト デスクトップ カラーレーザーによるビジネスカラーの提案。

最新コンシューマー機と高級機種の紹介。

マルチメディアの増大によりパソコン作業の快適さが失われております。それを改善する第
一歩としてメモリ増設があります。メモリ増設による快適パソコン環境を体感してください。

旬のデジタル放送が受信できるチューナーを発売。パソコンでAV機器をエンジョイしよう。

近くても大画面、超短焦点プロジェクターや大型液晶テレビによる教育現場、企業研修等へ
のご提案・カーナビゲーションを使った新しい営業ツールのご提案。

職場の声をもとにして、病院に設置する為に開発された製品からパソコン導入に向けた製
品をご提案します。

生徒に「わかりやすい授業」・「快適な授業」・「効率の良い授業」をうけていただくためのサプ
ライをご提案します。

安全かつ生産性を向上させる、SOHO、中小規模オフィス向けのCiscoの最新ネットワーク
ソリューションについて、Cisco NOW Vanを通じてご紹介致します。

お客様の最も大切な資産である情報・データの保護や管理を安全かつ効果的に行うための、
シマンテックが提供する情報セキュリティとデータ保護・システムリカバリの最新ソリュー
ションをご紹介いたします。

圧倒的な高画質・高音質の三重県・亀山液晶第2工場新モデル（液晶テレビ）を中心にレコー
ダーとのHDMIケーブル接続による簡単連携操作のご提案

よりスピーディーに、クオリティーの高い成果へ、ビジネスへのこだわりを凝縮したVAIO。
企業の機動力をアップさせる最新・最強ビジネスVAIOをご紹介致します。

さまざまなシーンに対応し、離れた会議室をひとつにするソニービデオ会議システムの最
新技術をデモンストレーションを通じてご紹介致します。

第11回日経コンピュータ顧客満足度調査「クライアントパソコン部門」第1位に輝いた東芝
PCを更にご理解頂く為に全ビジネス系モデルを展示し実演を交えて、その認められた品質
をご紹介致します。

デジタル家電&新機能生活家電で暮らしにちょっとのアイデアを。生活スタイリング、はじ
めましょう。

「IGSA」は、1000ユーザ程度までの中小～中堅規模企業をターゲットとした、セキュア・コ
ンテンツ・マネジメント（SCM）アプライアンスとして、本年10月以降に発表を予定してお
ります注目製品です。

CADやDTPなどの用途で好評頂いております24型ワイドモニターや、UXGA表示の大型液
晶モニターを中心に、設計・開発部門の方からオフィス用途に適した液晶モニターの提案機
種を展示いたします。

伝統に支えられた高品質とニコン独自の先進テクノロジー。 
報道現場やプロの要求に応える信頼と高性能のデジタル一眼レフカメラ。

3年連続国内シェアNo.1のIBM BladeCenterの展示とSystem xの中でも人気のタワー型モ
デルの展示を行います。

Tivoli Continuous Data Protection for Filesは、PCやファイル・サーバーのデータをリアル
タイムで継続的にバックアップする製品です。ファイルが保存された瞬間を検知し、自動的
にバックアップを作成します。

導入から運用、廃棄にいたるまでのPCライフサイクル全般にわたって求められるソリュー
ションをご説明します。

内部統制をキーワードにオラクルがもつセキュリティソリューション、米国オラクルがも
つ事例等をご紹介いたします。

あなたのデータは日々ウイルスやスパイウェアの脅威にさらされています。日本CAからは
PCやサーバのデータを脅かす16万種以上ものウイルスを自動的に検知・駆除するウイルス・
スパイウェア対策ソフトと、安全で高速なデータ保護を実現するバックアップ/リカバリソ
フトをご紹介します。

クライアント端末のハードディスク部分をサーバに集約することで、システムドライブを
複数のディスクレスPC端末で共有することのできる、ネットブート型のシンクライアント
システム「Ardence」のご紹介です。

