
日時

会場

2013 年 5 月 8 日 ( 水 )

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

10：30 ～ 17：00　【受付】 10：15

大阪支店　17・18 F
大阪府 大阪市 北区 梅田 3-3-10 梅田ダイビル 17・18F

RAKAN
Cloud fair　
2013
～ 実現されたクラウドによるオフィスの IT 改革 ～

豪華賞品が当たる！豪華賞品が当たる！
などのなどの

大抽選会も開催！大抽選会も開催！

i Pad minii Pad mini

交通： JR 大阪駅 桜橋口より 徒歩 10 分　　地下鉄四ツ橋線 西梅田駅より 徒歩 5分



らかんクラウドフェアの見どころらかんクラウドフェアの見どころ

出展企業出展企業 

導入事例から見るデスクトップ仮想化

ITのクラウド化により注目が集まっている
デスクトップの仮想化。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
PC やタブレットの紛失による情報漏洩対策、運用コスト
削減、外部から社内へセキュアな環境でアクセスできる
ことによる業務効率化といった様々なメリットがある中、
ユーザー様にとって一番のメリットは一体何なのか。
実際の導入事例を基に最適なオフィスの
仮想化ソリューションをご紹介致します。

クラウドソリューション
「クラウド」というキーワードは近年の
IT 業界では欠かせないものとなりました。

昨年の「らかんクラウドフェア」から
約１年の間に市場では新しいクラウド
ソリューションが発表されております。

最新のクラウドソリューションの
導入事例を基にご紹介致します。

NEW!

最新タブレット PC

iOS・Androrid・Windows8 といった
今春最新のタブレットを多数展示させて
頂いております。

実際に手に持って、最新の機能を
是非体感してみてください！

導入事例から見るオフィス電力削減

2013 年 4月から実施される関西電力の電気代
値上げにともない電力削減をご検討されている
ユーザー様もいらっしゃる中、
最善な電気削減は一体何なのか？

実際の導入事例から見る
最新のオフィスの電力削減
ソリューションをご紹介致します。

Work
Shop

ワークショップ
この度、出展している各企業による
ワークショップを開催！
商品説明だけでなく、実際の導入事例を基に
近年のオフィスの IT 化の背景や効果、
活用事例をご紹介致します。
ご興味のある方は是非御参加ください。

最新のセキュリティ対策

ITのクラウド化が促進していく中、
セキュリティ対策はオフィスのクラウド化促進と
ともに注目が高くなっております。

近年のクラウド化を背景にした
今後のオフィスに必要な最新の
セキュリティ対策をご紹介致します。

Okum
ura

Okum
ura

主催：株式会社オクムラ
協賛企業：キヤノンマーケティングジャパン株式会社
　　　　　T4U株式会社
出展企業：KDDI 株式会社　株式会社日立ソリューションズ
株式会社ジャストシステム　2X Software
Fujian Centerm Information,Co.Ltd　日本セーフネット株式会社
インフォメーションサービスフォース株式会社　アイベクス株式会社



セミナーのご案内セミナーのご案内 Okum
ura

18F セミナールーム
10：40 ～ 11：10

11：20 ～ 12：00

13：00 ～ 13：45

14：00 ～ 14：45

15：00 ～ 15：45

BCP( 事業継続計画 ) に対応した柔軟なプライベートクラウドを
迅速に構築できる新しいクラウド基盤サービス
「KDDI クラウドプラットフォームサービス（以後 KCPS）」のご紹介、
及び KCPS にて実現可能なソリューションについてご紹介します。

今後のシンクライアント環境の重要構成要素のひとつに、
オフィスソフトがあります。
当社では、昨年販売開始となったジャストオフィスが
最有力であると考えております。
その結論に至った経緯と理由をお話しいたします。

競争激しい市場環境で優位性を維持するには、迅速且つ正確な情報共有と
意志決定が重要です。本セッションでは、
HitachiAdvancedCollaborationSystemを活用し、部署や地域を横断した
組織間の一体感を生み出し、Time-to-Market を短縮するソリューションを
ご紹介します。

クラウドの普及により業務環境が変化し、情報漏洩経路も
多様化しています。
本セミナーでは、クラウド環境のセキュリティ対策として
求められる操作ログの導入のポイントと操作ログの意外な
活用方法を事例を交えてご紹介いたします。

SafeNet では認証業界における 20 年以上のマーケットリーダーとしての経験を生かし、
クラウド時代にマッチした新しい認証の形となるサービスを提供します。自社システム
及び複数のクラウドシステムのログイン認証を単一のサービスにより一元化させて認証
セキュリティを容易に実現します。本サービスでは、認証に必要な仕組みをクラウド
ベースで提供しているため、認証サーバ構築やライセンス購入の初期費用は不要です。

