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株式会社システナ 

(東京証券取引市場第一部 証券コード:2317) 

【システナ】スマートフォン＆モバイル EXPO 春 出展のお知らせ 

 

株式会社システナ（本社：東京都港区、代表取締役社長：三浦 賢治、以下「システナ」）は、2016年5月11日（水）～5月13日

（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される 第6回 スマートフォン＆モバイル EXPO 春に出展いたします。 

 

◆第6回 スマートフォン＆モバイル EXPO 春 概要 

 【会期】2016年5月11日（水）～5月13日（金） 

 【会場】東京ビッグサイト（東京都江東区） 

 【公式HP】http://www.smart-japan.jp/haru/ 

 【小間番号】東12-47 

会場図 

 
 

◆スマートフォン＆モバイル EXPO 春 について 

スマートフォンやモバイルに関する、あらゆるソリューション／サービスが一堂に出展する専門展です。毎年多数の企業の情報シ

ステム部門、アプリケーション開発部門、経営企画部門、マーケティング部門、広報宣伝部門、モバイル・スマートフォンベンダー

などが来場し、出展企業と活発な商談・受注を行っています。 

 

http://www.smart-japan.jp/haru/


◆出展の見どころ 

第 6 回 スマートフォン＆モバイル EXPO 春では、システナグループによるソリューションを「IoT(Internet of things)」

「Fintech(Financial technology)」「デジタルマーケティング」「ビジネスアプリプラットフォーム」の４つのテーマに向けて展示い

たします。シリコンバレーに拠点を構え、最新のテクノロジーを展開するSystena America Inc.と、IoT/M2M市場において独自の

ワイヤレスソリューションを展開して実績を重ねる株式会社IDYによる最新技術展示にご注目ください。 

 

◆出展サービス概要 

・Airbase（クラウド型Web データベース） 

「Airbase」は、お客様独自の業務に最適なアプリケーションを簡単な操作で作成できるWebデータベースです。今までExcel

などの既存アプリケーションで管理していた業務を「Airbase」でシステム化が可能です。既存アプリケーションでは手の届か

なかった課題や改善ポイントをAirbaseによってオリジナルアプリとすることで効率化がアップします。また、モバイルファ

ーストを意識したユーザインターフェースは、モバイルでの利用にうってつけです。あらゆる企業に「いつでも、どこでも」

のワークスタイルを導入することが出来ます。使い方は簡単で「だれでも」使えるビジネスプラットフォームです。 

 

・Web Shelter（スマートフォンサービスプラットフォーム） 

「Web Shelter」は、スマートフォン向けセキュリティプラットフォームをベースにしたサービスプラットフォームです。ス

マートフォンでの口座開設やWeb通帳をはじめ、サービスを拡張してFintechサービスをユーザーへ提供することが可能とな

ります。セキュリティを守るだけではなく、顧客へのリレーション強化のために、多くの金融機関から採用されています。 

  

・FIDO認証ソリューション（パスワードレス認証） 

「FIDO認証ソリューション」は、次世代の認証方法「FIDO」をベースとしたモバイル認証ソリューション。 

  指紋認証や認証キーなどのパスワードレスの高セキュリティな認証サービスを既存システムに簡単に導入が可能です。 

ユーザーはパスワードを意識しないので認証が必要なサービスへのアクセスが簡単になり、ユーザビリティが向上します。 

このソリューションは先進国の金融機関や流通業での導入実績がある、米国 StrongAuth 社のテクノロジーを採用しており、

「Web Shelter」とも連携して新しいスマートフォンサービスの可能性をプレゼンテーションします。 

 

・SmartAttach（IoT/M2M プラットフォーム） 

「SmartAttach」は、米国内で多数のIoT関連サービス実績を持つPlasma社の技術を組み合わせたIoT/M2Mの総合プラッ

トフォームです。 リアルタイムのデータ収集、監視、運営プロセスの自動化、コネクティビティ、デバイス管理、ビッグデー

タ解析、機械学習、可視化、イベント管理／ストリーミング解析、業務ワークフロー、という IoT/M2M サービスに必要な機

能を全て搭載しています。また、システナグループの IDY が設計製造している IoT/M2M ゲートウェイ「iR700B」と組み合

わせることで、既存設備やシステムをローコストでIoT化することが出来ます。   

今回の展示では、「SmartAttach」と「iR700B」とセンサネットワークのプレゼンテーションを行います。 

 

「iR700B」 は3G、PHS、LTE、WiMAX2+など日本国内すべてのワイヤレスネットワークに対応したIoT/M2Mルーターで

す。このほか、Systena America Inc.が扱うグローバルモデルとして、FCC、CE、ICを取得したモデルもありますので海外

展開も可能です。またカスタマイズ対応や設置場所に合わせた豊富なアンテナラインナップで、お客様のご要望に最適な環境

をご提供いたします。 

IDYは同日開催の「第5回 IoT/M2M展 春」に出展しております。「iR700B」をはじめ、加速度センサ、BLE、GPSを搭載

した新型3Gトラッキング端末などワイヤレスソリューションを公開します。こちらの会場にも、ぜひ、お立ち寄りください。 

 