InfoCage/ファイル暗号は大切なデータを安心して共有するための暗号化ツールです。特別
なハードウェアを必要とせず、簡単操作と強力な暗号アルゴリズムで情報漏えい対策を支
援します。デモンストレーションで体験いただきます。

機密データへのアクセス制御や暗号化といったやり方だけでは、持ち出した後のことを考
えると十分な対策とは言えません。「InfoCage/持ち出し制御」はアクセス権限を持った正規
ユーザによる機密データの持ち出しを制限し、内部からの情報漏えいを未然に防ぎます。

WebSAM SecureVisor は、システムのセキュリティを保つために必要となる情報を収集・
監視・通知するシステムです。ネットワークに接続されている機器情報の収集、不正接続の
監視、未認証機器の接続防止をデモンストレーションでご説明します。

高精細・高画質だけではない。『使いやすさ』と『利便性』にこだわった多用な機能。様々な映像
システム構築に対応した、多用な設定。 パブリック・スペース使用時に求められる機能を凝縮。
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オフィスネットワーク 
ソリューション 
 

AutoCAD最新バージョン AutoCAD 2007 
コンセプトデザインから詳細設計まで 

OBC奉行シリーズ 
 

速くて、小さくて、丈夫。   

  
デジタル一眼レフ及びデジタルカメラ 

カラープリンティングの提案 
 

デジタル一眼レフカメラ 

メモリ増設でPC環境を 
”もっと”快適に！ 

パソコンで話題の「ワンセグ」初体験！ 

最新映像機器ソリューション 
 

病院向けサプライのご提案 
 

学校向けサプライのご提案 
 

SOHO, 中小規模オフィス向け  
シスコ最新ネットワークソリューション 

セキュリティとシステム保護
で安心のIT環境を 
 

亀山から世界へ! 
液晶テレビ"AQUOS" 

企業力向上プロジェクト 
「ビジネスVAIO」 

企業力向上プロジェクト  
「ビジュアルコミュニケーション」 

もっと知って欲しい! 
品質第一「東芝PC」 
 

デジタル家電&生活家電 
 

アプライアンス新製品「Trend 
Micro InterScan Gateway 
Security Appliance」 

最新液晶モニター 
 
 

デジタル一眼レフカメラ 
 

ブレード型サーバーと 
x86サーバーの展示 

簡単データバックアップ・ 
ソリューション 
 

Lenovoが提案する 
PCソリューション 

オラクル内部統制ソリューション 
のご案内 

トータル・データ保護 
ソリューション 
 
 

ネットブート型シンクライアント 
ソリューション 
 

ファイル暗号化ソリューション 
「InfoCageファイル暗号」 
 

持ち出し制限ソリューション
「InfoCage持ち出し制御」 
 

不正PC接続防止ソリューション 
「WebSAM SecureVisor」 
 

MuitiSync for PUBLIC SPACE  
LCD4610大画面液晶ディスプレイ 

▼メーカー 出展社一覧（五十音順） 

● 社名 ● コメント ● ブースタイトル ● 社名 ● コメント ● ブースタイトル ● ジャンル 

 

周辺機器 

周辺機器 

周辺機器 

周辺機器 

周辺機器 

周辺機器 

周辺機器 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

一眼レフカメラ 

一眼レフカメラ 

一眼レフカメラ 

情報家電 

情報家電 

情報家電 

ネットワーク 

ネットワーク 

PC・サーバー 

PC・サーバー 

PC・サーバー 

PC・サーバー 

セキュリティ 

セキュリティ 

セキュリティ 

セキュリティ 



映像に携わるすべてのプロフェッショナルに・・・・・  正確・忠実に色彩表現力をもたらすカ
ラーキャリブレーション・ソフトウェアに対応。 CG、デジタルアニメーション、映画、DTP、
医用画像など、緻密な画像と高水準なカラースケールが求められるプロフェッショナルの
為の最新ディスプレイ。

