IT フェア 紹介
日時：8 月 21 日（10:00～17:00）
会場：学生会館ホール・ラウンジ
◆ブース 1・2
（株）沖データ
商品のご紹介
①新発売の A3 カラー複合機
②A3 複合機と同様の高いパフォーマンスを実現した A4 カラーLED 複合機 MC780 シリーズ
③プロの現場に，
美しい革命。
5 色印刷に対応したフラッグシップカラーLED プリンタ
「MICROLINE VINCH C941dn」
◆ブース 3
シャープビジネスソリューション（株）
80V 型 BIG PAD の新製品です。
新方式のタッチパネルの採用で，画面のフルフラット化を実現し，操作性も向上致しました。
マルチボード機能を新搭載，縦置きも可能となりました。是非，ブースにお越し下さい。
◆ブース 4
キヤノンマーケティングジャパン（株）
大学を始めとする教育分野で「ものづくり」教育ツールとして注目されている 3D プリンタ―ですが，実社会
においても急速に活躍の場を拡大しています。一例として，製造分野における「デザイン検討」
「機能検証」
「試
作」
「モックアップ」
，建築分野における「プレゼン用建築模型」
，医療分野における「術前検討」
，先端研究分
野における「テストパーツ」
「治具」などがあげられます。
キヤノンマーケティングジャパンは「2012PC カンファレンス（於：京都大学）
」から『3D プリントシステム』
の継続ご提案をさせて頂いています。
今年は 3D システムズ社から発売中の「Cube」シリーズ最強 3D プリンタ―，
「Cube PRO」の実演展示をさせて
頂きます。パーソナルユースからプロダクトデザインまで幅広く対応する「Cube PRO」の立体造形過程を，実
際にご確認ください。キヤノンブースまでお運びいただけますよう，よろしくお願い申し上げます。
◆ブース 5・6
ASUS JAPAN（株）
最新の製品を展示し，フューチャースクール政策に最適なトータルソリューションをご紹介します。
教育機関におすすめの Chromebook や根強い人気の 2-in-1 モバイルノート PC など，ASUS JAPAN だからこそ提
案可能な製品をご紹介しておりますので，是非この機会にブースへお立ち寄りください。
◆ブース 7・8・9
パナソニック システムネットワークス（株）システムソリューションズジャパンカンパニー
①堅牢ノート PC レッツノート・頑丈タブレット
②４K 堅牢液晶ディスプレイ
③遠隔講義 HD 映像コミュニケーションシステム
④衛生管理が求められる空間へ 業務用空間清浄機
◆ブース 10
日本通信（株）
大学生協様向け b モバイル・4G データ通信サービス商品(VAIO® Phone，WiFi ルーター，SIM カード等)をご案
内します。新製品，定番商品に加え特別限定商品を，最新情報とともにご提案いたします。
◆ブース 11
（株）トレミール
Ｙ!ｍｏｂｉｌｅ製品を中心に扱うトレミールで御座います。
Ｙ！Ｍｏｂｉｌｅ製品以外では，海外 41 カ国に対応したライセンスパックやプリペイド式衛星電話など日本
国内だけではなく，海外での利用を想定した商品も行っております。
今後，海外の学会参加や出張などのアウトバウンドや留学生や訪日外国人向けのインバウンドに是非弊社の商
品をご検討下さい。
◆ブース 12
EIZO（株）
①デュアルディスプレイで快適な PC 環境を先進フレームレスデザイン採用の EIZO 液晶ディスプレイとエルゴ
トロンのデュアルアームがコラボレーション
EIZO/エルゴトロン EV2455-BK-UN 2 台＋LX デュアルアーム(45-248-026)
②ちょっと足りない・・・を完全解消
作業効率アップにつながる，全く新しい横縦ワイドの 27 型正方形ディスプレイ
EIZO EV2730Q-BK
"
◆ブース 13
Ergotron
（CIEC 会員）
エルゴトロン製品
①デスクマウントアーム モニターを自由自在に昇降，
左右，
前後に移動可能で 10 年間のメーカー保証の製品。
②MacBook 用のデスク取付アーム MacBook などノート PC を使用者の任意の高さに調整して使用可能。
③生徒用の昇降式デスク 立っても座っても PC 操作が可能なデスク。アクティブラーニングに最適な製品。

◆ブース 14
（株）プリンストン
（CIEC 会員）
Tidebreak コラボレーション・ソフトウェアは，複数の PC を利用して学生同士や講師との活発な協働学習や
ディスカッションを可能にする，最新かつ実践的なアクティブラーニング向けソリューションです。
◆ブース 15
（株）大学生協事業センター （CIEC 会員）
大学生，教員を対象とし開発をした電子書籍ビューア（専門書学習ビューア）のデモ，説明を行います。学生
