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その中でも、広域営業統括本部では、従業員100名から1,000名未満の全国の大企業・中堅企業を担当させて

頂いておりますが、この企業群では経営へのIT活用が急務である一方、依然としてIT人材の不足が続いております。

特に昨今では大規模なIT展示会が中止・延期されており、IT投資を検討する上で必要なサービスや技術情報に習

得する機会が激減しております。また、開催されたとしても多くの企業が業務過多で会社から離れられない、情シスのリ

ソース不足で外出中に業務を代わる人がいない、日程が合わない等、昨今の市場環境が企業のデジタル化を阻害

する要因となっています。

そこで今回、ペーパーレス、ツールやシステムの整備、コミュニケーション、業務負荷低減、セキュリティ、生産性オペレー

ションプロセス、という6つのテーマから構成されるオンラインIT展示会を開催することになりました。今まさに解決を求めら

れる課題に対して、地域に密着したベンダーや販売店様がブースを出展しており、“実質的な商談の場”や“カジュアル

に情報交換できる場”として活用いただけるオンラインITイベントです。

イベントでは、最新のITソリューションのご紹介やデモを体感いただけるブースを用意しておりますので、様々なソリュー

ションを提供する各ベンダー・販売店のブースを回り、情報システム部門、経営企画部門、マーケティング部門などの

方々とって必要な情報を効率的に収集いただける機会となっております。

本イベントを通して、中堅企業の皆さまに最新のIT技術情報を活用頂き、デジタル化推進のきっかけとなり、市場全

体の活性化に繋がることを期待しております。

Dell Technologies オンラインIT展示会のご案内

Dell Technologies 中堅企業ワールド 開催
以下の６つのテーマに関する最新のITソリューションの担当者と、具体的な活用方法などをカジュアルに情報交換でき

るイベントです。

こんな方にお勧めです

✓ 業務が多忙でセミナー等で情報収集できていない方

✓ ITトレンドの情報を収集し、経営革新を推し進めたい方

✓ 企業のIT化、デジタルトランスフォーメーションを加速させ
たい方

✓ ITインフラに関して抱える課題をどこに相談すればいいか
わからない方

✓ 課題に悩んでしまい、解決策を導きだしにくい方

展示ブース テーマ一覧

① ペーパーレス

② ツールやシステムの整備

③ コミュニケーション

④ 業務負荷低減

⑤ セキュリティ

⑥ 生産性オペレーション

皆様におかれましては、平素よりDell Technologiesの製品・ソリューション・サービスをご愛顧頂き、心より御礼申し

上げます。

デルは、「Dell Technologies」として、世界最大のストレージ機器のEMC、IT仮想化市場において世界一のシェア

を持つVMware、クラウドサービスのVirtustream、セキュリティマネージドサービスのSecureWorksを擁する、世界

最大のIT企業グループに成長しております。



開催概要

ご不明点は、担当営業及びデル・テクノロジーズ事務局へお問い合わせください。

デル・テクノロジーズ事務局：Email：info@delltech-info.jp

日時 2021年3月10日（水） 13:30-18:00

アジェンダ

13:00-13:30  イベントサイトオープン
13:30-14:00  全体セッション:中堅企業IT投資動向調査2021 -現在の変化と対策-
14:00-18:00  ブースミニセッション&ラウンドテーブル(1時間入れ替え制)
※各テーブルのセッションは、14:00-15:00/15:00-16:00/16:00-17:00/17:00-18:00 の1時間枠で実施し、
同じ内容を4セット行います。1時間のうち前半はミニセッション、後半はQAセッションを実施します。

対象

情報システムご担当者様
※お申し込み受付は先着順ではございませんがお早めにお申し込みください。
※お申し込み数が定員を超えた場合は抽選による受講票発行とさせていただきます。
※本セミナーは従業員数100-999名の法人企業のお客様が対象です。対象外のお客様の場合、ご参加をお断りす
る場合があります。