ビジネスシーンで差がつく、余裕の20インチ ワイド液晶搭載ディスプレイ。静止画も動画
も・・・あらゆるビジネスニーズに応えるマルチユースモデル。

新プラットフォームブランド「インテル vPro テクノロジー」搭載PCをいち早く商品化! 
高い性能と電力効率、ビジネスをサポートする優れたリモート管理機能とセキュリティを提供

NECのVALUESTAR、Lavieには使いやすい機能が満載。「おすすめメニューバー」で、目的に
あったソフトやインターネット体験がかんたんにすばやく楽しめます

ICカードによる簡易型認証印刷システム「Trust-PrintGate」のご紹介。 
電子帳簿保存法やe文書法の施行により、文書の電子化の推進が行われている中、個人情報
保護法等の関連にて電子化したデータも暗号化やアクセス制御したいとの要望にお答えす
る「Scan to InfoCage/ファイル暗号ソリューション」のご紹介。

①業界初!70インチハイブリッドプロジェクションテレビを採用した高速応答フィンガータッ
チ式 大画面電子情報ボード「ユビコムV70」 。 
②テープも、DVDもいらない!小さくて軽いHDDムービー Everio。

第3世代ブレード「HP BladeSystem c-Class」を発表しました。HPの技術を結集した次世代
サーバを展示いたします。

HPの最新Desktop及びポータブル製品を展示いたします。

驚異の高画質を誇るHP大判プリンタのデモをご覧下さい。

パイオニア carrozzeria 2006年冬の新商品 HDD楽ナビ・DVD楽ナビ・サイバーナビ・地上デ
ジタルチューナー等の展示を行います。

世界最軽量・長時間駆動バッテリー・タフボディーのモバイルノートパソコンレッツノート。

耐衝撃・耐振動、防塵・防滴対応ノートパソコン。 90cm落下試験クリアのタフボディ。

離れた場所の映像をインターネット経由でモニタリング出来ます。広域店舗経営を強力に
サポートします。

ポータブルプロジェクターの新スタンダード、最新のSDプロジェクター&ワイヤレスプロジェクター。

大型のプラズマディスプレイに映像コンテンツをスケジュールを組んで表示することが出
来ます。LANでもWANでも対応可能です。

Panasonicの最新技術の結晶 プラズマテレビ「VIERA」 デジタルカメラの「LUMIX」などデ
ジタルネットワーク社会を支える最先端の商品を案内致します。

TeraStationを用いたバックアップソリューションを業種向け事例をもとにご提案いたします

基幹業務ソフトのベストセラーソフトPCA8V.2シリーズ ERPソフトDream21シリーズ 他
公益法人会計等、展示ご説明を行います。基幹業務のサーバー導入化に中々踏み切れない会
社様向けに、スタンドアロンからネットワークへのスムーズな移行提案を行います。パソコ
ン2台のEasyNetworkから遠隔地を繋ぐセキュアシンクライアントまで多岐に渡るご要望
にお答えいたします。

外出先・自宅からオフィスの自席PCの機能をそっくりそのまま利用出来るリモートアクセ
ス機能を提供。DoMobileサーバが面倒なセキュリティ機能を一括して提供。ノートPC持ち
出し禁止でお困りのモバイルワーカーを強力にサポート。

内部統制の整備は、IT抜きでは成立しない!! JP1クライアントセキュリティソリューション
では、システム管理者の目の届きにくい クライアント環境の統制強化を支援します。

PCに地上波デジタルチューナー搭載機種。若年層だけでなく、熟年層にもお楽しみ頂けます。

熊本地区地上波デジタル放送開始に伴い市場の関心も高まっています。

他社に無い機能搭載の商品で、デジタル機器関連には欠かせない地上波デジタルチューナー
内蔵レコーダー。

システムごとに存在するID、パスワード。その管理の煩雑さとユーザーの負担を、PCセキュリティ
周辺機器と高度な指紋ソリューションで軽減し、システム全体のセキュリティレベルを高めます。