堀口 勝弘 株式会社オクムラ T4U 株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

中橋　治 様
クラウド仮想デスクトップサービス、らかんで実現するクラウドの世界

スマートデバイス+既存資産が実現する 顧客感動と効率化
 ～現場視点のクラウド活用術～

Time-to-Market を短縮する真のコラボレーション環境
Hitachi Advanced Collaboration System（ACS) のご紹介

「KDDI クラウドプラットフォームサービスのご紹介」

クラウド時代のログ活用　～今求められるログとは何か～

Canon オフィスツアー

クラウド仮想デスクトップサービス、らかんを中心としたクラウド環境の実現　時代のキーワードは「クラウド」
本セミナーではクラウドが出現した背景や、現状の課題、クラウドに要求されるテーマを中心にご説明します。
クラウドの効果を最大限に引き出すらかんのソリューションをご紹介します。

代表取締役常務取締役

キヤノンマーケティングジャパン大阪支店におけるオフィス改革の経緯を様々な取り組み事例を交えて
プレゼンテーション形式でご紹介いたします。

スマートフォンやタブレット端末といったスマートデバイスの普及により、いつでも、
どこでも必要な情報やモノが手に入る時代になりました。とはいえ紙文書でやり取り
される従来型の商習慣はまだまだ多く存在します。新しいモノと従来のモノを
組み合わせて簡単に課題を解決できないか？本セミナーでは外出先や自宅でも職場の
パソコンが操作できるリモートデスクトップと最新デジタル複合機の組み合わせで
実現するセキュアで効率的な顧客対応事例をご紹介し、コミュニケーション向上と
顧客感動を実現する現場視点での取り組みをご案内させていただきます。

株式会社オクムラ

ＫＤＤＩ株式会社

株式会社　日立ソリューションズ

カスタマーサポート事業部

クラウドソリューション部

プロダクトソリューション事業部　ＳｔａｒＢｏａｒｄソリューション本部

居相 耕司 
アイベクス株式会社 プロダクツ事業部
津崎 武史 様

次世代クラウド型 2要素認証サービス「SafeNet Authentication Service」のご紹介
 ~ 日本市場へ初上陸。ワンタイムパスワード認証のコスト＆運用を 90%軽減。

日本セーフネット株式会社 エンタープライズ事業部

システム部

高橋 実 様藤田 大輔 様

シンクライアントを意識したジャストオフィスの利点

株式会社伊丹教育センター
藤 慎治 様

篠崎 雅宏 様



ワークショップのご案内ワークショップのご案内
Okum

ura

Okum
ura

17F ショールーム

お問い合わせお問い合わせ
株式会社オクムラ システム事業部　らかんクラウドフェア企画課

TEL  ：072-964-2266　FAX：072-964-3885 E-mail：rakan-info@oa-okumura.co.jp

11：00 ～ 11：20

11：30 ～ 11：50

13：00 ～ 13：20

13：30 ～ 13：50

14：00 ～ 14：20

14：30 ～ 14：50

15：00 ～ 15：20

15：30 ～ 15：50

◆ FAX 業務・スキャン業務・プリント業務の効率向上・コスト削減策をご紹介

◆ キヤノンのクラウドサービスによるHOMEによるオフィスソリューション

◆ 「みまさか販売 2013」リリース発表（2013.04.01 発売予定）

◆ 「KDDI クラウドプラットフォームサービスのご紹介」

◆ クラウド仮想デスクトップ ソフトェア　2Ｘのご紹介

◆ 何が違う？クラウド時代の操作ログ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

インフォメーションサービスフォース株式会社

KDDI 株式会社

T4U株式会社

アイベクス株式会社

T4U株式会社

・FAX文書の電子化で快適オフィス術
・スキャン文書の活用術
・見栄えよし！無駄なしプリント術

①MFP・iPad とクラウドストレージ連携で実現する FAX 業務改善ソリューション
②BCP ソリューション ・クラウドストレージバックアップ ・従業員の安否確認
③セキュリティ対策  ・MDMによるスマートフォン管理 ・UTMによる出入り口対策

■会社概要　■美作／みまさかの沿革
■基幹業務アプリケーション「みまさか販売 2013」の特長
　①導入実績　②システム連動イメージ　③ＥＲＰパッケージ市場／ポジション
　④システム構成　⑤システムの継続性　⑥今後の予定

