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●アドバンスデザイン株式会社 

 

●株式会社エム・ビー・アイ 

 

 

 

 

●キヤノンITソリューションズ株式会社 

 

 

 

●キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

 

 

●ジップインフォブリッジ株式会社 

 

 

●SKY株式会社 

 

●株式会社セキュアヴェイル 

 

 

 

●ゾーホージャパン株式会社 

 

●日本電子計算株式会社 

 

●株式会社ネオジャパン 

 

●株式会社ＢＳＣ 

 

●三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 

 

(以上50音順) 

●ジェイエスフィット株式会社 
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データ復旧・データ消去 

ファシリティ関連 

災害時PHS 

サーバラック免震台 

ビデオ会議システム 

ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズ 

PC認証・暗号化ソフト Compusec 

メールフィルタ Guardian Wall 

監視カメラ 

全文検索 「SAVVYシリーズ」 

クライアント管理 「SKYSEA ClientView」 

セキュリティ診断サービス 

運用監視サービス 「NetStare」 

統合ログ管理ソリューション 「LogStare」 

IT運用管理ソフトウェア 「ManageEngine」 

ユーザーアクティビティ管理「ObserveIT」 

グループウェア 「desknetʼsシリーズ」 

人事管理システム 「人事BOX」 

無停止サーバ 「フォールト・トレラントサーバ」 

次世代ファイアウォール  

  「Palo Alto Networks PAシリーズ」 

通信販売管理パッケージソフト21 

WindowsXP 移行サービス 

お客様のIT課題を解決する各種ソリューションを本イベントにてご紹介いたします 
展示会及びセミナー参加のお申し込みは、FAX申込書またはメールにてお願い致します 

参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料    

 
背面のセミナープログラムもあわせてご確認ください 

 ごあいさつ 

※展示会社及び展示内容は、予告なく変更する場合がございます。 



時間時間時間時間    
セッションセッションセッションセッション    

(各定員(各定員(各定員(各定員30303030名)名)名)名)    
講師講師講師講師    

【 S-1 】 
11:00 〜11:30 

重要なデータの復旧から消去・破壊に至る 
情報セキュリティ対策まで 

アドバンスデザイン株式会社 
営業部 部⻑ 
山崎 美好 氏 

【 S-2 】 
13:00 〜 13:30 

低コストで導入できるIT運用管理ソフトウェア
「ManageEngine」のご紹介 

ゾーホージャパン株式会社 
ManageEngine&WebNMS事業部 営業部 リーダー 
小澤 郁文 氏 

【 S-3 】 
14:00 〜 14:45 

いま求められるサイバーセキュリティ  
〜最新マルウェアの傾向と対策〜 

パロアルトネットワークス合同会社 
システムズエンジニア 
寺川 博章 氏  

【 S-4 】 
15:00 〜 15:30 

Avayaビデオ会議の最新ソリューション 
〜コミュニケーションの最適化〜 

日本アバイア株式会社 アジア・パシフィック  
UCセールス スペシャリスト  
秋葉 秀樹 氏 

【 S-5 】 
16:00 〜 16:30 

ファイルサーバ「活性化」計画 
〜ファイルサーバの「ＤＢ化」と「最適化」〜 

ジップインフォブリッジ株式会社 
⻄日本営業部 大阪営業所 シニアセールス 
尾形 文仁 氏 

セミナープログラム 

〒532-0011 大阪市淀川区⻄中島2-12-11 川久センタービル 

電話: 06（6307）5192 FAX: 06（6305）2201 

email: egs-support@osaka.jsfit.co.jp 

 

 
会場：キヤノンマーケティングジャパン        
   大阪支店 梅田ダイビル18F 
   セミナールーム 
 
住所：大阪府大阪市北区梅田3-3-10  
   梅田ダイビル 
 
アクセス： 
 JR大阪駅 桜橋口より徒歩10分 
 地下鉄四ツ橋線 ⻄梅田より徒歩5分  
 
※⻄梅田地下通路（ガーデンアベニュー）   
 とビル地下エントランスが接続されて 
 おり、雨の日でも傘なしでぬれずに 
 アクセス可能です 

会場アクセス 

ジェイエスフィットのITソリューションは 
一貫したサービス体制で 

お客様のビジネス最適化をお手伝いします 

フェアご来場のお申込み方法 

別紙の別紙の別紙の別紙のFAXFAXFAXFAX事前登録申込書またはメールにて事前にお申込みください。事前登録申込書またはメールにて事前にお申込みください。事前登録申込書またはメールにて事前にお申込みください。事前登録申込書またはメールにて事前にお申込みください。    
当日の入場も可能となっておりますがセミナーは事前申し込みの方を優先させて頂きます当日の入場も可能となっておりますがセミナーは事前申し込みの方を優先させて頂きます当日の入場も可能となっておりますがセミナーは事前申し込みの方を優先させて頂きます当日の入場も可能となっておりますがセミナーは事前申し込みの方を優先させて頂きます    

※セミナーにつきましては、予告なく変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。 



必要事項をご記入の上、上記FAX番号宛てにご送信ください。
本資料と同内容をメールでお送りいただいてもお申込み可能です。

注意事項
セミナーについては定員になり次第締め切らせて頂く事がございますので予めご了承のうえ、お早めにお申し込みください。

※展示・セミナー内容などにつきましては、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

フリガナ フリガナ

ご氏名
（姓） (名)
フリガナ

会社名

部署名 役職名

会社住所
〒

TEL FAX

e-mailアドレス

■本イベントお申し込みのきっかけをお教えください
□ジェイエスフィット営業より □展示会・セミナー参加企業営業より
□フェア開催お知らせメールより 企業名・営業担当

□ジェイエスフィットホームページを見て □展示会・セミナー参加企業ホームページより
□その他 企業名・営業担当

□ S-1
□ S-2
□ S-3
□ S-4
□ S-5

ジェイエスフィットソリューションフェア2013冬

FAX事前登録申込書ジェイエスフィットソリューションフェア2013冬

■ 参加無料 ■

@

お申込み方法

■お客様情報記入欄（本太枠内は必ずご記入願います）　※お名刺添付に代えて頂いても結構です

■聴講希望セミナー（聴講希望セミナーに☑してください）

■個人情報の取り扱いについて(下記のご注意を確認の上、同意いただけた場合のみ☑)

11:00-11:30

ファイルサーバ「活性化」計画 ～ファイルサーバの「ＤＢ化」と「最適化」～

お申込み
FAX番号

お申込み
E-mail:

06-6305-2201

egs-support@osaka.jsfit.co.jp

□同意してイベントに参加　　　 □同意しない

【ご注意】　ご登録頂いた個人情報は本イベントの運営管理、次回開催のご案内に使用いたします。
また、ジェイエスフィット株式会社主催・運営のイベント、展示会、会議のご案内や参加企業情報などのご案内のため郵送・E-
mail・FAXによるダイレクトメールの送付や配信代行サービス、または電話でのご案内に利用いたします
http://www.jsfit.co.jp/policy_privacy.html

チェック欄 時間 セッション名（講師名はパンフレットをご覧ください）

展示会のみ 展示会のみ参加予定の方はこちらへチェックしてください□

13:00-13:30
14:00-14:45
15:00-15:30
16:00-16:30

重要なデータの復旧から消去・破壊に至るまで

低コストで導入できるIT運用管理ソフトウェア「ManageEngine」のご紹介

いま求められるサイバーセキュリティ ～最新マルウェアの傾向と対策～

Avayaビデオ会議の最新ソリューション ～コミュニケーションの最適化～