ビジネス標準スキャナ「ScanSnap」書類や名刺をスピーディーに電子化、スマート検索で
ビジネスをサポート。

身の回りにある資料や電子データを簡単手軽に登録・管理。紙文書や電子データをデジタル
バインダに綴じてパソコンの中に。データの閲覧も紙をぺらぺらめくる感覚で出来ます。

小型・高性能で、幅広いビジネスシーンで御利用いただける複合機MFCシリーズを始め、ラ
ベルプリンタ、モバイルプリンタなどのブラザーの持つアウトプットソリューションをご
紹介いたします。

PNS40TS-640（NAS）を展示して実演、操作できる環境にする。簡易セキュリティ関連商品の
展示。

ボディ側に手ぶれ補正搭載したデジタル一眼レフ『K10D』『K100D』をはじめ、最新デジタ
ルカメラのご紹介。

Windows VistaとOffice2007の実機を展示し、実際の画面をご覧いただきながら追加・強化
された新機能をご説明いたします。

大好評!カンタン全自動ウイルス対策サービスManaged VirusScan、セキュアコンテンツマ
ネージメント（SCM） ApplianceをセキュリティNo.1企業のMcAfeeがご紹介致します。

公共表示用大型LCD、次代を担うWIDEタイプLCD、高速応答対応17/19LCD、最新プロジェ
クターと三菱映像機器の豊富なラインナップを一堂に展示。

地デジチューナーとアンテナを展示。モニターを使い、実際に地デジを受信致します。

新商品RT58i&新機能（QoS連携、Winny等）ご紹介/会議システム紹介&デモ。

日本で一番使われている業務ソフト「弥生シリーズ」のネットワーク版。CPSによるWAN環
境にも対応。かんたん・やさしい操作性、導入のしやすさ、リーズナブルな価格で中小企業の
皆様の業務効率向上に最適です。

日本電気株式会社 
 
 
 
 
 

 

 

NECパーソナルプロダクツ株式会社 
 

富士ゼロックスプリンティングシステムズ販売株式会社 
 
 
 

日本ビクター株式会社 
 
 

日本ヒューレット・パッカード株式会社 
 

 

 

パイオニア 
 

パナソニックSSマーケティング株式会社 

 

 

 

 

 
 
パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社 
 

株式会社バッファロー 

ピー・シー・エー株式会社 
 
 
 
 

株式会社日立製作所 
 
 

 
 

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 

 

 
 

株式会社富士通パーソナルズ 
 
 
 

 

 

ブラザー販売株式会社 
 
 

プリンストン テクノロジー株式会社 
 

ペンタックス株式会社 

 
マイクロソフト株式会社 

 
マカフィー株式会社 
 

三菱電機株式会社 
 

八木アンテナ 

ヤマハエレクトロニクスマーケティング株式会社 

弥生株式会社 

LCD2190UXI（BK）  
液晶ディスプレイ 
ハイグレードモデル 
 

LCD2070WNX 20インチ 
ワイド液晶ディスプレイ 

インテル vPro テクノロジー搭載PC 
PC98-NXシリーズ Mate 

おすすめコンシューマPC 
 

セキュリティプリント 
システム 
 
 

「業界初!70インチフィンガータッチ式 
大画面電子情報ボード」&「オンリーワン
AV! HDDムービーEverio」 

ブレードサーバ 
 

HP Compaq Business Desktop/Portable 

HP Designjet 

carrozzeria  
最新カーナビゲーション 

最新モバイルノートパソコン レッツノート 

頑丈設計ノートパソコン TOUGH BOOK 

ネットワークカメラ 
 

液晶プロジェクター 

プラズマ情報表示システム 
インフォメーションディレクター 

National/Panasonic 
 

TeraStation活用事例 

基幹業務ソフトの 
Network活用法 
 
 
 

