教育・IT フェア展示ご案内
◆ブース 1

LG Electronics Japan(株)

【LG gram】ギネス認定された世界最軽量の 17 インチノート PC。
長時間駆動・軽量・頑丈・Thunderbolt™ 3 搭載・指紋認証起動など体験して下さい。
【ディスプレイ】4K・IPS・ウルトラワイドなど，ディスプレイ最高峰の LG ディスプレイモニターを堪
能して下さい。
◆ブース 2

(株)JAPANNEXT

4K などの超解像度液晶モニターや大型サイズ（86 型迄）モニター，ゲーミングモニターといった特殊
な商品。
◆ブース 3

(株)アーキサイト

【ARCHISS】セキュリティーSSD・メカニカルキーボードなどをメインにデスク周りの使い心地の追求・
画期的・魅力的をコンセプトにした PC 周辺機器。
【MOBO】-毎日を旅する- をスローガンに出張や外出先で便利な PC 周辺機器。
◆ブース 4

エイデータテクノロジージャパン(株)

・外付け SSD(512GB，1TB)
・Mobile Battery(10,000mAh,20,000mAh)
・ゲーミングデバイス（ヘッドセット，キーボード，マウス，マウス＆マウスパッド）
◆ブース 5

(株)マウスコンピューター

高性能グラフィックスから研究室に最適なデスクトップ，ノート，タブレット，iiyama ディスプレイな
ど豊富な製品ラインナップ。長野県飯山市から信頼の国内品質かつリーズナブルにお届けしています。
◆ブース 6

ブラザー販売(株)

今回の展示では，多岐にわたるブラザー製品をご紹介させて頂きます。定番の複合機から技術を応用し
たユニークな商品まですべて実機にてご用意させて頂いております。是非，実際にブラザーの技術力を
ご体感くださいませ。
◆ブース 7

レノボ・ジャパン(株)

圧倒的な処理能力と軽量化を実現した ThinkPad P1
高い並列処理性能を備えた ThinkStation P720
ミッドレンジの性能を凝縮したコンパクトな ThinkStation P520c
高度解析・AI・VR に最適な ThinkStation P920
◆ブース 8

リコージャパン(株)

非接触で表面温度を表示できる「赤外線サーモグラフィカメラ」
。
世界トップシェアである FLIR 社独自の補正機能 MSX は，デジカメの詳細情報をエンボス加工で熱画像
上に取込む技術。文字もはっきりと映し出され，熱画像上のラベルや情報を読み取ることが可能。
リアルタイムで精密で鮮明な熱画像が得られ，写真を参照する作業が不要。
◆ブース 9

キヤノンマーケティングジャパン(株)

大判プリンタおよび耐水メディアの展示。
デジタル一眼レフカメラ改ざん防止モデル。
◆ブース 10

G-Technology

4K/8K コンテンツの要求の厳しいワークフローを処理できる，Thunderbolt 3 のパワーと最大 2800MB/
秒の転送速度を備えた，デザインと信頼性に優れた外付けストレージ「G-Technology」をご紹介します。

◆ブース 11

NRI ネットコム（株）

（CIEC 会員）

食堂でのレジ精算時，トレイの上の複数メニューを画像認識で一気に判別。
レジ通過スピードのアップや，打ち間違いなどのミスの軽減も目指します。
今回は，大学生協様の POS レジに連携させ，実機でのデモを予定しています。
◆ブース 12

DJI

ドローン，カメラスタビライザー等。
◆ブース 13・14

エプソン販売（株）

EPSON イチ押しの製品を展示しております。是非，体感しに弊社ブースにお越しください。
◆ブース 15

MSI

グラフィックボード搭載 高性能ノート PC。
湾曲モニタ等の周辺機器。
◆ブース 16・17

カシオ計算機(株)

CASIO は，世界に先駆けて 2010 年からすべてのプロジェクターで水銀ゼロを達成。環境性，経済性，操
作性に優れた「レーザー＆LED ハイブリッド光源」のプロジェクターを独自に進化させています。
◆ブース 18

(株)富士通パーソナルズ （CIEC 会員）

・最先端テクノロジーを実装した軽量モバイル PC UH シリーズ
・業務用スキャナトップシェア FI シリーズ（A3 対応）
・コンシューマースキャナ

ScanSnap シリーズ

◆ブース 19・20 富士ゼロックス(株)

（CIEC 会員）

【Cloud On-Demand Print】SaaS 型クラウドサービスで，サーバーレスどこでもプリントを実現します。
個人 PC やタブレット端末からインターネット経由で手軽にプリントでき，生協電子マネーや交通系カ
ードでご利用いただける環境を提供します。
◆ブース 21

Omnicharge Inc.

