
●浦添市カルチャーパーク内の駐車場
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会場

セミナー

会場
浦添市てだこホール内

浦添市てだこホール 市民交流室

【会 場】〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-9-3
TEL：098-942-4360 FAX：098-942-4338

【会 場】〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-9-3
TEL：098-942-4360 FAX：098-942-4338

10：00～17：00（受付開始 9：30）

09：30～17：30

日頃は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
「来て・見て・感じて 業務改善」～仮想化、セキュリティ、ク
ラウド～をテーマに浦添てだこホールにて11/11、12日 パワー
アップしたコンピュータ沖縄ＩＴフェア２０10を 開催いたしま
す。
話題メーカーの先端技術を取り揃えています。変化の激しいＩＴ
インフラを企業経営に活かす参考になればと思います。
ご来場をお待ち申し上げます。

株式会社 コンピュータ沖縄 代表取締役 名護宏雄
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Computer
Okinawa

株式会社コンピュータ沖縄

● 主 催 ： 株式会社コンピュータ沖縄

協賛企業 ： ソフトバンクＢＢ株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社

日本電気株式会社

エプソン販売株式会社

●【営業本部】
〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖４－８－２
サンライズビル１Ｆ
ＴＥＬ：０９８－８７９－８４３３
ＦＡＸ：０９８－８７９－８４３５

●【本社】
〒90４-2234 沖縄県うるま市州崎7番地7
ＴＥＬ：０９８－９３８－７２７０
ＦＡＸ：０９８－９３８－９９５９

（定員（定員200200名）名）

●●11/11(11/11(木木))・・12(12(金金))

～～ 仮想化、セキュリティ、クラウド仮想化、セキュリティ、クラウド ～～

11月

開催
11月

開催
・時間・時間 99：：3030～～1717：：3030

コンピュータ沖縄ＩＴフェア２０１０コンピュータ沖縄ＩＴフェア２０１０

～～22日連続開催～日連続開催～

無無 料料 セセ ミミ ナナ －－ ・場所・場所 浦添市浦添市てだこてだこホール内ホール内

www.c-okinawa.co.jp

（株）コンピュータ沖縄

（定員（定員200200名）名）

＜お問合せ＞

０９８－８７９－８４３３

◆◆ ＜セミナー＞：＜セミナー＞： 1616コマコマ ◆◆ ＜出展メーカー＞：２４社＜出展メーカー＞：２４社

「ご存知ですか？「ご存知ですか？

企業が直面する情報漏えい事件の恐怖」企業が直面する情報漏えい事件の恐怖」
～ベンチャーからトップシェア企業へ～ベンチャーからトップシェア企業へ

フィルタリング専門企業トップが語る、フィルタリング専門企業トップが語る、

情報漏えい対策の重要性～情報漏えい対策の重要性～

デジタルアーツ株式会社デジタルアーツ株式会社

代表取締役社長

道具 登志夫 氏

◆◆特別講演 11/11(木） 13：00～14：00

会場：小ホール

「最新スマートフォンと法人の「最新スマートフォンと法人の
活用事例」活用事例」

ソフトバンクモバイル株式会社ソフトバンクモバイル株式会社

営業第三本部 ビジネス推進統括部
スマートフォン推進部 スマートフォン推進課 課長

浜野 誠 氏

◆◆特別講演 11/12（金） 13：00～14：00

会場：小ホール

■ＩＴフェア2009展示ブース＆セミナー風景

出展ﾒｰｶｰ24社

出展ﾒｰｶｰ24社

無無 料料
！！



会社名 ＴＥＬ /  ＦＡＸ /

氏 名 メールアドレス

ｾﾐﾅｰ ■ メーカー（タイトル） ■ セ ミ ナ ー 内 容 ■ 展示ブ ース内容

Ａ１ マイクロソフト株式会社

『クラウド対応 Office 2010 はここが変わった！』

お客様からのフィードバックを基に機能強化された「Office 2010」の
新機能をデモンストレーションを交えてご紹介いたします。またクラウド
サービス「ＢＰＯＳ」のご紹介も行います。