DoMobile ～セキュリティPC
との組み合わせで安心・安全な
モバイルワークを実現～ 

JP1クライアントセキュリティ
ソリューション 

熊本地区地上波デジタル放送開始 

 

 
 

セキュアログインボックス 
 

ScanSnap 
 

楽々ライブラリ 
 

ブラザー アウトプット 
ソリューション 
 

サーバーリカバリー 
ソリューション 

デジタル一眼レフ及び 
デジタルカメラ 

Windows Vista/Office2007展示 
 

最新トータルセキュリティ 
ソリューション 

三菱最新映像機器 
ソリューション 

地上波デジタル 

ヤマハネットワークソリューション 

ネットワーク対応業務ソフト
ウェア 「弥生会計 NE 06」 
「弥生販売 NE 06」 

▼メーカー 出展社一覧（五十音順） 

● 社名 ● コメント ● ブースタイトル ● ジャンル 

周辺機器 

周辺機器 

周辺機器 

周辺機器 

周辺機器 

周辺機器 

周辺機器 

周辺機器 

PC・サーバー 

PC・サーバー 

PC・サーバー 

PC・サーバー 

情報家電 

情報家電 

情報家電 

情報家電 

情報家電 

ネットワーク 

ネットワーク 

ネットワーク 

ソフトウェア 
ネットワーク 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

セキュリティ 

セキュリティ 

セキュリティ 
周辺機器 

一眼レフカメラ 

注） 出展社、出展内容は都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。



注） 出展社、出展内容は都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

自販機オペレータ様へ安価で利便性の良いシステムをご提案。 

安価で使い易い医療事務システム「ORCA」、オーダリング・電子カルテシステム「MI・RA・Is」
をご提案します。

グループウェア:使い安さ、機能を追及したグループウェア。

安全運転、品質管理、社会貢献向上を目指す最新デジタルタコグラフ、ヒット商品eナビ、ド
ライブレコーダー:HORIBA製。

遠くの映像をいつでもどこでもリアルタイムに配信・蓄積。機動性が飛躍的に向上したモニ
タリングシステム。

地震、火災等の災害、事故によるデータ資産の損失等の解決策:遠隔地管理。 

間取り作成ソフトより連動する提案ボード、見積りソフト、住宅模型ソフト等、さまざまな
建築系ソフトを提案させていただいております。

ID、パスワードを暗号し、自動ログオンする暗号化セキュリティ。

EC、EDI、そしてカード時代の到来に応えて、与信・決済・受発注の情報を一元管理。セイコー
プレシジョンは、信用照会から決済、商品受発注にいたるトータルは効率化をお手伝いし
ます。

標準時刻を高精度に配信することにより、ネットワーク上の業務システムで厳密な時間管
理を実現。FM、長波JJY、テレホンJJY、GPSなど豊富な時刻ソースに対応。

簡単な操作で強力な分析機能を提供するエリアマーケティング向けGIS「inetMAP」と、MS 
Officeを入力フォームとして簡単に業務データベースを構築可能なソフトウェア「DocuLabo」
をご紹介します。

中小の食品製造販売の企業向けの販売管理システム。食品製造販売会社が抱える、生産計画
の問題（ロス、欠品など）や原材料管理（欠品、季節変動原価など）の問題を解決いたします。

会社に眠っている情報という名の資産を有効活用しませんか？ 
様々な情報を分析し、経営を最適化することで次のビジネスチャンスが生まれます。情報を
「宝の山」に変える情報分析ソリューションを安価にご提供します。

優れた営業マンの行動パターンをモデリングしたコンピタンシーモデルを利用して、それ
ぞれの営業フェーズで最適なアドバイスを行います。PDAも使用できるため、外出先でもOK。
案件ランクウィザードを使用すれば的確な案件管理が可能です。