が授業前の事前学習，授業後に復習をする際を想定し，便利な機能を搭載をした電子書籍ビューアです。また，
先生の立場からは，学生の学習状況（履歴など）も確認ができる機能も搭載します。反転授業を実施するプラ
ットフォームとしての活用も想定できます。この電子書籍ビューアの特徴は何よりも「学生自身の能動的な学
び」を支援することを目的に開発をしたことです。ぜひお立ち寄りください。
◆ブース 16
日本ヒューレット・パッカード（株）
日本市場向けに開発した最新のモバイル PC，無線ドッグとの連携によりタブレットの軌道力を活かしながらも
通常はノート PC として活用できる 2in1 タブレット，さらには 1 分間に 70 枚印刷可能な世界最速のビジネス
インクジェットプリンターの HP だからこそ提案可能な PC,プリンターを事例を交えご紹介しておりますので，
是非この機会にブースへお立ち寄りください。
◆ブース 17
ダイワボウ情報システム（株）
モバイルインターネットの決定版「WiMAX２＋」の最新ラインナップを展示。
校費購入が可能なプリペイド式商品や WiMAX2+の最新動向をご紹介。
外出時の通信インフラとしてご検討ください。
◆ブース 18
日経ＢＰ社 日経ＢＰマーケティング
（CIEC 会員）
プログラミングのテキストをはじめ，MOS 2013 攻略問題集，情報利活用シリーズなど日経 BP 社の新刊を多数
展示します。クラウドサービス「日経パソコン edu」
，カスタム教科書なども紹介します。
◆ブース 19・20
富士ゼロックス（株） （CIEC 会員）
①【Cloud On-Demand Print】は，クラウドサービスを利用したオンデマンドプリント（どこでもプリント）
です。PC やタブレット端末から手軽にプリントでき，学内外のメンバーで複合機共有など，より快適な印刷環
境を提供します。
②【授業支援ボックス】はテストやレポート，出席票などの紙文書をスキャンし，学習支援システム(LMS)に
登録するシステムです。教員の手間を軽減し，スピーディーなフィードバックで学生のモチベーション向上に
寄与します。
◆ブース 21・22
東芝情報機器（株） （CIEC 会員）
生徒・児童一人につき 1 台の情報端末配備を推進していく 2020 年に向けて，最新の教育 ICT 商品をご紹介し
ます。まるで鉛筆で書いているような書きごこちを実現した電磁誘導式タブレットや，手書きと ICT を融合し
た dynabook デジタルノート@クリエイターズ等，今後の教育 ICT を協力にバックアップする商品を展示いたし
ます。
◆ブース 23
ソニーマーケティング（株）
ソニー法人向け VAIO のご紹介
軽量薄型のモバイル PC，VAIO Pro シリーズ，TDP28WCPU 搭載の Windows モバイル VAIO Z。
動画編集，RAW 画像編集で Adobe 等のソフトウェアを快適に操作できる VAIO Zcanvas。
幅広いラインアップをご用意しております。
デジタルペーパーのご紹介
論文添削/査読に最適なデジタルペーパーを展示いたします。
A4 サイズがほぼそのまま読める 13.3 型の大画面，薄型軽量ボディに，ロングバッテリーを搭載しております。
是非書き味をご体感下さい。
◆ブース 24
レノボ・ジャパン（株）
世界最小デスクトップパソコンである ThinkCentre Tiny など，法人様向けデスクトップパソコン各種
ウルトラブック，モバイルパソコン等の，法人様向けノートパソコン ThinkPad シリーズ各種
ThinkStation(ワークステーション)各シリーズ
堅牢性重視の Windows 搭載 Tablet である ThinkPad 10
◆ブース 25・26
エプソン販売（株）
大学様にて様々なシーンで活用頂ける話題のエプソン最新の製品を展示致します。是非お気軽にブースまでお
立ち寄りください。

◆ブース 27・28・29
リコージャパン（株）
普及が進む「3D プリンタ」
，低コストで導入できる小型機から研究室向け高機能機まで幅広くご紹介します。
「使える電子黒板！」簡単操作で滑らかな書き味。誰でも使いこなす事の出来る操作を是非ご体感下さい。
◆ブース 30
デル（株）
PC 教室，e-ラーニング，Web 学習，講義支援など，教育現場の様々なシーンで活用される IT 技術を Dell はご
提供します。
今回はその中から PC，タブレット，ワークステーションといった端末機器の最新製品をご紹介します。
◆ブース 31
日本エイサー（株）
注目の ChromeBook を紹介します。
世界で急速にシェアを伸ばしている ChromeOS。新時代の Chormebook が速さと快適性，安全性を備え，別世界
