ＣＥＣソリューションフェア
日時

7月7日 木

2016

9︓30〜17︓00

入場
無料

会場

シーイーシー新潟情報サービス株式会社
新潟市中央区鐙2丁目10番6号

特別セミナー
「笑いとコミュニケーション」
笑いの様々な活用法を提案する新潟お笑い集団
NAMARA代表の江口歩氏による特別セミナー。
笑いをビジネスに活用できるのか︖
斬新なテーマのセミナーにご期待ください︕
第二代新潟県元気大使

江口歩氏
情報セキュリティ対策

【会場Map】

情報漏洩対策やIT運用管理、標的型攻撃対策などの
セキュリティソリューション、旬なクラウド商品や
ソフトウェア・ハードウェアをセミナーと展示で
ご紹介します。

セミナー
経営を守る「災害対策と事業継続の秘訣」
NECネクサソリューショズ(株) 新徳 恒和 氏
「災害対策と事業継続の秘訣」
「組織の情報を守る情報漏洩対策のご紹介」
「組織の情報を守る情報漏洩対策のご紹介」
Sky(株) ICTソリューション事業部

※社屋前の駐⾞場をご利⽤下さい。

事前お申込みは裏⾯をご覧ください。
事前お申込みは裏⾯をご覧ください。

ＦＡＸ専⽤お申込み⽤紙

お申込み期限 7月 1日（⾦）

必要事項にチェック、ご記⼊の上、下記ＦＡＸ番号にお送りください。受付完了のご案内をメールにてお送りいたします。

展示会にのみ参加します。

セミナーに参加します。

データセンター⾒学会に参加します。
セミナー

データセンター⾒学会

10︓15〜11︓15
経営を守る「災害対策と事業継続の秘訣」
NECネクサソリューションズ株式会社
新徳 恒和 氏

11︓25 〜 11︓55
16︓15 〜 16︓45

13︓30〜14︓30
「笑いとコミュニケーション」
第二代新潟県元気大使 江口 歩 氏

セミナー 各回40名、データセンター⾒学会
各回10名の定員となっており、定員になり次第
締め切りとさせていただきます。

15︓00〜16︓00
「組織の情報を守る情報漏洩対策のご紹介」
Sky株式会社 ICTソリューション事業部

是非、お早目にお申込みください。

■個人情報の取扱いについて■
事業者名︓ シーイーシー新潟情報サービス株式会社
個人情報保護管理者︓ 管理部門担当専務取締役 （連絡先）TEL︓025-243-5101 mail︓info@cec-nis.co.jp
利⽤目的︓ 本フェアに関するお客様へのご連絡及び開催運営に利⽤させて頂きます。
第三者提供︓ お預かりした個人情報の第三者提供はありません。
委託︓ 利⽤目的の範囲内で業務を⾏うために、個人情報の取り扱いを委託する場合があります。
個人情報の任意性︓ 個人情報をご提供いただけない場合は、本フェアにご参加頂けない場合があります。
個人情報に関するお問い合わせ先︓ 苦情及び相談、利⽤目的の通知、開示、削除、訂正、利⽤停⽌等の必要が⽣じた場合には、お客様
ご本人から管理部門担当宛に申請書と必要書類を添付の上、郵送にてお送り頂くことにより適宜対応させて頂きます。
詳細につきましては、弊社ホームページ「個人情報保護方針」 http://www.cec-nis.co.jp/company/kojin.html をご覧下さい。
個人情報の同意: 上記の「個人情報の取扱いについて」をご一読後、同意するにチェックをお願致します。

□ 同意する

(※)は記載必須項目になります。

貴社名(※)

部署名

役職名

ご氏名(※)

ご住所
TEL(※)

Email(※)

ＦＡＸ
お問い合わせ

０２５－２４４－５９２９

シーイーシー新潟情報サービス株式会社
TEL 025-243-5105

受付時間

9:00 〜 17:00 (土・日・祝を除く)

▼

セミナー

会場

時間

定員になり次第締め切りとさせていただきます。
お早目にお申込みください。

セミナー内容

経営を守る「災害対策と事業継続の秘訣」

NECネクサソリューショズ株式会社 営業推進本部 支配人 新徳 恒和 氏

10:15
11:15

震災を経る度、大きく変化するDR（災害対策）とBCP（事業継続計画）への意識。
必要だと認識していても 既存業務に追われBCP対策がまだ不⼗分・本当に役⽴つのか⼼配な
責任者の方に DR／BCPの効率的な進め方とその秘訣をわかりやすく解説します。

２階会議室

笑いとコミュニケーション

定員 40 名

第二代新潟県元気大使 江口 歩 氏

13:30
14:30

笑いの様々な活用法を提案する新潟お笑い集団NAMARA代表の江口歩氏による特別セミナー。
笑いをビジネスに活用できるのか︖
斬新なテーマのセミナーにご期待ください︕

組織の情報を守る情報漏洩対策のご紹介
15:00

▼

16:00

会場

定員 40 名

定員 40 名

Sky(株) ICTソリューション事業部
内部不正、標的型攻撃、USBメモリやPCの紛失・盗難など、企業・組織で管理されている
PCへの脅威は増加し、PCからの情報漏洩は社会的に大きな問題となっています。
さまざまな脅威から組織・企業が抱える情報を守るには、PCの適切な管理が、極めて重要で
必須と言われています。
本セミナーでは、組織のPC、情報の『⾒える化』を支援する「SKYSEA Client View」の
最新バージョンを利用した情報漏洩対策に有効なソリューション例をご紹介いたします。

データセンター
⾒学会
No.