低価格で高機能な病院向けの「番号表示システム」をご紹介します。

各部門にて起票された経費伝票から、仕訳データを自動生成し、会計システムに連携するワー
クフローシステムです。 
日報入力による稼動管理機能を加えた、プロジェクト収支管理システムも合わせて展示致
します。

情報漏洩対策に!! 
これからの時代の情報保護セキュリティソフト。 
PCの接続先追跡及び機密情報の保護・管理が可能。

ERPパッケージシリーズの「CORE Plus qbic」と食品製販業向けERP「CORE Plus qbic Food」
の紹介。また、Web会議システムを中心としたIPサービス「recipe」シリーズを紹介致します。

ファイアウォール＆フィルタリングシステムのご提案。

スキャニングによる文書電子化提案ソリューション。

Web版販売管理パッケージソフトです。カスタマイズ・様々な導入体系・モバイル機器利用
（オプション）に対応。OSのバージョンアップに関連せず、ソフト資産の継承が可能なソフ
トです。

無線ハンディーを利用した倉庫物流管理システムです。ロケーション・賞味期限・入庫・出庫・
棚卸等の倉庫内物流をトータルサポートします。

ホテル旅館業・自動車整備販売業・タクシー業・ガソリンスタンド・産地直送販売&通販・運
送業などのパッケージソフト開発販売。創立20年のノウハウとサポート力でユーザー、パー
トナー様ともご支援いたします。

本製品は、Windows XP Embedded搭載の液晶端末の開発を考えているが開発コスト・期間・
単価でお悩みのお客様へ最適な製品です。オーダリング端末、パネコン、広告宣伝端末、ベッ
ドサイドモニターなど様々な業界・用途でご使用頂けます。

携帯網を利用し、お客様装置（RS-232C機器）と遠隔地にある事業所（センタ）との送受信を
実現します。トラックやタクシーなどの車載への搭載、自動販売機、お客様既存の施設への
設置など様々な業界へご利用が可能で、インフラの整備は必要ありません。

最新の複合機MPC1500Hは、5年保守付きのカウンター料金が発生しない、新しい複合機の
システムを採用、エンジンもGELJET方式のビスカスインクを採用した新エンジンを搭載
しています。

リコーの最新プリンター2機種を展示、新GELJETワイドヘッドを採用した超高速インクジェッ
トプリンターやコンパクトに設置できる1台4役のオールインワンレーザープリンターな
どを紹介します。

株式会社KIS 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

株式会社ザ・システム 
 

シーホース株式会社 

セイコープレシジョン株式会社 
 

 
 
 

西部ガス情報システム株式会社 
 
 

株式会社テクノアート 

 
 
 
 

 
 
 

株式会社ナトーコンピュータ 

西日本コンピュータ株式会社 
 
 
 

株式会社日本アドバンス 
 
 

日本事務器株式会社 
 

富士ゼロックス熊本株式会社 

 

株式会社南日本情報処理センター 
株式会社オーシーシー 
 
 

 

有限会社マックス 
 
 

安川情報システム株式会社 
 
 
 
 

 

株式会社リコー 

自販機オペレータ向け 
販売管理システム（VENUS） 

医療ソリューション 
 

グループウェア:BeMat 

運送業ソリューション 
 

ユビキタスモニタリング 
サーバ 

重要情報資産リスク管理： 
データバックアップサービス 

建築系営業支援ソフト 
 

ネットワークサーバセキュリティ 

決済ビジネスソリューション 
 
 

タイムサーバ 
 

GIS & XMLソリューション 
 
 

食品製造販売業向け 
基幹ソリューション 

情報分析ソリューション 
 
 

営業支援ソリューション 
「コンピタ君」 
 

番号表示システム 

Web旅費経費精算システム 
Webプロジェクト収支管理システム 
 
 