BCP( 事業継続計画 ) に対応した柔軟なプライベートクラウドを迅速に構築できる
新しいクラウド基盤サービス「KDDI クラウドプラットフォームサービス（以後
KCPS）」のご紹介、及び KCPS にて実現可能なソリューションについてご紹介します。

クラウド環境でも情報漏洩対策、監査対策として操作ログの取得は必要不可欠です。
今までの環境との違いは何か。どのようなログが求められるのか
クラウド時代のログ取得のポイントをご紹介いたします。

外出先から社内の PCを操作できる「リモートデスクトップサービス」を企業に
導入する上で、もっとも重要視すべきポイントは一体何なのか？
今春にリリースされた「2X ADVANCE」を元に企業に最適なサービスをご紹介します。

◆ コストパフォーマンス重視の電気料金値上げ対策！！
株式会社環健

電気料金の値上げが開始され、各企業の電気料金の増加が不安視されています。
電気料金を抑えるためにどのような対策が考えられるのか？
具体的な方法とその効果をご紹介します。

◆ コストパフォーマンス重視の電気料金値上げ対策！！
株式会社環健

電気料金の値上げが開始され、各企業の電気料金の増加が不安視されています。
電気料金を抑えるためにどのような対策が考えられるのか？
具体的な方法とその効果をご紹介します。

◆ オフィスソフトの導入や運用コストを大幅削減！
　 Office 互換ソフト [JUST Office2] ご紹介
MS-Office との今までにない高い互換性を実現。また、導入・運用・管理の
全てのコスト削減につながり、国内メーカーの安心のサポートがついた
新しいオフィスソフトです。

◆ ビジネス活用に最適なリモートデスクトップサービスの無料版と有料版の違いとは？
株式会社オクムラ

株式会社ジャストシステム

◆ オフィスソフトの導入や運用コストを大幅削減！
　 Office 互換ソフト [JUST Office2] ご紹介
MS-Office との今までにない高い互換性を実現。また、導入・運用・管理の
全てのコスト削減につながり、国内メーカーの安心のサポートがついた
新しいオフィスソフトです。

株式会社ジャストシステム

◆ 何が違う？クラウド時代の操作ログ
アイベクス株式会社

クラウド環境でも情報漏洩対策、監査対策として操作ログの取得は必要不可欠です。
今までの環境との違いは何か。どのようなログが求められるのか
クラウド時代のログ取得のポイントをご紹介いたします。

アジアパシフィックＮｏ．1のシンクライアントメーカー、Centermのシンクライアント端末、
パソコンもシンクライアントも管理可能なクライアント管理ソフトウェア、CDMSをご紹介します。
クラウド移行しても、端末の管理は課題として残ります。
サーバだけでなく、端末の管理を行なうことにより企業の運用負担を大幅に軽減いたします。
シンクライアント端末はショールームでも実機をご覧いただけます。

2014 年 4月にWindowsXP サポート切れを控え、今年最大の注目を浴びている仮想デスクトップ。
いつでも、どこでも、どんな端末でも仮想デスクトップで実現できる 2Xをご紹介いたします。
・タブレット・スマートフォン業務活用・XP端末延命
→さらにメリットは使用するユーザーだけではない！
2Xは管理者の立場も考え、容易な運用が可能です。2Ｘならではのデモをご覧ください。

◆ 「KDDI クラウドプラットフォームサービスのご紹介」
KDDI 株式会社

BCPに対応した柔軟なプライベートクラウドを迅速に構築できる
新しいクラウド基盤サービス「KDDI クラウドプラットフォームサービス（以後
KCPS）」のご紹介、及び KCPS にて実現可能なソリューションについてご紹介します。

◆ アジアパシフィックNo.1 シンクライアントメーカー　Centermのご紹介

◆ 「みまさか販売 2013」リリース発表（2013.04.01 発売予定）
インフォメーションサービスフォース株式会社

■会社概要　■美作／みまさかの沿革
■基幹業務アプリケーション「みまさか販売 2013」の特長
　①導入実績　②システム連動イメージ　③ＥＲＰパッケージ市場／ポジション
　④システム構成　⑤システムの継続性　⑥今後の予定

外出先から社内の PCを操作できる「リモートデスクトップサービス」を企業に
導入する上で、もっとも重要視すべきポイントは一体何なのか？
今春にリリースされた「2X ADVANCE」を元に企業に最適なサービスをご紹介します。

◆ ビジネス活用に最適なリモートデスクトップサービスの無料版と有料版の違いとは？
株式会社オクムラ