定員になり次第締め切りとさせていただきます。
お早目にお申込みください。

⾒学スケジュール

デ ータセ ンター

１

11:25

11:55

定員 10 名

２

16:15

16:45

定員 10 名

⾒学会内容

国内トップクラスのファシリティを完備したデータ
センターを是非ご覧ください。
(免震対応、セキュリティ強化、充実したファシリティ)
お客様の大切なデータ、機器を災害リスクから守り、
BCP(事業継続)をサポートします。
※開始5分前に展示会場隣のリフレッシュルームに
お集まり下さい。

▼

さまざまな業種・業態のお客様に合わせた展示・ソリューションをご用意して
おります。

展示物

プリントオンデマンドによる企業内販促物の内製化

NetOffice AD + BCP安否確認
シーイーシー新潟情報サービス(株)
NEC-NETグループ共同開発のクラウド型グループウェア
『NetOffice AD』。多彩な機能で社内コミュニケーションの
活性化を実現。災害発生時には、社員・家族の安否確認から事業
継続計画策定機能まで、いざという時に慌てず運用できます。

富士ゼロックス新潟(株)
企業内販促物の内製化によるＴＣＯ削減をご提案します。
オリジナル名刺作成サービスも⾏いますので顔写真データ等を
お持ち頂き、是非お⽴ち寄りください。

オフィスコスト削減のご提案

顔認証システム、マイナンバー安心セット
日本電気(株)

EPSON販売(株)

施設・店舗での防犯や⼊退出管理を⾏うセット製品です。世界
最⾼レベルの顔認証技術でさらに安⼼と便利さを提供します。

意外と知らないオフィスコスト。御社の経費削減のお手伝い
させて頂きます︕

ネットワークカメラのご紹介

AMS Z!BootOS シンクライアントシステムのご紹介

キヤノンマーケティングジャパン(株)

ソフト・オン・ネット

ジャパン(株)

監視だけでなく様々なビジネスに活用できるネットワーク
カメラをご紹介します。

ネットブート型シンクライアントシステム、アプリケーション
配信システムで運用管理をお手伝いします。

ESET セキュリティソフトウエアシリーズ

ARCHICAD19

キヤノンITソリューションズ(株)
ESETシリーズで最新のセキュリティー対策を。
NetSkateKoban Nano（不正接続検知/妨害 アプライアンス）
ESET DESlock （データ暗号化ソフト）をご紹介します。

情報セキュリティ対策ソフトウェア

グラフィソフトジャパン(株)
BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）対応
の建築専用ソフト。企画から基本設計・実施設計まで対応でき
る業界を代表するソフトです。

３Ｄプリンターは『１社に１台』の時代に
Sky (株)

「情報漏洩対策」+「IT資産運用」をお手伝いする『SKYSEA
Client View』 をご紹介します。

セキュリティ製品のご紹介
ダイワボウ情報システム(株)

(株)サンステラ・(株)シーキューブ
小さく、簡単操作、⾼性能 サンステラ製『Ｒｅａｌｉｏ』、
シーキューブ製 最⾼峰ブランド『Ｌ－ＤＥＶＯ』。
可動デモで３Ｄプリンターを体験下さい。

介護サービス施設・事業所様向けシステム

セキュリティ製品・トレンドな商品をご紹介

(株)ワイズマン

次世代型ファイアウォール UTM
ソフォス(株)

介護事業所運営法人様が、今後いかに情報を共有し質の⾼い
サービスを提供していくのか︖それを実現するためのツール・
情報連携サービス「MeLL+」をご紹介致します。

ＵＴＭ（統合脅威管理）はＶＰＮからスパム対策まで、一台で多
岐に渡るセキュリティを統合的に提供し、企業のネットワークを
保護します。

Navinity販売

映像で⾒る・残す・守る︕

販売管理システム『Navinity販売』。お客様の業務・ご要望に
沿ったオンリーワンシステムを実現します。

(株)ドッドウエル ビー・エム・エス
カメラの利用方法は「犯罪抑⽌」だけではありません。
実機を交えて活用事例をご紹介します。

コクヨ防災⽤品のご紹介
コクヨ(株)
オフィスの備蓄を変える新提案をご紹介します。

情報セキュリティ対策製品のご紹介
(株)ジェイ・エス・エス
宛先間違いや誤った添付ファイル送付などメールからの情報
漏えいを防⽌する『Active︕gateSS』、セルフサービス型
ＢＩツール『QlikSense』をご紹介します。

シーイーシー新潟情報サービス(株)

配達業務ソリューション

ルートマン

シーイーシー新潟情報サービス(株)
モバイル＆クラウドで配達業務が変わる︕
速く 正しく 楽しく配達業務ソリューション『ルートマン』

電脳⼯場・量産型簡易スケジューラTri-C
シーイーシー新潟情報サービス(株)
販売開始から20年の歴史と1,300本を超える導⼊実績が実⼒を
実証する生産管理システム『電脳工場』、⾼価・複雑な条件
設定・操作が難しいすべてを解決する、遺伝的アルゴリズム
による⾼速処理を実現したお手軽スケジューラ『Tri-C』をご
紹介します。