の使い心地をもたらします。
◆ブース 32
グローバルソリューションサービス（株）
グローバルソリューションサービス株式会社（GSS）は，大学生協様のパソコンサポートサービスをお手伝い
しています。
①パソコンの突然の故障は『クイックガレージでパソコン修理』
②パソコン延長保証の『QG-Care アカデミック版』
③ウィルスや故障時のデータ救出サービス『データリカバリー』
④ノートパソコンの劣化したバッテリーを再生します『変身！バッテリーリカバリー』
⑤故障したパソコンなどのハードディスクを外付けハードディスクに再利用『ハードディスク引越サービス』
⑥研究室のネットワーク構築・障害復旧『ネットワークサポート』
⑦パソコンの困ったをサポート『パソコン電話サポート』など，大学生協様のサポートをお手伝いする数々の
ソリューションサービスをご紹介します。
パソコンのご利用にあたり，お困りのことがあればぜひ私ども GSS にご相談ください。
◆ブース 33・34
日本マイクロソフト（株）
日本マイクロソフトが発表した OS「Windows 10」
，タブレット端末「Surface 3」および「Surface Pro 3」そ
の他各種プラットフォームが実現する，教育機関の皆様への効果的な事例，それらを活用したさらなる変革の
可能性などについてご紹介させていただきます。
◆ブース 35・36
スターテックドットコムジャパン（株）
IT プロフェッショナルにも探しにくいコネクティビティ部品
トラベル用ドッキングステーション，SurFacePro3 用 MST ハブ，サンダーボルト用ドッキングステーションな
ど。
◆ブース 37
（株）ワイ・イー・シー
（CIEC 会員）
タブレット PC/スマートフォン対応のスイッチバック充電システムは，従来のタイマー方式と大きく違いバッ
テリーの寿命，低消費電力が大幅に改善され，常に使用出来る様充電状態をチェックした装置です。また PCAID
Ⅳは PC のバックアップが基本機能ですが，この機能を更にアップし，診断・データ移行・消去・キッティン
グに対応したエキスパートツールです。
◆ブース 38
アドトロンテクノロジー（株）
カバンに入れて，手軽に持ち運べる超軽量，超コンパクトサイズの LED モバイルプロジェクターQUMI シリーズ
をご紹介いたします。
◆ブース 39
北海道総合通信網（株）
ブラウザだけで使える仮想デスクトップ，ファイル交換サービス，HD でのビデオ会議システムを中心に，様々
なソリューションを展示します。
また，SINET を使ったソリューションの実例についてもご紹致します。
◆ブース 40
（株）富士通パーソナルズ
（CIEC 会員）
①カラーイメージスキャナ『ScanSnap』展示
タブレットやスマートフォンとの連携による，スマートな文書管理や研究室への導入に最適な文書管理のカタ
チをご提案いたします！
②最新パソコンを展示
大学生協 カタログショッピングに掲載されているパソコンをご紹介いたします！

◆ブース 41
スキャネット（株）
（CIEC 会員）
スキャナで読み取れるマークシート「スキャネットシート」を展示します。
大学での出席管理・記述式試験，高校でのセンター試験対策，中高でのアンケート集計にご利用頂けます。
中高向けの記述式試験採点ソフト「デジらく採点」も展示します。
◆ブース 42
（株）内田洋行
（CIEC 会員）
PF-NOTE
授業収録に合わせて講師や学生の反応を，瞬時に記録・再生ができるフィードバックツール。
授業の様子を映像で客観的に分析，学生全員の意見を簡単収集できる。
◆ブース 43
ブラザー販売（株）
情報機器分野ではプリンターのイメージの強い弊社ですが，最近はその開発フィールドを広げています。今年
はコンパクトかつ高スペックのカラー複合機，PC レスを追求したポータブルスキャナ-，専用機器不要の WEB
会議システムを紹介いたします。
◆ブース 44
（株）ムトーエンジニアリング
MUTOH の提供する 3D プリンタ，MF シリーズは，性能の高さと確かなサポート体制で様々な分野の要求に的確
にお応えしています。
MF-1100 は，内製ヘッドを搭載し 3 ㎜径自社開発ヘッドを採用。また，LED ライトを標準搭載しております。
MF-500 につきましては，小型・低価格・高精度になっております。
◆ブース 45
日本 3D プリンター（株）
二年連続使いやすさ No.1 を受賞した UPPlus23D プリンター。プラットフォームの自動水平・高さ調整機能搭
載，独自方法でのサポート生成など，高精度を実現！
更に上位機種の UPBox，そして 10 万円以下の小型機種 UPMini もご用意！