定員 100名様 ※お申し込み多数の場合は抽選制とさせていただきます。

参加費 無料（事前登録制）

主催 Dell Technologies（デル・テクノロジーズ株式会社 広域営業統括本部）

協賛
SB C&S株式会社
ダイワボウ情報システム株式会社
株式会社ネットワールド

お申し込み先

デル・テクノロジーズ広域営業統括本部担当営業へご連絡ください。
担当営業がわからないお客様は、下記申し込みサイトよりお申し込みください。

申し込みサイト：https://partner.delltech-info.jp/cw-world

イベント会場
イベントでは、Web会議システム「Remo」を利用します。

各テーブルの下部にブース名を記載しておりますので、ご興味のあるテーマ名が記載されたテーブルをダブルクリックいただく

と、該当するテーブルに着席することができます。

また、着席したグループ席に座る最大8名でマイクやカメラをオンにして顔を合わせて話すことができます。（カメラをオフに

することで顔を出さない操作も可能です）

※イベントにご参加いただき、各ブースのアンケートにご回答いただいた方にはAmazonギフト券 1000円をプレゼントい

たします。

テーブルを移動したいときは、
座りたいテーブルをダブルクリック

テーブル名を確認

参加者同士の情報
交換や個別商談も
OK

mailto:info@delltech-info.jp
https://partner.delltech-info.jp/cw-world


出展ブース情報（１）

テーマ セッションタイトル セッション概要 出展企業

ペーパーレス
ペーパーレス実現！
電子契約サービスのセイコーソリューションズ

脱ハンコ、セイコーかんたん電子契約forクラウドなら！ セイコーソリューションズ(株)

ツールやシステム
の整備

今からでも間に合う！
『テレワークの段階的導入』

これからテレワークを始めるお客様、恒久的なテレワークを目指すお客様へ段
階的な導入をご紹介します！

クオリカ(株)

意思決定時間の短縮！
誰でも簡単にビジュアル分析

社内のデータは活用できていますか？次のアクションへ繋げるために役立つBI
ツールをご紹介します。(九州エリア限定)

九電ビジネスソリューションズ
(株)

いつでも、どこでも、
安全にテレワークを実現するITインフラ

働き方が変わってきた今の時代に適応した安心安全なテレワークソリューショ
ンについてご紹介します。(九州エリア限定)

九電ビジネスソリューションズ
(株)

統合バックアップによるデータ保全
シンプルに、あらゆるプラットフォームを統合バックアップ。DR・クラウド活用を紹
介します。

(株)ピー・ビーシステムズ

ハイパーテレワークとIT統制 快適でセキュアなテレワーク環境で自宅もオフィスも変わらぬ生産性！ (株)ピー・ビーシステムズ

設計から構築まで全てお任せ!
DaaSによるテレワーク実現

DaaSによるワークスタイル変革のご提案。
導入・運用の課題と解決方法を、長年の実績から解りやすくご説明。

(株)アイネット

情シスの救世主！
デバイス管理工数を70%カット！

デバイス管理をNew Normal時代へ！IT資産の購買・調達・運用までを
完全可視化し運用負担をスマートに軽減！

(株)ピーエスシー

SD-WAN導入支援サービス
クラウド時代のネットワーク最適化ソリューション「SD-WAN」の導入支援、運
用・保守サービスをご提供いたします。

(株)アイエスエフネット

クラウドソリューション
Microsoft365を中心としたクラウドソリューションの導入支援、運用サポート
をご提供いたします。

(株)アイエスエフネット

PowerScaleで始めるファイルサーバー統
合！スモールスタートでも大容量でもお任
せください！

点在するファイルサーバの統合を図り、システム担当が抱える複雑な管理/業
務負担を解決します！スモールスタートでビジネスの成果に応じて無停止で
拡張できるプランをご説明します！

テクマトリックス(株)

テレワークを効率的に行うための
最新 Windows 10 管理

リモートワークを行う為にはリモートワークに最適化された Windows 10 の
運用管理が必要になります。本セッションでは、デモも交えて、Windows10
の展開やアプリケーションの配布方法などをご紹介します。

ヴイエムウェア(株)

カゴヤ・ジャパンが提供するHCIサービス
構成と料金の柔軟性が高く、オンプレ運用感覚で使えるカゴヤ・ジャパンのク
ラウド型HCIサービス。

カゴヤ・ジャパン(株)

最新テクノロジーに見る
「次世代のデータ保護」

中堅企業が抱えるデータ保護に関する問題を最新データ保護ア プライアンス
で一挙解決。重複排除技術やクラウド連携、導入 事例を交えてご紹介。

デル・テクノロジーズ(株)

テレワークに最適！
売れ筋クライアント製品と、最新超小型
ワークステーションのご紹介

テレワークへの取り組みを支援するクライアントの中から売れ筋商品をピック
アップ。併せて新登場の超小型ワークステーション「Precision 3240 
Compact」について、その特徴・魅力などを多角的に解説。特に製造業など
のお客様は必見です。

デル・テクノロジーズ(株)



出展ブース情報（２）

展示ブース テーマ一覧

① ペーパーレス

② ツールやシステムの整備

③ コミュニケーション

④ 業務負荷低減

⑤ セキュリティ

⑥ 生産性オペレーション

テーマ セッションタイトル セッション概要 出展企業

業務負荷低減

社内情報システム業務代行と
テレワークソリューション

貴社情報システム業務を弊社が代行します！コロナ禍での安価でセキュアな
テレワークの仕組みを提供します！

(株)コサット

1日作業を1時間に短縮！
BIツールの決定版！！

1日作業を1時間に！ワークスタイルを変革するBI・分析ツールAlteryx、
Tableauのご紹介。

KCCSモバイルエンジニアリン
グ(株)

