
セミナー

会場

セミナー

会場
浦添市てだこホール内

【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）

Vol.120921

●【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

■■ ＩＴフェア２０１１ＩＴフェア２０１１の様子の様子

展示
会場

展示
会場

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

9：30～17：30

■■ 主主 催催 ：株式会社コンピュータ沖縄：株式会社コンピュータ沖縄

■■ 協賛企業協賛企業 ：ソフトバンクＢＢ株式会社：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：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：日本アイ・ビー・エム株式会社

：日本電気株式会社：日本電気株式会社

：エプソン販売株式会社：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
株式会社 コンピュータ沖縄
〒904-2234 沖縄県うるま市州崎7番地7
TEL 098-938-7270 FAX 098-938-9959

お問合せ

ご挨拶
初秋の候、ますますご清栄のことと存じます。日頃より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

おかげさまで弊社は、今年創立30周年を迎えることができました。
これもひとえに皆様のご支援の賜物と心より感謝しております。
さて、毎年ご好評いただいております「コンピュータ沖縄ＩＴフェア２０１２」を、今年も10月30日（火）、31日（水）

浦添市てだこホールにて開催致します。今回は「一歩先行くＩＴはここから！」～モバイル・クラウド・セキュリティ～
をテーマに、各メーカーの新製品、先端技術を取り揃えております。
お客様とメーカーの良き橋渡し役となるよう社員一同で取り組んでおりますので、ご多用中の折とは存じますが、

皆様のご来場を賜りますようお願い申し上げます。
株式会社コンピュータ沖縄
代表取締役 名護宏雄 ■ 日本マイクロソフト株式会社

エバンジェリスト
西脇 資哲 氏
（にしわき もとあき）

■特別講演■■特別講演■

■日本マイクロソフト株式会社

10/3110/31（水）（水）
（（1414：：0000～～1515：：2020））

■ソフトバンクモバイル株式会社
ビジネス推進統括部
首席エヴァンジェリスト
中山 五輪男 氏
（なかやま いわお）

■ソフトバンクモバイル株式会社

スマートデバイスで業務効率と
営業成績を

アップさせる秘策！

■■ 『『 一歩先行くＩＴはここから！一歩先行くＩＴはここから！ 』』

～～ モバイル・クラウド・セキュリティモバイル・クラウド・セキュリティ ～～

Computer
Okinawa ※詳細はホームページにて、ご確認ください！

出展社

25社

出展社

25社

www.c-okinawa.co.jp

～～3030ｔｈｔｈ Anniversary
Anniversary～～

Windows ８が
沖縄にやってくる！

10/3010/30（火）（火）
（（1414：：0000～～1515：：2020））

●ホームページ：www.c-okinawa.co.jp
●Ｆ Ａ Ｘ ：０９８－８７９－８４３５
●Ｔ Ｅ Ｌ ：０９８－８７９－８４３３

■【 展 示】 9：30～17：30
■【 セミナー】10：00～17：00（受付開始 9：30）



※ 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://www.c-okinawa.co.jp/privacymark2.htmlをご覧下さい。

営業担当：

●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.c-okinawa.co.jp ●FAX ０９８-８７９－８４３５

120927-

会社名 名前 T E L / F A X ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

レレ

多目的室

■■10/3010/30（火曜日）セミナー（火曜日）セミナー ※□にチｪックを入れてください。レレ
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ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ 学習室
1010：：0000～～
1111：：0000

1111：：3030～～
1212：：3030

1616：：0000～～
1717：：0000

『 情報漏洩の実情！』

～誤送信したメール添付「ファイル」を
削除できるってご存じですか？～

■デジタルアーツ株式会社A1

マイクロソフトマイクロソフト エバンジェリストが最新ソリューションを一挙ご紹介エバンジェリストが最新ソリューションを一挙ご紹介! !! !

■日本マイクロソフト株式会社

エバンジェリスト
西脇 資哲 氏
（にしわき もとあき）

＜講演内容＞
10/26に一般発売開始となるWindows ８と様々なデバイスを活用した新しいワークスタイルについて
デモンストレーションにてご紹介いたします。
またOffice 365を始めとしたクラウドサービスの具体的な活用法もあわせてご紹介いたします。

Windows 8 Windows 8 が沖縄にやってくる！が沖縄にやってくる！

＝会場＝＝会場＝
てだこてだこ小ホール小ホール

1313：：30 30 受付～受付～
（（1414：：0000～～1515：：2200））

講演会講演会

■Ｓｋｙ株式会社

『今もとめられる組織の
情報セキュリティ対策とＩＴ資産管理』

～オールインワンで支援するSKYSEA Client Viewのご紹介～

A2

■ 日本アイ・ビー・エム株式会社

『モバイル環境をサポートする
ＩＢＭソフトウェアのご紹介』

B1

■日本ヒューレット・パッカード株式会社

『 ローコストで仮想デスクトップを実現する
最後の切り札 』

B2

■株式会社ナリカ

『電子黒板ActivBoardとｉPadなどの連携により、

教育が変わる！ビジネスが変わる！』

B3A3

レレ

多目的室

■■10/3110/31（水曜日）セミナー（水曜日）セミナー ※□にチｪックを入れてください。レレ

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ 学習室
1010：：0000～～
1111：：0000