安全で高性能なスマートバッテリーを提供します。AC 電源，USB-C，ワイヤレス充電などあらゆるデバ
イスへの電源供給ができます。
電気系インフラ整備コストを削減しながら便利なサービス展開が可能です。
◆ブース 22

ASUS JAPAN(株)

液晶ディスプレおよび LED プロジェクターの製品紹介。
新製品 S2 LED モバイルプロジェクター。
◆ブース 23

(株)日本 HP

世界で最も安全で管理性に優れたビジネス PC。
自己回復型 BIOS など業界初のセキュリティ機能で安全をサポート。
◆ブース 24・25

パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)

・進化を続ける信頼と安心の日本品質，ビジネスや学業を止めないレッツノート
・過酷な現場環境に耐える頑丈タブレット・PC
◆ブース 26

(株)プリンストン

（CIEC 会員）

Polycom ビデオ会議システム。高画質，高音質のビデオ会議をお届けいたします。遠隔授業，地域連携，
産学連携など様々な用途に利用可能です。
◆ブース 27

Samsung SSD / ITG マーケティング

大切な研究データを高速転送＆暗号化保存できる Windows・Mac 両用のサムスンポータブル SSD を展示
します。
「T5」は汎用性に優れた USB 3.1 Gen2 に対応し，最大 540MB/秒の高速転送が可能です。
「X5」は最速レベルの Thunderbolt 3 に対応し，最大 2,800MB/秒の圧倒的な速さを実現します。

◆ブース 28

グローバルソリューションサービス(株)

大学生協様を通じてパソコンなどの IT 機器の修理はもちろんのこと，ネットワーク構築やヘルプデス
ク業務などあらゆる方面から，キャンパスライフをサポートいたします。
今年も快適な読書タイムを提供する書籍消毒機 COCOCHI を展示します。
◆ブース 29

ソニーマーケティング(株)

デジタルペーパー DPT-RP1／DPT-CP1
VAIO 社製 PC

VAIO(2019 年夏カタログ掲載モデル２－３モデル)

オプティカルディスク・アーカイブほか，
今後のカタログ掲載内容によって，変更する可能性がございます。
◆ブース 30

(株)沖データ

長期安定稼働×トータルコスト削減，新 A3 カラーLED プリンター『C835DNW』
これまでにない 7 年間の長期保証，100 万頁の高耐久性など，長年にわたって快適にお使い頂けるプリ
ンターです。
◆ブース 31

ＥＩＺＯ(株)

目にやさしく，長時間の作業でも目や体が疲れにくい。電子化した論文の参照に最適な環境を EIZO モ
ニターの活用でご提案します。高精細表示で文字が驚くほど見やすい！
◆ブース 32

スターテックドットコム・ジャパン(株)

IT プロが選ぶ接続機器専門メーカー。
古いパソコンと新しい周辺機器，最新のパソコン，マックと 古い周辺機器，異なるポートをつなぐた
めのソリューションのご紹介。
◆ブース 33

エルゴトロンジャパン(株)

昇降デスクや生徒用のモバイル昇降デスクに加え，マルチモニター環境をサポートするモニターアーム
を展示いたします。
◆ブース 34

マルツエレック(株)

電子部品・半導体・工具・マイコン・測定器・理化学用品など 800 万型式以上のアイテムを取り扱って
います。1 個から生協のお店でお受け取り可能。入手困難品も調達承ります。
◆ブース 35・36

デル(株)

Dell は PC だけのメーカーではないです！！デスクトップ/ノートパソコンだけでなく，サーバー/スト
レージ/ネットワーク回りも全て Dell にお任せください。大学研究室にて必要な機器をワンストップで
トータル提供出来るのは Dell だけです。実機展示もありますので，是非お気軽にブースまでご来場く
ださい。
◆ブース 37・38・39

日本マイクロソフト(株)

（CIEC 会員）

生徒・学生に人気のモバイル PC「Surface シリーズ」の展示のほか，進化しつづける「Office 365」
，
「Windows 10」と Surface との組み合わせが叶えるこれからの学びをご紹介します。
◆ブース 40

トーワ電機(株)

弊社取り扱いの大学・研究機関向けワークステーションを展示いたします。
◆ブース 41・42

Dynabook(株)