IPアドレス追跡ソリューション 
nTracker  
 

進化型ERP「CORE Plus qbic」と 
IPサービス「recipe」 

beat 

文書電子化ソリューション 

Web 販売Navi 
 
 

蔵Navi 
 

ビジネスソフトのマックス 
 
 

タッチパネル液晶端末 
Intesse xP-5000DX      
   

KDDI通信モジュール搭載 
パケット通信端末 
Intesse D2K's 

複合機ソリューション 
 
 

プリンティングソリューション 

▼DISパートナー 出展社一覧（五十音順） 

● 社名 ● コメント ● ブースタイトル ● ジャンル 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

ソフトウェア 

周辺機器 

ネットワーク 

ネットワーク 

ネットワーク 

ネットワーク 

セキュリティ 

セキュリティ 

セキュリティ 

PC・サーバー 

周辺機器 



▼ソフトウェアソリューションセミナー 

● タイトル／内容 ● 社名 

マイクロソフト株式会社 

● 場所 

セミナーA 「Windows Vista & the 2007 Office systemのご紹介」  
12・13日の 講演内容は同じです。 
新発売のWindows Vistaとthe 2007 Office systemの製品概要と主に企業向けの導入メリットをデモを交えてご
理解いただくことで早期案件獲得を支援します。

「Adobe Acrobat 8.0新機能のご紹介」
Adobe Acrobat 8.0は5つのC「Create、Combine、Collaborate、Collect、Control」をキーワードにオフィスワーカー
の日常業務の効率を飛躍的に向上させる様々な新機能が搭載されています。本セッションでは上記の新機能を
軸に、日頃PDFファイルを扱うオフィスワーカーの皆様がいかにAcrobat 8.0で業務効率を上げることが出来る
かをご紹介致します。

絶え間なく続く複合化するセキュリティの脅威に対する 
オールインワンゲートウェイソリューション
メールとWebアクセス経由のウイルス対策に加え、コンテンツフィルタリング、スパムメール対策、スパイウェア
対策、フィッシング・ファーミング対策といった最新のさまざまな脅威に対して、クライアント対策のみでは限界を
感じている企業様に包括的なセキュリティ対策を1台のサーバで実現するソリューションをご紹介させて頂きます。

ハードディスクの寿命が事前に分かる！「SmartHDD Server ハードディスク診断」
「ハードディスクの突然のクラッシュを事前に把握したい」というお客様の潜在的なニーズを、そのまま製品化
いたしました。効果的な販売方法も含め、ご紹介いたします。 

Windows環境を確実に保護するバックアップ＆リカバリ ソリューション
万一のシステム障害に対し、いかにダウンタイムを最小限に抑えビジネス活動への影響を回避できるか。
Symantecが提供するハイレベルなWindowsリカバリソリューションをご紹介します。

メール監視の常識を変える！！ LanScopeで実現するメール・セキュリティ・マネジメント
米SOX法ではメールの保存が7年間義務付けられており、J‐SOX法においてもメール監視の義務付けが予想され
ます。今後、大きな市場となるメール監視の「本質とは何か？」をご理解頂き、メール監視におけるLanScope 
Guard2の機能・運用・価格の優位性をご紹介致します。 

「アクセス解析による攻めのWebマーケティング」～SiteTracker7.5～ 
競争が激化するeビジネスにおいて、Webサイトの訪問者分析は戦略を練る上では必要不可欠な項目となってき
ています。　SiteTracker自体の製品認知度もだいぶ上がっており、販売しやすい状況になっている上、業種を問
わずアプローチできる製品として提案の幅を広げる事が可能になります。