第5回 IoT/M2M展 春 （第6回スマートフォン＆モバイル EXPO 春 同時開催） 

期間   ： ２０１６年５月１１日（水）～５月１３日（金） 

会場   ： 東京ビックサイト 

IDY出展ブース ： 西３－２３ 

 

 

 



・ReelCode Media（リールコードメディア） 

「ReelCode Media」は、あらゆるコンテンツをひとつのイメージとしてユーザーに配信が可能です。写真や画像に埋め込ま

れたコードをスキャンすることで、ユーザーに様々な情報を届けることができます。米国Macate 社のテクノロジーをローカ

ライズし、日本初の展示となります。今までの広告やマーケティング手法に新しい可能性を生み出すソリューションの登場で

す。 

 

・Cloudstep（グループウェア） 

「Cloudstep」は、Google やMicrosoft 等のアドオンサービスとしてリリースし、これまで10万ユーザーの実績を誇る

システナオリジナルクラウドサービスです。この度、新たにモバイルユーザーのセキュリティ対策を飛躍的に高めるセキ

ュアブラウザ「Cloustep Shelter」をリリース。利便性とセキュリティ対策を共に実現したサービスとして注目を浴びて

います。 

 

 ・Robomott Online for Pepper（ロボットオンラインサービス） 

   「Robomott Online（ロボモット オンライン）for Pepper」は、Pepperのアプリケーションをオンラインでオーダーで

きるサービスです。Pepperを業務でさらに活用するためのオリジナルアプリケーションを開発するためには高い専門性が

必要ですが、システナは、Pepperを”もっと活用したい”という市場のニーズにお応えすべく、用途別のフルオーダーメイ

ドアプリのオンライン開発サービスをご提供します。「Robomott Online for Pepper」専用Webサイトから欲しいアプリ

ケーションをオーダーすることで、お手元のPepperにアプリケーションをお届けします。その他、Pepper活用のための

レクチャーサービスやPepperアプリの開発者育成サービスなど、幅広いメニューもご提供します。「Robomott Online for 

Pepper」は、システナが提供する Pepper におけるアプリ開発や導入支援をはじめ、ベンダー様の開発者育成サービスな

どの、様々なサービスをWebで簡単に申し込み可能な新しいサービスです。 

 

 

 

◆会社概要  

社名       ： 株式会社システナ  

所在地     ： 〒105-0022 東京都港区海岸 1 丁目 2 番 20 号 汐留ビルディング 14F  

代表者     ： 代表取締役社長 三浦 賢治 

資本金     ： 15 億 1,375 万円（2016 年 4 月 現在）  

設立      ： 1983 年 3 月  

URL      ： http://www.systena.co.jp  

上場金融商品取引所 ： 東京証券取引所市場第一部（証券コード: 2317） 

事業内容  ： モバイル機器ソフトウェアの開発・品質検証、金融機関および Web ビジネス  

    向けシステム開発、システムの運用・ヘルプデスク、IT 商品の販売、クラウド 

     サービスなど、システムの企画・設計・開発・導入から保守・ユーザーサポート 

    までのトータル・ソリューション・サービスの提供。 

 

 

  

http://www.systena.co.jp/


 

社名   ： Systena America Inc, 

所在地 ： 1660 S. Amphlett Blvd.Suite 114, San Mateo, CA 94402  

代表者 ： CEO Katsuhiro Fuchinoue  

資本金 ： 200 万米ドル（2015 年 12 月 現在）  

設立  ： 2013 年 11 月  

URL  ： http://www.systena.us  

事業内容 ： 米国でのモバイルおよび通信関連の開発・検証支援事業、ソリューション事業、 

SNS ゲームなどのコンシューマ事業の展開、IoT 機器販売。 

 

社名   ： 株式会社 IDY 

所在地 ： 東京都千代田区神田富山町 5-1 神田ビジネスキューブ 5F  

代表者 ： 代表取締役社長 本田 和明  博士（システム情報科学） 

資本金 ： 6,500 万円（2015 年 10 月 現在）  

設立  ： 2007 年 7 月  

URL  ： http://www.idy-design.com  

事業内容 ： 無線インフラを中心とした各種通信デバイス、IoT・M2M ルータの製造および販売。 

 

 

 

 

◆お問い合わせ先 

株式会社システナ 新企隊本部 プロダクトイノベーション事業部 

担当者: 黒田 耕治 

Tel: 03-6367-3871  Fax: 03- 3578-3016  Email: cloud@systena.co.jp 

 

 

http://www.systena.us/
http://www.idy-design.com/
mailto:cloud@systena.co.jp