（CIEC 会員）

研究室や事務用途向けの最新ノート PC と小型ロボット RoBoHoN を展示致します。RoBoHoN を使ったプロ
グラミング学習や通話・ニュースの読み上げ等，実生活をサポートする機能のデモンストレーションも
行いますのでぜひお越しください。

◆ブース 43

日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ(株)

（CIEC 会員）

Fortran 統合開発環境「Fortran Builder」
。Windows 版と Mac 版がございます。簡単な操作で Fortran
プログラムの編集，コンパイル，実行，デバッグが行なえます。
◆ブース 44

カームコンピュータ(株)

（CIEC 会員）

・Windows 系ファイルサーバーアクセス権の自動収集＆可視化＋監査支援ツール。
簡単かつ低コストでフォルダアクセス権の棚卸を実現。NTFS アナライザー（Windows）
・端末認証のなりすましを防ぐための生体認証。 指静脈で認証する @SECURE/fv（Mac/Windows 対応）
指紋よりも認識しやすく，安心して使えます。ぜひブースで体験してください。
・その他，IC カード認証，SSO，利用統計システムをご用意。
・本人を特定する認証技術を授業やシステムに組み込みたい先生方，IC カードや 静脈認証利用による
多要素認証システムをご検討の先生方，ご相談を受け付けています。
◆ブース 45

イータイピング(株)

e-typing contest はタイピングの大会を学校内で開催できる Web サービスです。タイピングのスキル向
上をイベントにして，楽しく，全員がスキルアップできることを目指しましょう。
◆ブース 46

(株)ワークアカデミー noa 出版

（CIEC 会員）

・自ら学び考える力を身に付ける情報授業をご提案
主体的な学びを促す「リファレンス動画付き Office テキスト」のご紹介。
・学外での学びや挑戦のきっかけ作りの場をご提供
“出会い×学び＝成長”を実感できる「ＵＭＥＤＡＩ」のご紹介。
◆ブース 47

(株)ラーニングシステム

レゴ・エデュケーションが開発したプログラミング教材。
レゴ社では年齢に合わせて 2 種類の教材を用意しています。
小学生向けのサイエンス＆プログラミング教材「WeDo2.0」と小学校高学年以上向けの「マインドスト
ーム EV3」です。
◆ブース 48

ESRI ジャパン

国内外で市場シェア No.1 を誇り，デスクトップ，クラウド，サーバ，モバイル，カスタムアプリケー
ションなど幅広い環境で利用可能な ESRI 社の汎用 GIS（地理情報システム）ソフトウェア「ArcGIS」
（ア
ーク・ジーアイエス）をご紹介します。教育機関向けには特別なパッケージ製品をご用意しております。
ぜひ展示ブースにお越しください。
◆ブース 49

(株)エーアイ

・誰でも簡単にナレーション作成。音声ファイル作成ソフト「AITalk 声の職人」
・PowerPoint®のスライドに簡単に音声をプラス！PowerPoint®専用アドインソフト「AITalk 声プラス」
◆ブース 50

サイバネットシステム(株)

STEM 授業向け教育支援パッケージ『MapleCLASS』のオンラインテスト/自動採点機能を，タブレット PC
やご自身のスマートフォンでご体験いただけます。無償の補助教材「線形代数学」もご用意！ぜひお立
ち寄り下さい。
「数学や物理学の概念をもっと分かり易く提示したい」
「学習者の関心を高め，演習に取
り組める機会を手軽に増やしたい」
「演習課題の作成・提供・採点・評価にかかるコストを低減したい」
『MapleCLASS』は，このような教育現場の声にお応えします。
◆ブース 51

Hoylu Japan(株)

Hoylu Suite は，クラウドベースのコラボレーションソフトウェアです。
時間や場所を問わず情報共有・共同作業をシームレスに実現しワークショップ，プロジェクト，研究の
効率化を実現します。

◆ブース 52

(株)技術評論社

プログラミング，ネットワーク，WEB，デザインに関連するＩＴ書を多数展示いたします。また最近大
人気の子ども向けのプログラミング書も展示する予定です。ぜひ当社ブースまでおいでください。
◆ブース 53

iJapan(株)

（CIEC 会員）

論文・レポートでの剽窃防止を通じて教育の質保証を担保するツールである，Turnitin 社のオリジナリ
ティチェックシステムをご紹介します。デジタル時代の文章指導に最適なツールです。
◆ブース 54

ソースネクスト(株)

POCKETALK は世界 74 言語に対応し，ボタンを押しながら話すだけで通訳がいるかのように会話ができる
AI 通訳機です。翻訳はクラウド上にある最新の翻訳エンジンを利用し，高度な処理を実現しています。
◆ブース 55