◆ブース 46
（株）アイ・オー・データ機器
ポケットサイズのパソコン Compute Stick を使ったソリューションと，研究室のデータの共有，保存に最適な
NAS「LANDISK H」シリーズ，その他製品のご紹介させていただきます。
◆ブース 47
マルツエレック（株）
電子部品・半導体の見積もり・調達サービスをご提供中のマルツエレック株式会社では，大学で人気の開発ツ
ールや教育教材を出展します。基板製造や回路シミュレーションなど，研究をサポートするサービスについて
も展示を行います。
◆ブース 48
（株）ヒューリンクス
知識ベース搭載の計算エンジン Mathematica，汎用量子化学計算ソルバ Gaussian09 と専用 GUI の GaussView，
国内 10 万人以上が愛用の KaleidaGraph，豊富なデータ解析機能を誇るグラフ作成ソフト IGOR Pro 他をご紹介
します。
◆ブース 49
（株）モリサワ
（CIEC 会員）
あらゆるコンテンツのデザイン性・可読性を向上させる，プロデザイナー仕様の『文字(フォント)』をご紹介
します。
①学生・教職員用のフォント製品や，学校設備向けフォント製品のご紹介。
②WEB デザイン向け書体が追加料金なしで使える新プランのご紹介。
③今年もいろいろな『文字』グッズノベルティを配布します。
◆ブース 50
（株）シマンテック
（CIEC 会員）
昨今，組織の機密情報を狙ったサイバー攻撃が非常に増加・巧妙化しております。シマンテックは日々変化し
ていくサイバー攻撃に対して，効果的な防御策をご提供し，お客様の安心と安全を実現いたします。
◆ブース 51
（株）大学生協事業センター バーシティウェーブ事業部
（CIEC 会員）
論文作成支援ソフトとして広く利用されている EndNote のデモ，説明および使用方法のご相談をお受けいたし
ます。また，大学生協の無い教育機関に所属されている，学生教職員に向けて，バーシティウェーブで販売し
ているソフト全般の宣伝を行います。
◆ブース 52
アカデミックソフト(Academic-soft.com) / JUCA, Inc.
大学生協様のパートナーとして「輸入ソフトウェアは大学生協で」事業をお手伝いしているアカデミックソフ
ト（Academic-soft.com）です。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 が行
っているお客様ご希望の輸入ソフト調達についてご案内いたします。

◆ブース 53・54
カシオ計算機（株）
独自開発したレーザー＆LED ハイブリッド光源を搭載。時代が求める環境性能，コストパフォーマンスを高め
る長寿命光源。これからのビジュアルコミュニケーションを担うプロジェクターのネクストスタンダードがこ
こに誕生。
◆ブース 55
トーワ電機（株）
【デスクサイドに置ける高速ディープラーニングマシン】
DeepLearning BOX
DeepLearning BOX は日本で初めてディープラーニング GPU トレーニング・システムの「NVIDIA® DIGITS™ソフ
トウェア」の再配布ライセンスを取得し，同ソフトがプレインストールされた深層学習(DeepLearning)研究の
スピードアップ・プラットフォームとなるオールインワンモデルです。
大変難しい深層学習研究において，高効率で高いパフォーマンスを発揮できるよう，Deep Learning BOX の部
品は 4 基搭載された TITAN X GPU はもちろんのこと，メモリから I/O,電源にいたるまで，全てが最適化されて
います。
◆ブース 56
（株）朝日ネット
（CIEC 会員）
manaba(マナバ)は，親しみやすい UI で教育機関における導入実績は 250 になりました。近年の ICT 教育の動
向に照らし合わせた manaba の最新導入事例と，2014 年より提供を開始した，英語力や情報リテラシー教育等
に活用出来る manaba と連携した他社サービスについてご紹介いたします。
◆ブース 57
日本ポラデジタル（株）
①グラフィックソフトウェア「Canvas15」
テクニカル・イラストレーション，イメージ編集，ページレイアウトを 1 つのプログラムに搭載した統合グラ
フィックソフトです。
②グラフ作成ソフト「DeltaGraph7」
「80 種類以上のグラフ種類」
「豊富なグラフ編集機能」を備えたグラフ作成ソフトです。
◆ブース 58
パラレルス（株）
Mac の運用・管理ツール『Parallels Desktop for Mac Business Edition』
，
『Parallels Mac Management for