Windows 7/Office 2010/マイクロソフト オンライン

サービス『BPOS』 －Exchange Online：メール・

予定表 －SharePoint Online：ファイル共有・情
報共有 －Communication Online：在籍確認・イ

ンスタントメッセージング －Live Meeting：Web会

議

Ａ２ ピーシーエー株式会社
『ほっとけない!!労務管理問題に巻き込まれない為にどう

すべきか』～企業に潜む労務リスクを様々な事例から紐とき

今できる事を考えます～

1 労務リスクに関する様々な現状 2 内部告発が増える理由 3 弁護士
介入の背景 4 未払い残業に関わる具体的な問題 5 企業は何が出来る
のか－ 6 最近の傾向7 就業規則の重要性とPoint 8 時刻の管理につい
て考えてみよう

会計ソフトを中心とした各種ＰＣＡソフトから、サー

バ管理不要・電気代軽減・システム管理者不要
のお手軽LAN/WAN運用を可能としたSaaS版が

登場。理想的ネットワーク環境をこの機会に是

非！

Ａ３

----------------------

Ｄ４

Sky株式会社
『クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA 
Client View」』

『校務システム「SKY SCHOOL ＡGENT』

・現在、情報セキュリティ対策や資産管理として、クライアントPCの管理が求められています。本

セミナーではクライアントPC管理の必要性やそのポイントなどについてSKYSEA Client Viewを

利用した資産管理や情報セキュリティ対策、USBメモリの適切な管理方法などの利用事例をわ

かりやすくご紹介いたします。また、注目の高いネットワーク機器管理などを追加した新バージョ
ンのSKYSEA Client View Ver.5についてもご紹介いたします。

・校務情報化は、少しでも先生方の負担を軽減し、子どもたちと過ごす時間を増やすことで、教
育の質を向上するためにあります。校務システム「SKY SCHOOL AGENT」は、わずかな時間

で、スムーズに情報を共有するため、負担が大きい校務を効率化するため、なによりも、一人一

人の先生方の声に耳を傾け、使いやすい校務システムをめざしました。

・クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA 

Client View」

・校務システム「SKY SCHOOL AGENT」

Ａ４ 株式会社ナリカ

『電子黒板で授業が変わる？

今日から使える授業実践活用例』

昨年度県内の小中学校に１４３台導入された「アクティブマルチメディアスタンド」。
何故、TV型ではなくボード型の電子黒板が１４３台も採用されたのか？その理由を、

「アクティブマルチメディアスタンド」の機能及び特長を用いてご説明します。また、

今後の電子黒板の活用方法を、事例（実際の教材コンテンツ）を用いてご紹介いたしま
す。 内容は変更される場合があります

・電子黒板を簡単に使いこなす授業活用・実践例
の紹介 ・プレゼンや会議などでの活用例

Ｂ１ トレンドマイクロ株式会社
『「ガンブラー」攻撃やサポート終了OSに対応する

最新セキュリティソリューション』

企業のWebサイトを狙う「ガンブラー」攻撃や、Windows2000のサポート終了など、

セキュリティ担当者にとっては頭の痛い話題が続く2010年。「なにが危険なのか？」

脅威の概要と「どう対策すればよいのか？」対策について製品と運用の両面からご説明

します。

ウイルスバスターコーポレートエディション・Trend 

Micro Portable Security

Ｂ２ 株式会社ジャストシステム
『GDMS(Green Document Management 
System)』のご紹介

本セミナーでは、ファイルサーバーの状態を可視化し、ファイルを整理す
ることにより、ファイルサーバーの肥大化対策と情報の品質向上を支援す
る『GDMS』をご紹介いたします。

ファイルサーバー可視化システム「GDMS(Green

Document Management System)」

Ｂ３ 日本アイ・ビー・エム株式会社
『Notes/Domino最新機能のご紹介と

SmartPhone連携』

Notes/Dominoの最新バージョン8.5.1(注)の様々な新機能を、より効率的なユーザイ
ンターフェース、進化したWEBアプリケーション開発、TCO削減等、様々な観点から

のベネフィットをご紹介いたします。また展示ブースに合わせ、SmartPhoneとの連携

機能のご紹介も致します。注：バージョンに関してはNotes/Domin8.5.2をご紹介でき
る可能性があります

Notes/Domino 8.5.1（注）の新機能 ・
Notes/DominoとSmartPhoneの連携機能

(iPhone 他を予定）・ XPagesアプリケーション、コ

ンポジットアプリケーション・BladeCenterの展示

Ｂ４ パナソニック電工インフォメーション
システムズ株式会社
『スマートフォンソリューション
「Handbook」のご紹介』

iPhone、iPad、Android 用コンテンツが簡単に作成できる
「Handbok」について、コンテンツ作成のデモや事例紹介を交えながら
ご説明いたします。