● 開催日時 

12月12・13日 
11:00～12:00

アドビシステムズ株式会社 セミナーA12月12日 
13:00～14:00

トレンドマイクロ株式会社 セミナーA12月12日 
14:30～15:30

株式会社インターコム セミナーA12月12日 
16:00～16:45

株式会社シマンテック セミナーA12月13日 
13:00～14:00

エムオーテックス株式会社 セミナーA12月13日 
14:30～15:30

株式会社アスキーソリューションズ セミナーA12月13日 
16:00～16:45

▼セキュリティーキャラバン 

● タイトル／内容 ● 社名 ● 場所 

日本版SOX法対策と次世代のセキュリティソリューション 
日本版SOX法の施行まであと僅かです。大企業だけのもの、一過性なもの、という誤解をされがちな同法ですが
果たしてそうでしょうか。まったなしのこの期間に法対応に向けて企業はどの様な準備をしておかなければな
らないか？そして、法対応に向けた最適なセキュリティとは？こうした観点から、今後私たちがご提案していく
セキュリティ関連ソリューションについてお話します。

新OS：Vistaで強化されたセキュリティ、より強固な内部統制を目指すソリューション
新OS：Vistaにおいて強化されたセキュリティ機能は何処まで対策が可能になったのか。進化する協調型セキュ
リティ専用ツールNEC『新InfoCage』との使い分けは？又、運用管理ツールでは全く新しい考え方を取り入れた
NEC『WebSAMオフィス』を解説。すぐにお客様に提案できる製品を2種類、ご紹介させて頂きます。　

● 開催日時 

ディーアイエスソリューション株式会社 セミナーB12月12日 
13:00～14:00

日本電気株式会社 セミナーB12月12日 
14:15～15:25

▼その他セミナー 

● タイトル／内容 ● 社名 ● 場所 

あるべきネットワーク：“自己防衛型”ネットワークの実現へ 
ネットワークは社会インフラとして繋がって当たり前の世界です。 
インテリジェントなネットワーク機器。例えば、悪意あるウィルスが入ってきたら、未然に防ぐ。感染を最小にす
る。不正に持ち込んだPCをネットワークに繋げさせない等、機器自体がネットワーク自身を守るというあたり前
の事が出来なければ、今日のビジネスモデルでは多大な損害を招いてしまう危険性があります。その危険を当た
り前に防ぐのがCiscoのネットワーク機器です。

ウィルスの脅威の実体と対策セミナー
脅威の最近の傾向について。それに付随する対策商品のご紹介(予定)

なぜ、ここまで簡単に “究極の情報漏洩対策” と  
“システム管理負荷の激減”が実現できるのか？ その秘密教えます。  
～ サーバ・ベース・コンピューティング “Propalms TSE” のご紹介 ～ 
情報漏洩を防ぐため、多種多様な脅威に対抗するセキュリティ製品の導入が 
進みつつありますが、そのコストや管理負荷は膨らみ続ける一方です。 
この問題の抜本的解決策が、『サーバ・ベース・コンピューティング（SBC）』です。  
今回は、SBC構築ツールの代表である Propalms TSE をご紹介します。 
コストとシステム管理負荷を抑えながら、徹底した情報漏洩対策が行えます。

ボイスコミュニケーションとセキュアネットの構築
新しい会議システムの機能ご紹介と今後の音声コミュニケーションの方向性について。また、IT統制で必要とさ
れるセキュリティーやセグメントマネジメントなどについてご紹介して参ります。

● 開催日時 

シスコシステムズ株式会社 セミナーB12月12日 
16:00～17:00

マカフィー株式会社 セミナーB12月13日 
11:00～12:00

TCBテクノロジーズ株式会社 セミナーB12月13日 
13:00～14:00

ヤマハエレクトロニクスマーケティング株式会社 セミナーB12月13日 
14:30～16:30

注） 講演者、セミナー内容は都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
　   セミナーの受講には、別途事前申し込み手続きが必要です。

熊本支店　〒862-0962　熊本県熊本市田迎2-18-12 
　　　　　TEL（096）379-7131　FAX（096）379-7130

DISわぁるど in 九州くまもと  事務局　 