1111：：3030～～
1212：：3030

1616：：0000～～
1717：：0000

■ネットワールド株式会社C1

＝会場＝＝会場＝
てだこてだこ小ホール小ホール

1313：：30 30 受付～受付～
（（1414：：0000～～1515：：2200））

講演会講演会

■シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社
C2

■エヌエスエデュケーション株式会社 ■トレンドマイクロ株式会社
D3C3

お申込み

スマートデバイススマートデバイスでで業務効率と業務効率と
営業成績をアップさせる秘策！営業成績をアップさせる秘策！

■ソフトバンクモバイル株式会社

ビジネス推進統括部
首席エヴァンジェリスト
中山 五輪男 氏
（なかやま いわお）

＜講演内容＞
①iPad、iPhoneの法人への導入事例、最新ソリューション

②中小企業へ特化した事例紹介等

『災害対策に向けた
クラウド基盤活用のポイント』

『 デスクトップ仮想化をもっと身近に！
Citrixのデスクトップ仮想化製品のご紹介 』

『管理者の負担軽減とＰＣ教室の有効活用』

■ 日本マイクロソフト株式会社D1

『Windows Server 2012 新機能概要のご紹介』

『 有名企業が続々と採用！仮想化・VDI環境に
最適なウイルス対策ソリューション 』

～“Trend Micro Deep Security”をご紹介～

『 2010年度-延べ７００名参加、2011年度-延べ１０００名参加 ！』

■ 日本電気株式会社D2

『スマートデバイスをビジネスで活用しよう！』

無無 料料 セセ
ミミ ナナ

－－

！！

■SCSK株式会社

見えるネットワーク

■ＥＭＣジャパン株式会社
安心、簡単、確実なデータ保護、災害対策を実現！

EMC流バックアップ・ソリューション Avamar / Data Domain

■パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

省エネDesktopシステムと

スマートデバイス徹底活用でワークスタイル変革！

■シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社
環境最適な仮想デスクトップ！

アプリケーション仮想化からデスクトップ仮想化まで柔軟に対応

■トレンドマイクロ株式会社
物理環境/仮想化・クラウド環境および、

スマートフォン/タブレットのセキュリティ対策のご提案

■株式会社ネットワールド
小規模でも充分価値のある仮想化！サーバからデスクトップまで！

～ 仮想化によるコスト削減を実現 ～

■日本アイ・ビー・エム株式会社
「ＩＢＭが推奨するモバイル対応ソリューションのご紹介」

～ 最新サーバ及び周辺機器の展示 ～

■ダイワボウ情報システム株式会社

レスキューPCソリューションの御提案

～ 災害時に活躍するＰＣの展示 ～

■ソフトバンクＢＢ株式会社
iPad/iPhoneを活用したモバイルソリューションのご紹介

～ 最新ソリューションのご紹介 ～

■日本電気株式会社
企業の競争力を強化するスマートデバイスソリューションのご紹介

～ 最新Win8対応タブレットの展示（予定） ～

■エプソン販売株式会社
エプソン×スマートデバイス×クラウド エプソンでビジネスを効率アップ

～ 最新プロジェクタ及びプリンタの展示 ～

■日本マイクロソフト株式会社
最新ソリューションとクラウドサービスのご紹介

～ Windows ８、WindowsSV2012、その他 ～

■デジタルアーツ株式会社

機密ファイルが第3者へ渡った場合でも安心。

ファイルセキュリティ ～ FinalCode・m-FILTERのご紹介 ～

■日本ヒューレット・パッカード株式会社

節電時代のハードウェア対策

■株式会社リューシス

県産品アプリ辞書検索「超辞典」のご紹介

～ 今年産業大臣賞を受賞～衝撃の電子辞書誕生！！～

■株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア

同時共同編集（情報共有）ツール 『コラボノート』

■ピー・シー・エー株式会社

「攻めるなら、経理から。」会計ソフトは、ＰＣＡ

■エヌエスエデュケーション株式会社
シンクライアントの本命

～ 2011年度全国業界シェア【№1】の実績 ～

■プリンストンテクノロジー株式会社
大型TVを生かす簡単周辺機器アイテム＆

安全にデータ保管できるNASと関連デバイス商品の展示

■ディーリンクジャパン株式会社
柔軟でセキュアな無線LANネットワーク構築

～ 最新無線ＬＡＮ ・スイッチングＨＵＢの 展示 ～

■株式会社ナリカ

「電子黒板とiPadなどの連携で教育が変わる！企業が変わる」

～ 使える電子黒板の展示 ～

■エレコム株式会社
今が旬なアイテムが目白押し！節電・経費削減・ｾｷｭﾘﾃｨ強化な

ど何でもアリ♪ ～スマートデバイス向けおもしろ商品の展示～

■アライドテレシス株式会社
クラウド対応!! 最新ネットワークソリューション

■Sky株式会社
① クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View Ver.7
② ICT活用教育支援ソフトウェア「SKYMENU Pro Ver.14

■株式会社ジャストシステム

トータルコストパフォーマンスに優れ、法人でも安心して使える

「Office互換ソフト」 ～JUST Office最新一太郎Proなど～

■株式会社コンピュータ沖縄
日報はこれで管理！

『工事日報ＷＥＢシステム』と『業務日報ＷＥＢシステム』

■ 出 展 ブース ・ 25 社 ■ （ 展示 9：30～17：30 ）

（出展メーカー順不同）

■ＥＭＣジャパン株式会社

『重要データの保護と災害対策』
～ＥＭＣ最新バックアップ・ソリューション～

※詳細はホームページにて、ご確認ください。


