
話題のテーマの最新商材をご紹介 !! 各メーカーの担当者が直に説明!!

業績拡大や新たなビジネスチャンス獲得のヒントがここに!!
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平野通信機材株式会社 展示会

「IoT/AI」「セキュリティ」「文教」
「働き方改革」「工事における業務効率化」
「IoT/AI」「セキュリティ」「文教」

「働き方改革」「工事における業務効率化」

会場：平野通信機材（株）本社ビル1・2階 
東京都中央区入船 2-2-14　TEL.03-3551-1711　
地図：http://www.hiranotsushin.jp/profile/map_honsya.php

※入場無料。
  ご来場の際は名刺をご持参ください

開催日時：2018年6月8日 (金) 10:30～ 17:00 ( 受付終了 16:30)



学校様向けネットワーク構成、及
び校務データ運用のご提案

タブレットを活用した授業では、クラス全員の接続にも対応できる
安定した無線 LAN(Wi-Fi) 通信環境が重要です。バッファローは、
快適な無線 LAN 環境を実現する製品や管理技術を通じて教育 ICT
環境整備をサポートしていきます。

最新型ビジネスホン・業務用コー
ドレスシステム /映像で遊べるイ
ンタラクティブマット /簡易型
サーモグラフィカメラ

フリーコードレスシステムが今までのビジネスホンでは出来ない、
新たなオフィス環境を実現します。エントランスに置くだけで、空
間のインパクトがガラッと変わる遊べるマットをご紹介します。温
度が見えるサーモグラフィカメラが、お手軽に導入できます。

既デジタルサイネージ化による業
務効率ソリューション

PN-L401Cは学生主導のアクティブラーニングを実現する為の最適な
商品です。40型のコンパクトなサイズで省スペースでも設置が可能
であり、2～ 6人の少人数で討論や発表準備などに活用できます。ま
た、モニターに記入しながら密度の高い知的の場を提供します。

卓上アンプ (BX シリーズ ) ・音響
設備 (Encore シリーズ )
ポータブルアンプ (WAシリーズ )

学校関係や工場やオフィスで用いられる放送設備から、オフィスの
会議室等で用いられる音響設備・AV設備まで、広く音に関わる設
備を展示。規模感に合わせてポータブルアンプでのご提案も可能で
す。

集合住宅向け IP インターホンシ
ステム /NYC-Si ビル管理ソリュー
ション /製造・設備データ無線収
集システム

IP インターホンが実現する新しい集合住宅・ビル管理のソリュー
ション、及び IoT センシング技術による製造革新ソリューションを
ご案内します。

①次世代のIP-KVMスイッチ②カメラ
と電源を繋ぐだけ、オールインワン・
インテリジェント・ルータ③世界シェ
アNo.1のサイトサーベイ・ツール

①KVMスイッチのトップメーカーであるATENが先陣を切っ
て提案する「IP-KVMスイッチ」②瞬停・塩害・振動対策が
施された高信頼の屋外用ルータ「Coral Edge Box」③世界初 ! 
長時間駆動可能なサイトサーベイ・ツール「Side Kick」

簡単セキュアに初期投資を抑えら
れる無線クラウドサービス

FURUNOSYSTEMS製 無線LAN製品および弊社オリジナルの無線クラウド
サービス。「直ぐにWi-Fi環境を作りたい」「管理コストを下げたい」など
Wi-Fiで解決！NetScout製AirMagnetを利用してのオンサイトまたはオフサ
イトのシュミレーション無線サーベイのサービス提供を致しております。

HFS-TPCC6A-PATCH-FA【新商品】
※加工品のみの販売、
HFS-TPCC5-PATCH-FA

耐屈曲性、耐ノイズ性が要求される工場内、産業用設備等
での Ethernet 配線に適しています。撚り線導体を採用した
耐屈曲・二重シールド付高遮蔽・耐油 PVC 採用。産業界の
IoT を LANケーブルで繋ぎます。

既設の電話線でネットワーク構
築。屋外無線通信ソリューション。
LANケーブルで最大 900m先ま
でデータ伝送・電力供給を実現

VDSL モデム /PoE 延長装置 /屋外用無線、通信の分野で有線伝送か
ら無線伝送用途にて Iot/AI の分野にも貢献しています。リプレース
案件から新設、増設案件までご利用可能な製品をご紹介させて頂き
ます。