AI文字起こしを活用した、
コンプライアンスの高度化

労力のかかるトラブルクレーム対応。言った言わない問題をAI文字起こしを
使って解決いたします！

AI Communis Pte Ltd

～ストレージが「ひとり情シス」を救う～
真のスケールアウトNAS「Isilon/PowerScale」。他の製品を凌駕したその
性能で「ひとり情シス」を救います。

図研ネットウエイブ(株)

セキュアなテレワーク環境！
VDIデモセッション

VDIのデモをご覧いただくことで、具体的な運用をイメージしていただけます。 デル・テクノロジーズ(株)

DELLTecのHCIソリューション
=１から学ぶ入門編=

HCIの基礎及び、当社のHCIソリューション
(vSAN/VxRail/AzureStackHCI)についてのご紹介をさせていただきます。
対象：初めてHCIを聞かれる方、聞いたことがあるが一から情報を整理され
たい方

デル・テクノロジーズ(株)

セキュリティ

思ったほど難しくないテレワーク導入
～勤務の見える化と情報漏洩対策～

キヤノンITSの人事担当よりテレワーク導入の課題を紹介。ITツールを活用し
た解決方法をご説明いたします。

キヤノンITソリューションズ
(株)

多様な働き方にFitする
エンドポイントセキュリティ

多様な働き方、実現したい働き方に合わせて臨機応変にリスクを見極めるセ
キュリティ『あんしんプラスFit』。

日本事務器(株)

今までの対策では守れない世界に！
最新のエンドポイントセキュリティ

VMware Carbon Blackを中心に最新のサイバー攻撃への対抗策をお伝
えします。

デル・テクノロジーズ(株)

生産性
オペレーション

簡単・低コスト仮想デスクトップ装置
リモートPCアレイのご紹介

「ハイパーバイザーも不要、パフォーマンスサイジングも不要、従来のVDI製品
と比べコストを大幅削減。

アステック(株)

中堅企業のための
補助金・助成金 活用相談会

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金/IT導入補助金/働き
方改革推進支援助成金（テレワークコース）」の疑問になんでも回答

デル・テクノロジーズ(株)



イベント申し込み方法

①以下の登録サイトの「新規登録」ボタンより、参加申し込みをしてください。
※既にご登録済みの方は、以下の③からお入りください。

https://partner.delltech-info.jp/cw-world

②イベント事務局（info@delltech-info.jp）から「メールアドレス確認メール」が飛びますので、
メール本文内の「アカウント登録確認」のボタンをクリックしてください。 ①

③アカウント登録確認後、登録サイトにてログインをお願い致します。

④ご参加希望のセッションと時間帯をご選択ください。 ※参加しない時間帯は「参加しない」をご選択ください。

⑤セッション選択のあと、「このセミナーに申し込む」を押していただくと申し込み完了です。 ③

④

⑤

https://partner.delltech-info.jp/cw-world
mailto:info@delltech-info.jp


イベント参加方法

①登録サイトにログインした状態で、「参加はこちら」のボタンをクリックしてください。

①

②Web会議用ツール「Remo」のページに飛びます。
Remoを初めて使う方は 「Save me a spot！」または「Sign in to join event！」の
ボタンからユーザー登録をしてください。（ユーザー登録については次ページ参照ください。）

②「Save me a spot！」

または 「Sign in to join event！」

※ブラウザは、Chrome/Edge/Firefox/Safari等を推奨しています。IEの場合、
正常に表示されない可能性があります。推奨ブラウザに関する情報は、以下ご参照くださいませ。
https://remo1.freshdesk.com/support/solutions/articles/63000251000

※以下URLにて、システムチェックをしていただくことができますので事前にご確認くださいませ。
https://geartest.remo.co/

※Remoのテーブル表記が文字化けしている場合、ChromeのTranslate機能をON（日本語）に
されていると文字化けしますのでOFF（英語）にしていただけますようお願い致します。

https://remo1.freshdesk.com/support/solutions/articles/63000251000
https://geartest.remo.co/


ユーザー登録方法について

表示名変更方法
ユーザー登録後に名前を変更する場合

① Remoサイト左上の三本線のマークをクリック
② 「My Profile」を選択
③ 「Edit Profile」をクリック
④ “Full Name”の欄に「会社名 名前」を入力
⑤ 「Save Changes」をクリック

①

②

③

④

⑤

① 「Save me a spot！」または「Sign in 
to join event！」を押した後、Eメールアドレ
スをご入力ください。

②お名前とパスワードを設定してください。
お名前欄には、”会社名 お名前” をご記載ください。
※ここで設定したお名前はイベント中に利用します。
※出展企業様、お客様ともに必ず設定をお願い致します。

