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＜取材のご案内＞

会 期： 2020年1月29日（水）～31日（金） 10:00～18:00
会 場：

インテックス大阪

31日（金）のみ17：00終了

主 催： リード エグジビション ジャパン(株)

毎年3回 開催している Japan IT Weekに

初めて出展する企業を 一気にご紹介！
リード エグジビション ジャパン株式会社が主催する「第4回 Japan IT Week 関西」は、9つの専門展から構成される関西
*

最大 のIT展示会です。AI、IoT、クラウド、セキュリティなど、幅広くIT分野を網羅し開催することで、出展社、来場者にとって
欠かせない展示会となっています。
今回、ご紹介するのはJapan IT Week 関西に、初めて出展する企業。今まで本展ではお目にかかれなかった新製品・新
サービスを見ることが出来ます。2020年1月29日（水）から1月31日（金）の3日間、インテックス大阪にて開催いたします。
ぜひ取材にお越しください。

掲載の出展社数および来場者数は、2019年9月30日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。
※ 同種の展示会との出展社数の比較。

前回（2019年）インテックス大阪 会場風景

注目の出展製品を一部紹介！（順不同）
数クリックでAIモデルが完成！

現場運用に困らないための導入・活用方法をご紹介

【 SparkCognition AI Modeling
Tool an awina solution 】

【 RPA導入支援サービス 】
キヤノンビズアテンダ(株)

(株)日立ハイテクソリューションズ
RPA導入の際、つまずくケースも多く
聞かれます。BPOベンダーならでは
の業務運用ノウハウをもとにした導入
支援サービスで、現場担当者が導
入展開できるよう支援します。

データ分析から問題解決まで、AIモ
デル（機械学習モデル）の作成・展
開のプロセスを自動化することで、膨
大な分析・モデル作成時間の短縮
を実現します。

トラブル対応等に追われている方必見！
『時間をつくる』史上最強ＩＣＴ

プログラミング知識不要！超簡単なRPA

【 建設タウン 】

【 アクセスRobo 】

(株) TRECON

アクセス・アイ(株)

業界初の中小建設下請業者向け、
クラウドERPシステムです。多重構造
で複雑な業務をクラウド上で一括管
理できます。

平易な言葉と単純階層のシナリオで、
知識のない人でも1日(マクロを知っ
ていれば約30分)で、業務で使える
シナリオが作成可能です。

※本リリース掲載の出展製品情報は、展示会公式WEBサイトの「出展社・出展製品情報」と各社HPより引用しています。

取材の申込みはこちら

https://www.japan-it-osaka.jp/shuzai/
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注目の出展製品・サービスを一部紹介

＜取材のご案内＞
DXを成功に導く ハイブリッドクラウド ソリューション

No Image

（ 会場で公開 ）

人事管理システム シェアNo.1！

【 Nutanix Enterprise Cloud OS 】

【 カオナビ 】

ニュータニックス・ジャパン(合)

(株)カオナビ

ブースを「EUC」「プライベートクラウド」
「データベース」の3つのテーマでエリア
構成し、ニュータニックスパートナーとと
も に 、 DX を 成 功 に 導 く さ ま ざ ま な ソ
リューションを提案します。

顔写真が並ぶクラウド人材管理ツー
ル。社員の顔や名前、評価、スキル
や面談情報などの人材情報を一元
管理し可視化することで、あらゆる人
材マネジメント業務をサポートします。

時代が変わればリスクが変わる。
今の時代のリスクマネジメントを

テレワーク、遠隔サポート等 業務のリモート化を実現！
【 ConnectWise Control 】

【 Internal Risk Intelligence 】

(株)アネット

(株)エルテス

世界178国、15,000社以上の企業
が 使 用 し て い る 「 ConnectWise
Control」。シンプルながら高速で信頼
性の高いリモートソリューションです。

社内のログデータからヒトの行動を解析
し、企業内部での異常行動や、その兆
候を持つ人物を検知可視化。 重大な
事故の発生を未然に防ぐ事のできる内
部脅威検知サービスをご紹介します。

完成イメージから作る オンライン動画制作サービス

可能性を”営業”で広げる！
クラウド型営業支援システム

【 MoooVie! 】
【 sales Crowd 】

asura(株)

No Image

低価格・短納期・ハイクオリティな動
画制作が可能な新サービス。400種
以上のベースイメージから制作完成イ
メージを選べるので、動画制作を初め
て行う人でも簡単に依頼が可能です。