チエル(株)

Chromebook 対応クラウド型授業支援システム『InterCLASS Cloud』
①G Suite for Education と Chromebook に完全対応
②Chromebook を活用した一斉学習・協働学習に便利なツールを提供
◆ブース 56・57

西日本電信電話(株)

卒業証明書等をネット上で申請しコンビニで発行できるため，在学生・卒業生の利便性が向上します。
現金収納・郵送対応等職員様の窓口業務の負担，運用費用の負担軽減に貢献できます。
是非弊社ブースへお越しください。
◆ブース 58

日本データパシフィック(株)

（CIEC 会員）

・WebClass e-learning システム
日本の大学のニーズに応える授業支援システム。
・U-Assist e-learning 教材
簡単な操作でしっかり学べる！
・TypeQuick タイプ練習ソフト
タイピングは，社会で生きる必須科目！
◆ブース 59

日経 BP /日経 BP マーケティング

（CIEC 会員）

雑誌「日経パソコン」が提供するクラウド型の教育コンテンツサービスです。学生の IT リテラシー向
上，資格取得などに役立つコンテンツをお届けします。新しいコンテンツを随時追加するので，常に最
新の情報を入手できます。
◆ブース 60

(株)ナレロー

（CIEC 会員）

スマホ世代はパソコンスキルが低下！MS-Office の操作スキルを短時間・高精度で測定する「ナレロー
CAT（コンピュータ適応型テスト）Office365」！自分のレベルを知ることは学習への動機づけに効果的！
◆ブース 61

(株)トライワープ

（CIEC 会員）

大学や高校にて『先輩が教えるパソコン講座』の企画・運営を承ります。先輩ならではの視点で，本当
に必要な技術が習得できる講座をコーディネートします。学生にスキルを身につけてもらいたいとお考
えの皆様，ぜひ私たちにお任せください！
◆ブース 62

スキャネット(株)

（CIEC 会員）

スキャナで読めるマークシート「スキャネットシート」と関連ソフトウェア。
記述式テスト採点ソフトウェア「デジらく採点２」
。
◆ブース 63

(株)アスク

大学生協様向けの主力商品とさせて頂いております Synology 社製 NAS 単体と HDD 搭載キットを出展し，
研究室等に最適な手軽で高容量なデータストレージをアピール致します。

◆ブース 64

(株)エルモ社

エルモ社は，大学の講義やゼミで使用できるコンパクト書カメラ「MX-P」や新商品の Android 内臓の書
画カメラ「MA-1」
，授業支援ソフトウェア「xSyncClassroom」等を展示しております。
◆ブース 65

（株）アルファシステムズ

・PC 運用システム【V-Boot】
多台数の PC 管理に最適！管理者様の「こんなの欲しかった」を実現します。
・OS の混在環境で使える授業支援ソフトウェア【V-Class】
・新しい環境復元ソフトウェア【V-Recover】
◆ブース 66

(株)バッファロー

ポータブル HDD と違いディスクをヘッドでなぞる必要が無い為，データの入出力に要する時間がはる
かに高速でモーター等の可動部品を持たない為，耐衝撃に優れている新世代の外部記憶装置が SSD に
なります。
◆ブース 67

Kensington

Kensington は The Professional's Choice として，セキュリティワイヤーやトラックボールをはじめ
PC アクセサリー，ドッキングステーションなどを展示しています。Kensington 製品をブースで実際に
お試しいただけますので，足をお運びください。
◆ブース 68

(株)フォースメディア

高信頼性の QNAP NAS とノート PC も充電可能な Power Delivery 対応のモバイルバッテリの展示を行い
ます。QNAP NAS は操作・設定も容易で，データ書き込みが高速な NAS です。
Power Delivery 対応のモバイルバッテリは，スマホはもちろんのこと，MacBook などのノート PC の充
電も可能です。
【出展製品】
・大学生協特典付 QNAP NAS

(先出しサービス・HDD 返却不要サービス)

T453BE4NO30-S3-U
・USB Power Delivery 対応 モバイルバッテリ
JF-268PD60WUNP
◆ブース 69

ティーピーリンクジャパン(株)

最近話題のメッシュネットワーク製品をはじめ，コンシューマ一系のルータ一，中継器や無線子機，
法人向けのアクセスポイントやスイッチなど主要なネットワーク関連製品を多数展示。
◆ブース 70

テックウインド(株)