パスワードは自由に設定いただけます。
※次回ログインの際に必要となりますので忘れないよう
お気をつけてください。

②

①



当日のコミュニケーション方法について
“カジュアルに情報交換できる場”として活用いただけるオンラインITイベントとなりますため、質問や会話など

をされる際、カメラやマイクを使ってコミュニケーションとっていただくことを推奨しております。

▼カメラ/マイクのご利用方法

音声でご質問等の発言をされる際には、カメラやマイクをオンに変更してお話しください。
※カメラやマイクは使わず、チャット利用のみでご質問いただくことも可能です。

①

カメラ/マイクの設定変更は、以下手順にてご対応ください。
① 画面左上の三本線の入ったボタンを押してください。
② Camera/Microphone/Speakerの各項目から設定の変更をしてください。

②

イベント参加後について
各セッション参加後は、イベントサイトよりアンケートのご協力をお願い致します。テーブル毎の個別セッションに
登録および参加いただき、さらにアンケートにご回答いただいたお客様には、各セッション毎にAmazonギフト
券1,000円分をプレゼントいたします（ Amazonギフト券対象は最大4アンケート迄）。
※お答えいただいたアンケートに該当する個別セッションに登録・参加されていないお客様は対象外となります。

また、イベントサイトより各セッションの資料をダウンロードいただくことができます。イベント終了後に順次反映と
なりますので、以下イベントサイトにてぜひご確認くださいませ。※参加されていないセッションでも資料のダウンロード可能です。

https://partner.delltech-info.jp/cw-world

①イベントサイトよりログイン ②アンケート記入方法：アンケートボタンをクリック
③資料ダウンロード方法：青文字で「資料：〇〇〇」の記載が

あります。希望セッションをクリックの上ダウンロードしてください。

①

③ ②

https://partner.delltech-info.jp/cw-world


その他のオンラインプログラム

中堅企業デジタル化診断サイト

テレワーク・セキュリティといった目の前の課題や、Windows10 に関連す
るクライアントPC・サーバー仮想化・ネットワークの最適化等の社内インフラ、
クラウドや DX 導入等の取り組みまで、全14カテゴリーからなる「よくある
課題 102」から自社の進捗状況を無料で診断いただけるサイトです。
https://shindan.delltech-info.jp/index.php

情シス担当者のための相談所

情報収集だけでなくその場で気軽に質問・情報交換をすることができるイ
ベント。製品専任担当から説明する最新ITソリューションをデモを中心に
体感いただけるラウンドテーブル形式のブースをご用意しております。
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/events/webinar/vopenoffice.htm

バーチャルオープンオフィス

なかなかまとまった時間が取れない多忙なIT担当者の方が、効率よく最
新情報をチェックしていただける場として、テレワークに関するテーマを取り上
げたデイリーセッションだけでなく、最新ITソリューションや実際に導入いただ
いた中堅企業IT担当者からの事例セッションをご覧いただくことが出来ます。
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/events/webinar/vopenoffice.htm

ITコンシェルジュ専用チャット

担当営業やスペシャリストが応答させていただくチャットサイトで、より簡単
に、聞きたい時にすぐお問い合わせやご相談いただくことができます。
東日本エリア：https://community.delltech-info.jp/east.html

中部エリア：https://community.delltech-info.jp/chubu.html

西日本エリア：https://community.delltech-info.jp/west.html

従業員1,000名以下の企業に
おすすめする総合情報ポータル

イベントやセミナーの開催情報だけでなく、製品情報やITトレンド、テクノロ
ジーに関する紹介記事、お客様の事例などの中堅企業におけるお役立ち
情報が集まった総合情報ポータル。また、期間限定の特別割引モデルや、
中堅企業向けのおすすめPC、サーバー、モニターなどもご紹介しており、見
積もりの取得やオンラインでの発注も可能です。
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/midmarket-solutions/client.htm

デル・テクノロジーズ 中堅企業

デル・テクノロジーズ株式会社 広域営業統括本部

東京本部 東京都港区三田 3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館9階
川崎本部 川崎市幸区堀川町 580 ソリッドスクエア東館20階
大阪本部 大阪市北区堂島 1-5-30 堂島プラザビル11階, 12階
宮崎カスタマーセンター 宮崎県宮崎市橘通東 4-8-1 カリーノ宮崎 5F

https://shindan.delltech-info.jp/index.php
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/events/webinar/vopenoffice.htm
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/events/webinar/vopenoffice.htm
https://community.delltech-info.jp/east.html
https://community.delltech-info.jp/chubu.html
https://community.delltech-info.jp/west.html
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/midmarket-solutions/client.htm