有線・電波に次ぐ第3の通信手段「光
無線」/工場、工事現場で発生するチョ
コ停の検知と映像を記録「センサー
ビーコンとゲートウェイ」

VDSL モデム /PoE 延長装置 /屋外用無線、通信の分野で有線伝送か
ら無線伝送用途にて IoT/AI の分野にも貢献しています。リプレース
案件から新設、増設案件までご利用可能な製品をご紹介させて頂き
ます。

マキタ ( 電動工具類 )
日置電機 ( 計測器類 )
自重堂 ( 作業着等 )

作業効率ＵＰが可能な電動工具類や工事現場での電気及び
通信関連の計測器類、新庄剛志が広告モデルで有名な現場
作業時での安全・スタイリッシュ作業着等をご紹介 !!三金

光融着接続機、高強度コード等光
配線ソリューション

どなたにも分かり易いタッチパネル操作式の融着機や、自動回転刃
付きのファイバカッター、通常パッチコード比 2倍の強度を持つタ
フライトコード等をご紹介し、工事における業務効率化に貢献しま
す。

TSUNET-EX シリーズ ( 細径ケーブ
ル )、TSUNET-10GE シリーズ

ケーブルラック内の高密度配線が可能な LAN細径ケーブル。
断面積は通常径と比べCAT5eで66%減、CAT6で70%減となります。
TSUNET-10GE シリーズは超高速 LAN10 ギガビットイーサネットに
最適なケーブルです。

光ファイバの施工 /保守に必要な
測定機能を備えたソリューション
のご紹介。OTDR/ 光ロステスタ /
光源 / 光パワーメータ

アクセスマスタ：光ファイバの施工 /保守に必要な測定機能を小型・
軽量にまとめたスタンダードな All-In-One OTDR。ファイバメンテ
ナンステスタ：どなたでも簡単に光ファイバの障害ポイントを測定
可能とした、安価で機動性にたけたOTDR。



法人向け液晶テレビ /デジタル
ペーパー /薄くて軽く、堅牢性も
備えたモバイル PC

高画質技術を持つ液晶テレビブラビアに「法人向けモデル」をご紹
介。会議室向けやサイネージ等、お客様の使用用途にあわせたソ
リューションをご提案。SONY

VPN クライアントソフトで、どこ
でも広がるオフィス環境

ヤマハ VPNクライアントソフトウェアを各社員の業務用 PCにイン
ストールしておくことで、社外からでも安全に社内ネットワークに
接続可能です。外出先・在宅、どこからでもオフィスと同じ環境を
実現出来、作業効率の維持も期待出来ます。

三菱電子式電力量計M2PMシリーズ

M2PMシリーズは、貸しビル、マンション・アパート、貸し店舗等
で、使用した電力量の計量に用いられる電力量計です。誘導形電力
量計と入力配線及び取付ピッチは互換性があり、既設の誘導形電力
量計から置換えできます。

三菱電機

音声認識搭載 通話録音装置 /音声
認識サーバ /音声合成搭載 3 回線
応答装置 /音声合成搭載 サービス
ホン

通話録音データのテキスト化により音声の検索だけでなく AI や
CRM、マイニングなどのソリューションとの連携を実現します。ま
た、テキスト化や時間外電話受付の自動化により業務量を削減、働
き方改革の提案を致します。

個人の「集中」を支援する Jabra 
EVOLVE（エボルブ）シリーズ、チー
ムの「協力」を支援する Jabra 
SPEAK（スピーク）シリーズ

Jabra で実現する「働き方改革」「生産性向上」
企業の最も重要な要素である "人 " の生産性を向上するため、「雑音」
を低減、「中断」を予防し、「集中」できる環境をいつでもどこでも
実現します。

集中力向上・コミュニケーション
の活性化・血流代謝の改善アイテ
ム

『生産性向上』をキーワードに集中力の向上・コミュニケーションの活性化・
血流代謝の改善をしていくための上下昇降デスクの紹介。サンワサプライ
㈱では電動・手動・ガス圧の3種類に加え工場等でも使用できる高耐荷重
の製品もご用意しております。その他、各種サプライ品のご紹介。