「Handbook」iPhone、iPad、Android 用

コンテンツ作成・配信・閲覧システム

Ｃ１ 株式会社ネットワールド
『 仮想化の今、そして、設計、導入、運用の

い・ろ・は 』

システムを仮想化されるにあたり、どのような手順を踏めば、間違のない
導入が行えるのか？ 当セッションでは、設計、導入、運用の各手法につ
いて、分かりやすくご説明します。また、アプリケーションの仮想化をは
じめとする、最新情報についてもお話します。

サーバ仮想化ソリューション（VMware 

vSphere/ThinAppデモ）

Ｃ２ 住商情報システム株式会社

『Citrixが提唱する効果的な iPadの使い方』

2010年5月にリリースされたiPad。ビジネスで使うシーンがわからないという方が多

いのではないでしょうか。Citrix製品のXenApp/XenDesktopを組み合わせることに
よって、iPadを今すぐ業務で利用できるようになります。その方法と事例をデモで織り

交ぜてご紹介します。 (Ｃｉｔｒｉｘ西原町導入事例)

XenApp、XenDesktop、xenServer デモ展示。

Ｃ３ エヌエスエデュケーション株式会社
『シンクライアント(ネットワークブート型)

でＰＣ教室の管理・運用の改善 』

シンクライアントは「不安」「高額」といった常識をRightPC2が覆しました。

導入しやすく操作は簡単。今後のＰＣ教室の管理・運用をがっちりと支えます。

「次世代ＯＳ シンクライアント」

ネット（ブート型 シンクライアントRight PC2）

Ｃ４ 株式会社コンピュータ沖縄
『Web空き部屋検索連動

不動産賃貸管理システム』の紹介』

物件賃料の請求・入金管理、家主への支払管理と同時に、空き部屋情報を
自動的にホームページに登録し検索できるシステムです。

『Web空き部屋検索連動 不動産賃貸管理シス
テム』の紹介

Ｄ１ 日本電気株式会社
『ペーパーレスでオフィスの無駄削減・生産性

向上を！』～ビジュアルキャビネットがご提供

する簡単で安心安全なオフィス環境とは～

無駄をなくし、直感的な操作で誰でも簡単に使え、情報共有の促進や情報漏えいリスク

の低減に最適な仕組みをご紹介します。資料・情報そして知識を一元的に整理し、清

潔・快適・エコなペーパレスオフィスをビジュアルキャビネットで実現しましょう。

ペーパーレスオフィス ビジュアルキャビネット・３

Ｄプロジェクタ

Ｄ２ 株式会社ヤマイチテクノ
『電子納品の検査・検索・閲覧・データ利活用から、電子納
品保管管理までをサポートするCALS 製品』の紹介

電子納品の検査・検索・閲覧・データ利活用から、電子納品保管管理まで
をサポートするＣALS 製品をご紹介いたします。

電子納品の検査・検索・閲覧・データ利活用から、

電子納品保管管理までを支援します。「CS-GV、

CS-GV Web」※官公庁向け製品・ 全文検索と簡
易ビューアにより、企業内データの見える化を実

現します。「CALS-Support NEO、AlchemyWEB

Server」

■ ブ ー ス 展 示 の み

ダイワボウ情報システム株式会社 東芝が提案する新コンセプトＰＣ“ＣＭ１”

デジタルアーツ株式会社 Web&電子メールの総合セキュリティ対策とProxyアプライアンスの紹介

ディーリンクジャパン株式会社 D-Link Smart Green Networkを実現するネットワーク機器のご紹介

エレコム株式会社 ＮASってココまで出来るんです！ 使える「出来ること」実例集

プリンストンテクノロジー株式会社 文教市場や企業で好評！！大型テレビの活用アイテムのご紹介

株式会社 ジェイアール四国コミュニケーションウェア 共同編集で学校が変わる、企業が変わる、仕事が変わる

アライドテレシス株式会社 ネットワークソリューションの御紹介

エプソン販売株式会社 ASPサービスを利用したソリューションのご紹介

日本ヒューレット・パッカード株式会社 「最新」省エネルギーソリューション

株式会社オーエス 沖縄黒板 デジタルサイネージの新しい形「ウインドウを映像メディアに」

株式会社コンピュータ沖縄 あったら便利な商材を展示致します。あいてぃんぐ、注目商材の御紹介

お申込み

※ セミナー受講者数に制限があります、申込順で満員なり次第お断りする場合が御座いますのでご了承下さい。

※ 個人情報の利用目的
取得した個人情報は、当イベントの準備、管理、運営、終了後のフォローのために限って利用いたします。
また弊社の個人情報保護方針についてはhttp://cms.c-okinawa.co.jp/privacymark.html をご覧下さい。