あなたの会社にも「採用革命」を

（ 会場で公開 ）

（株）アイドマ・ホールディングス
1,000万件のビッグデータからAIがア
プローチリストを抽出。架電から分析
まで、営業活動がこれ１つで完結で
きる営業支援ツールです。

貴社のweb戦略、事業課題を解決できていますか？
【 webサイト診断、
運用コンサルティング 】

【 HARUTAKA（ハルタカ） 】
(株) ZENKIGEN

(株)ルート・シー

応募者も人事担当者も使いやすい
WEB面接/動画面接プラットフォーム
です。時間や場所にとらわれず面接
が実施できる上、「印象」「人柄」など
を短時間で簡単にチェックできます。

データベースがHP業界を刷新！
リードセールスが驚くほど楽になる

サイトを利用するユーザーニーズ の
両領域から貴社の事業課題の根っ
こに迫り、本質的な目的達成や費用
対効果まで視野に入れた「web事
業」を支えます。

城崎温泉が取り組む 観光デジタルマーケティングとは
【 onsen cloud 】

【 siesta 】

(株)西村屋

(株)クレドシップ
HR業界のセールスシーンに特化した、
リスト自動搭載型SFAアプリ。新規営
業の営業効率が上がる数々の機能を
搭載しています。使いやすさ重視の、
ユーザーファースト視点のアプリです。

観光地が持つ真の魅力（店舗、施設、
商品、サービス、体験、人）を多言語
配信し、地域全体での効果的なマー
ケティング＆ＣＲＭを紹介します。

※本リリース掲載の出展製品情報は、展示会公式WEBサイトの「出展社・出展製品情報」と各社HPより引用しています。

取材の申込みはこちら

https://www.japan-it-osaka.jp/shuzai/
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AI・RPA・BIxコンサルティングにて、
抜本的業務改革！

社員からの問い合わせ等 非効率業務を自動化

【 バリューチェーン・イノベーター 】

【 BEDORE Workplace 】

（株) VSN

(株) BEDORE

コンサルティングxテクノロジーによる、
破壊的ソリューション。単なる派遣サー
ビスでもコンサルティングサービスでも
ない、VSNが誇るオンリーワンのサービ
スです。

日本語に特化した高度な対話性能
を持った対話エンジンをご紹介。非
効率的な業務を自動化することで、
社員の生産性向上に貢献します。

豊富な開発実績から築きあげた
受託開発サービスを提供します

世界で最も利用されているRPAとミニセッションを展示
【 Autonomation Anywhere Enterprise 】

【 受託開発＆モデル指向開発 】

オートメーション・エニウェア・ジャパン(株)

パーソル パナソニック HRパートナーズ(株)

No Image

ビジネスユーザー、開発者、IT管理者の
すべてに向けたクラウド対応のRPAプラット
フォーム。会場内では、大阪のパートナー
企業によるミニセッションと関連ソリュー
ションの展示を行います。

強みであるモデル開発を駆使し、様々な受託
開発サービスをご提供。自動車、産業機器、
医療機器など、様々な分野で要素技術を活
かした開発を行っています。

（ 会場で公開 ）

第４回 Japan IT Week【関西】概要
日
時：2020年1月29日[水]～31日[金] 10：00～18：00 （最終日のみ17：00まで）
会
場：インテックス大阪
来場者数：30,000名（予定） ／ 出展社数：350社（予定）
主
催：リード エグジビション ジャパン（株）
構成展示会： 第4回
第4回
第4回
第4回
第4回

関西
関西
関西
関西
関西

組込みシステム 開発技術展
Web&デジタル マーケティングEXPO
情報セキュリティEXPO
クラウド業務改革EXPO
IoT/M2M展

第3回
第3回
第1回
第1回

関西
関西
関西
関西

次世代EC&店舗EXPO
AI・業務自動化 展
セールス自動化・CRM EXPO
ソフトウェア&アプリ開発 展

ご希望の取材テーマにあわせて、ご出展社様の情報をお送りいたします
取材の申込みは 下記ＵＲＬ または 下記の取材申込書をＦＡＸしてください

https://www.japan-it-osaka.jp/shuzai/
※本展の取材は事前登録が必要です。
※取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。
※事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合は、
当日プレス受付をお断りする可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【返信FAX送信先 ≫ 03-3349-8500】
社名：

媒体名：

所属・役職：

氏名：

連絡先E-mail：
連絡先TEL：

連絡先FAX：

ご質問/ご要望：

(問合せ先) リード エグジビション ジャパン(株) 広報担当：山田 舞 E-mail：yamadam001@reedexpo.co.jp
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18F TEL：03-3349-8504 FAX：03-3349-8500
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