Microsoft SCCM』他を展示します。
◆ブース 59
サイバーリンク（株）
ビデオ編集・写真編集・動画再生・ライティングソフトなどのマルチメディアソフトウェアや顔認証ログイン
ソフト（セキュリティ関連）のご紹介をいたします。また，タブレット，スマートフォン用のアプリなどのご
紹介もいたします。
◆ブース 60
サンワサプライ（株）
（CIEC 会員）
教育現場への導入が加速するタブレットに関するサプライ品(キャビネット，ケース，タッチペン etc）を展示
致します。タブレットをより便利で快適にご利用頂ける製品を多数ご用意致します。
◆ブース 61
金沢電子出版（株）
ｅラーニング教材として，ルーブリック評価などの「教職員向け FD 教材」
，数学の復習などの「リメディアル
教材」を各種展示いたします。
また，既存システムのクラウド移行，各種クラウドサービスの展示・ご提案をいたします。
◆ブース 62
（株）ワークアカデミー ｎｏａ出版
（CIEC 会員）
反転授業で使える，テキストと連動した「Web 教材 NESS」や Web テスト付きの教材をご紹介。また，大学での
アクティブラーニング授業の取り組み事例や新しく始まるｅラーニング講座（各種資格や公務員試験対策講座，
ビジネス講座）などもご紹介します。
◆ブース 63・64
日本データパシフィック（株）
（CIEC 会員）
①「TYPEQUICK」 キーボードトレーニングソフト
②e-Learning コンテンツ「U-Assist」 大学生のための e-Learning コンテンツ入門シリーズ
③「WebClass」
Linux ベースのインターネット教育システム
◆ブース 65
（株）ナレロー
（CIEC 会員）
ナレローは，情報リテラシー教育での反転授業に最適な教材です。反転授業は，予習が前提です。
クラウド型成績管理ナレロープレミアムシステムは，「本当に予習してくるだろうか？」という不安を解消し
ます。

◆ブース 66
（株）アルファシステムズ
①『V-Boot』
ネットブート型パソコン運用システム。
PC 教室や無線 LAN 環境での貸出ノート PC のメンテナンスコストを大幅に削減。
1 台の PC をセッティングするだけで，全台の PC をメンテナンス。
②『V-Class』
授業支援ソフトウェア。
Windows/Linux/Mac のマルチ OS 対応で，OS の混在環境にも対応。
インストールするだけ！専用サーバ不要。
◆ブース 67
PHILIPS（MMD Singapore Pte Ltd.）
19 インチデュアル液晶ディスプレイ
40 インチ 4K 液晶ディスプレイ
◆ブース 68
メガソフト（株）
テキストエディタ「MIFES 10」
テキストデータを高速に読み込み，編集作業を軽快に行えます。
プログラミング，原稿作成，Web 制作など，様々な分野で使用されている高機能テキストエディタです。
◆ブース 69
（株）バッファロー
11ac 規格無線ルーターでバッファロー最高性能モデルが登場。また，IC カードでセキュリティー管理ができ
る耐衝撃ポータブルハードディスクや，従来製品に比べて 2 倍の高速転送性能を実現した SOHO 向けネットワ
ークハードディスク（NAS）のご案内を致します。
◆ブース 70
カームコンピュータ（株）
（CIEC 会員）
Mac/Windows 対応のセキュリティー製品のご紹介。
①指紋認証 USB デバイス 「@SECURE/fc」
②IC カードログインシステム「@SECURE/SC」
③ログ管理システム「@SECURE/Audit for Education」
④クラウドストレージ向けファイル共有ソリューション「@SECURE/fe」
◆ブース 71
CSE（株）
デジタル教科書制作・配信を提供します。
日本・韓国での導入実績多数！
マルチデバイス対応で教材の配信から，図書館の電子化まで配信出来ます。
新開発機能：テンプレート＋DB で効率よく教材をデジタル化できます。
◆ブース 72
サイバネットシステム（株）
数式処理・数式モデル設計環境｢Maple｣
数式処理エンジンを利用したオンライン学習システム｢Maple T.A.｣
◆ブース 73
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 Builder for Windows 及び Fortran Builder for Mac をご紹介いたします。
◆ブース 74
CompTIA 日本支局 / （株）ウチダ人材開発センタ
就職の強い味方となる IT スキルを育成する「CompTIA IT Fundamentals」を中心に，学生時代に身に付けてお
きたいスキルとその育成方法をご紹介します。