手のひらサイズにもかかわらずビジネスソフトから動画再生までこなす高性能の Intel 製 NUC
タッチパネルにも対応し，軽量で驚くほど薄いモバイルモニターの Gechic 製 ONLAP。
深度計測が可能な深度カメラ。深度センサ，RGB センサ，IR 投射器を搭載の Intel Realsense。
◆ブース 71

日本ＩＢＭ ＳＰＳＳ

IBM と共同出展し，SPSS をご紹介致します。SPSS のベーシックな機能や，応用的な使用方法などを，IBM
とともにご説明させて頂きますので，ぜひご覧ください。
◆ブース 72

ダイワボウ情報システム(株)

・
【WiMAX】国内での高速通信なら WiMAX ご購入後，Web 開通手続きで 30 分後から利用可能
・
【世界ルーター】国内も海外もこれ１台！世界中でインターネット音声・文字表示付きの翻訳機能付
当日は最新機種をご用意しご来場をお待ちしております。

◆ブース 73

日本通信(株)

つながりやすいドコモネットワーク対応のモバイルデータ通信商品，b-mobile です。容量別 SIM カー
ドや，便利に使える WiFi ルーターなど，充実のラインアップにてご案内いたします。
◆ブース 74

(株)トレミール

SoftBank（Y!mobile）製品を中心に無制限ルーター・世界ルーターを取り扱うトレミールです。
今日では通信のみならず，IoT 商品・音声翻訳機・ドローン・デジタル顕微鏡など幅広い分野での商品
取り扱いを始めました。 お探しの商品がここに！お客様に寄り添うトレミールを目指します。
是非，ブースにお立ち寄り下さい。
◆ブース 75

マスプロ電工(株)

ＶＲ対応３６０°アクションカメラの展示を行います。
「４ＫＶＲ３６０」は，前方・半天球・全天球
の撮影ができる，１台３役のアクションカメラです。前方撮影は１９７°の広角撮影が可能で，ＨＤＭ
Ｉ出力によりライブ配信にも使用できます。
◆ブース 76

バルコ(株)

ClickShare は教室や研究室，会議室にて映像端子を問わずケーブルレスで PC 画面をプロジェクターや
モニターに伝送が可能になるシステムです。ソフトやネットワークも必要としません。iPhone, iPad,
Android などのモバイルデバイスも伝送できます。
◆ブース 77

GN オーディオジャパン(株)

会議用スピーカーフォンをはじめ，最新のフルワイヤレスイヤホンやヘッドセットを展示させていただ
きます。
◆ブース 78

(株)アイ・オー・データ機器

安定した共有ファイルへのアクセスを，NW 負荷を削減することで実現するクラウドと連携可能な NAS，
及び，PC と USB Type-C ケーブル一本で接続可能な，23.8 型 Type-C 対応ディスプレイを展示致します。
◆ブース 79

丸善雄松堂(株)

①「熟考」→インターネットと人工知能が融合した次世代オンライン自動翻訳，特許・医学・バイオ・
化学・電気電子・ＩＴ・機械などの科学技術文書の効率化・翻訳コスト削減を実現。
②「論文校正・翻訳サービス」→専門分野ネイティブによる研究論文やビジネス文書の英文校正，学術
論文や紀要など専門知識が求められる翻訳から，シラバス・講座テキスト・入学案内・留学生向け資料・
web サイト上の文章など，大学内の諸々各種資料の翻訳に幅広く対応。
③「栄養 Pro」→操作簡単で高機能な栄養管理ソフト。
◆ブース 80

(株)大学生協事業センター

（CIEC 会員）

・論文作成支援ソフト EndNote X9
文献情報の収集/管理と論文作成支援のためのソフトです。PubMed などのオンラインデータベースや
電子ジャーナルから文献情報を簡単に取り込む事が出来ます。MS Word 上で EndNote を操作し，論文
原稿の文中引用表記と参考文献リストを各雑誌の投稿規定に合わせて自動作成する事も出来ます。
◆ブース 81

アカデミックソフト（Academic-soft.com) / JUCA, Inc.

アカデミックソフト（Academic-soft.com）は，大学生協様の「輸入ソフトウェアは大学生協で」事業
のパートナー。大学，研究所などに人気の高い，統計，化学分野，心理学，QDA，シミュレーション，
３D オブジェクト生成，医療系ソフト等，取扱いの多い輸入ソフトをご紹介するとともに，
Academic-soft.com が日々行っているお客様ご希望の輸入ソフト調達業務についてもご案内いたします。