～ 出 展 メ ー カ ー （ 順 不 同 ） ～ ※□にチェックを入れてください。

10：00～11：00

（定員：30名）

担当者名：

多目的ルーム多目的ルーム 11 多目的ルーム多目的ルーム 22 小ホール小ホール

●1日目：セミナー 11/11（木）

11：30～12：30

（定員：30名）

14：30～15：30

（定員：30名）

※□にチェックを入れてください。レレ

レレ

A2

A1

● ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.c-okinawa.co.jp

● FAX：８７９－８４３５

B1

B2

「「ご存知ですか？ご存知ですか？
企業が直面する企業が直面する
情報漏えい事件の恐怖」情報漏えい事件の恐怖」

～ベンチャーからトップシェア企業へ～ベンチャーからトップシェア企業へ

フィルタリング専門企業トップが語る、フィルタリング専門企業トップが語る、

情報漏えい対策の重要性～情報漏えい対策の重要性～

◆◆小ホール
（定員200名）

マイクロソフト株式会社

16：00～17：00

（定員：30名）

ピーシーエー株式会社

Ｓky株式会社

株式会社ナリカ

トレンドマイクロ株式会社

株式会社ジャストシステム

日本アイ・ビー・エム株式会社A3

A4

B3

B4 パナソニック電工イン
フォメーションシステムズ
株式会社

●2日目：セミナー 11/12（金）

多目的ルーム多目的ルーム 11 多目的ルーム多目的ルーム 22

C1

C3

D1

D2

C4 D4

C2

株式会社ネットワールド

住商情報システム株式会社

エヌエスエデュケーション
株式会社

株式会社コンピュータ沖縄

日本電気株式会社

株式会社ヤマイチテクノ

Ｓky株式会社

小ホール小ホール

『Web空き部屋検索連動
不動産賃貸管理システム』

の紹介

『ほっとけない!労務管理問題に
巻き込まれない為にどうすべきか』
～企業に潜む労務リスクを様々な事例から

紐とき 今できる事を考えます～

『「ガンブラー」攻撃やサポート終了
OSに対応する最新セキュリティ

ソリューション』

『電子黒板で授業が変わる？
今日から使える

授業実践活用例』

『GDMS(Green
Document Management

System)』のご紹介

『Notes/Domino最新機能
のご紹介とSmartPhone連携』

『スマートフォンソリューション
「Handbook」

のご紹介』

『 仮想化の今、そして、
設計、導入、運用の

い・ろ・は 』

『Citrixが提唱する効果的な

iPadの使い方』

『シンクライアント(ネットワークブート型)
でＰＣ教室の管理・運用の改善 』

『ペーパーレスでオフィスの
無駄削減・生産性向上を！』
～ビジュアルキャビネットが
ご提供する簡単で安心安全な

オフィス環境とは～

『電子納品の検査・検索・閲覧・
データ利活用から、電子納品保管管理
までをサポートするCALS 製品』

の紹介

『クラウド対応 Office 2010
はここが変わった！』

『いま求められる
情報セキュリティ対策と資産管理

～強化されたUSBデバイス管理機能を
搭載したSKYSEA Client View～』

のご紹介

『もっと子供たちと
向き合う時間のために』

11：30～12：30

（定員：30名）

14：30～15：30

（定員：30名）

16：00～17：00

（定員：30名）

10：00～11：00

（定員：30名）

デジタルアーツ株式会社デジタルアーツ株式会社

代表取締役社長
道具 登志夫 氏

◆◆特別講演

11/11(木）

●13：00～14：00

「最新スマートフォンと「最新スマートフォンと
法人の活用事例」法人の活用事例」

◆◆小ホール
（定員200名）

ソフトバンクモバイル株式会社ソフトバンクモバイル株式会社

営業第三本部
ビジネス推進統括部
スマートフォン推進部
スマートフォン推進課

課長 浜野 誠 氏

◆◆特別講演

11/12(金）

●13：00～14：00

-