迷惑電話拒否機能付き全通話録音
システム。トビラフォン Biz 光回
線用

トビラフォン Biz だけが「未知の番号から架かってくる悪質な営業
電話」も「未然に自動でブロック」が可能です。また全通話録音機
能が不要なクレームを抑止。トビラフォン Biz は電話版 UTMとし
て捉えて頂き、「電話のセキュリティ商材」として好評を得ています。

ビジネスホンシステム /ウイルス
感染防止 /情報漏洩対策用セキュ
リティ装置

ビジネスホン（スマホ連携／マルチライン防水防塵システ
ムコードレス）はもちろんのこと、新たなネットワークセ
キュリティ商材やサービスなどをご案内致します。

監視カメラソリューション、NW
環境構築～ワンストップソリュー
ション～

カメラで出入口や店舗の監視などセキュリティを強化 ! また、カメ
ラやレコーダだけではなく、工事まで含めてワンストップでの提供
が可能です。もちろん APも取り扱いがございますので、工事・保
守も含めてワンストップでの提供が可能でございます。

価格性能比に優れたUPS( 無停電
電源装置 ) シリーズ

弊社は台湾に本社を置くUPS のグローバル・メーカーです。日本
市場ではOEM供給を含め、主に 3KVA までの UPS 製品を販売・サ
ポート致しております。特長は他社と比べたコストパフォーマンス
の優位性です。

粉塵にはもう悩まない。「吸塵ド
リルシステム Ｑビット」
あと施工アンカーのアプリケー
ションをご紹介

「Qビット」は粉塵を嫌うあらゆる作業環境で活躍します。①天井へ
の上向き作業②室内での穴あけ作業③トンネル内等の閉所作業な
ど、クリーンで快適な作業環境をお約束します。また、あと施工ア
ンカーの孔内清掃を簡略化し、作業効率の向上を実現します。

RJ45 かんたん成端モジュラープ
ラグ、Opticam2 光コネクタ成端
工具

この度、Cat6A プラグに全く新しいコンセプトが加わりました。現
場で成端しやすい形状、構造の新たな製品『RJ45 かんたん成端モ
ジュラープラグ 』をご紹介致します。また、新しい光コネクタの成
端工具などをご提案致します。

Cat6A/Cat6/Cat5e に対応した
LAN用高速情報配線システム

NICSys では省スペース配線に最適な配線ソリューションを
展開し、効果的に組み合わせ構築することで施工性の向上
や美観に優れた情報配線システムを実現します。

LAN 配線の通信品質を評価する最
新の測定器

本年 3月に発行された JIS X5151 は、初めての光情報配線試験の国
内規格として、今後、貴重な指針となります。最新の ISO/TIA 規格
はもちろん、本規格を業界で初めて採用したDSX シリーズの機能
をご覧ください。



FAX  03-3551-1712 平野通信機材株式会社  企画購買課   行

【個人情報のお取扱いについて】
ご記入いただいた個人情報を、今後のセミナー・展示会の開催の改善、商品やサービスについての
ご案内 ( 電子メール、DM、電話など ) 等を目的とした範囲内で、当社の関係会社へ提供することがあります。
また、これら以外に第三者へ個人情報を提供することはありません。
※上記、個人情報のお取扱いに同意いただける場合には、「同意する」にチェックして下さい。

□ 同意する 

ＦＡＸＴＥＬ

会社名

お名前

平野営業担当名

参加申込書

【会場案内】
〒104-8554
東京都中央区入船 2-2-14 U-AXIS ビル 1・2 階

最寄り駅 
東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 A2 出口 徒歩 3 分
東京メトロ有楽町線「新富町」駅 7 番出口 徒歩 3 分
JR 京葉線「八丁堀」駅 A2 出口 徒歩 3 分

開催概要   入場無料

【開催日時】 
2018 年 6 月 8 日 ( 金 ) 10:30 ～ 17:00 ( 受付終了 16:30)

JABRA
SPEAK 510

ハズレ
なし !!

来場者全員の特典として、豪華景品があたる大抽選会を実施いたし
ます。各協賛メーカーから提供していただいた最新・豪華アイテム
が当たります !!

来場者特典 豪華家品が当たる!
!


	t01
	t02
	t03
	t04

