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ダイワボウ情報システムと日本マイクロソフトが 
Windows® スレート PC の拡販で協業 

 
～ 中堅・中小企業、教育市場の ICT 利活用促進を目的に 
共同で「Windows® スレート推進センター」を設立 ～ 

 

ダイワボウ情報システム株式会社（取締役社長:野上義博、所在地：大阪市中央区、以下 DIS）
と、日本マイクロソフト株式会社（代表執行役 社長：樋口泰行、本社：東京都港区、以下日本マ

イクロソフト）は、中堅・中小企業および教育市場の ICT 利活用促進を目的に、共同で、DIS の

販売パートナー 約 17,000 社を支援する専任組織「Windows® スレート推進センター」を、2011
年 10 月 1 日付で DIS 内に設立します。 

 
スレート PC は、携帯性、情報の閲覧に適した形状や直感的な操作性などから、コンシューマ

ー市場だけでなく企業でも活用の可能性が注目されています。具体的には、Windows を搭載し

たスレート PC は、企業情報システムとの親和性や、堅牢なセキュリティーを備えたデバイスと

して、また急速に普及するクラウドサービスと連携し、多様な働き方やコスト削減を実現するソ

リューションとして、導入の検討が進んでいます。 

これらの需要に対応するため、両社は「Windows スレート推進センター」を設立し、全国 87
カ所にある DIS の販売拠点を通じて中堅・中小企業および教育市場へ多様なデバイスの選択肢を

提供し、Windows スレート PC の利活用シナリオ・ソリューションを創出することで、その導

入を推進します。これにより、他国市場と比較して伸び悩んでいる中堅・中小企業や教育分野で

の ICT の利活用を図ります。 

各社の役割は、以下の通りです。以下の活動により、「Windows スレート推進センター」に

両社の技術および販売ノウハウを集約し、同センターを通して今後 3 年間で 70 万台の Windows 
スレート PC の販売につなげることを目標としています。 

 
（各社の役割） 

DIS 
 全国の販売パートナー 約 17,000 社からの専用相談窓口を設置 

 案件内容・ニーズに応じたコンサルティングの提供 

o 豊富な商材から最適なデバイス・アプリケーションの選択 

o カスタマイズサービスを活用した付加価値の高い提案 

o アプリケーションの実装技術やタッチ開発の検討 

 セミナーによる啓発活動およびパートナー育成 

 マイクロソフト製品を活用した利活用シナリオ・ソリューションの創出 

 
 
 



日本マイクロソフト 

 Windows 7 に関する技術情報の提供や営業支援の提供 

 マイクロソフト製品を活用した利活用シナリオ・ソリューション立ち上げへの支援 

 
「Windows スレート推進センター」専用相談窓口 

電話 : 03-5746-6298 

メールアドレス : winspc@pc-daiwabo.co.jp 

 受付時間 : 月～金曜日 9：00～17：45（祝日及び弊社休業日除く） 

 
「Windows スレート推進センター」設立にあたってパートナー各社からコメントをいただい

ています。各社のコメントは別紙を参照下さい。 

 
今後両社は、スレート PC 以外のデバイス導入支援や、Microsoft® Office 365 などのクラウド

サービスを活用したソリューションの提案など、活動範囲を拡大していく予定です。 

 
以上 

 
【報道関係者お問い合わせ先】 

ダイワボウ情報システム株式会社 人事総務部 総務課 貞方 
 電話：06-6281-9100 E-mail：isadakat@pc-daiwabo.co.jp  
 
日本マイクロソフト株式会社 社長室 コーポレートコミュニケーション部 石井 
電話：03-4535-8055（部門代表） E-mail：mskkpr@microsoft.com 

 



（別紙） 
Windows® スレート推進センター賛同企業からのコメント（五十音順） 

 
ASUS は「Windows スレート推進センター」の設立を歓迎いたします。弊社は現在、企業様向

けの Windows スレート製品の開発に力を入れており、製品のハードウェア仕様、使いやすい機

能、強固なセキュリティー、安心の保守サービスなどを充実させるべく努力しております。また、

Windows スレート製品だけでなく、Windows 7 Professional 搭載製品についても今まで以上に

強化を行い、企業様のさまざまなニーズに応えられるベストソリューションを提案してまいりま

す。 

この度の推進センターの設立を受け、企業様が安心して弊社製品を導入できるように今まで以

上に努めてまいる所存です。 

アスース・ジャパン株式会社 システムビジネス部  

システム・カントリー・マネージャー エミリー・ルー様 

 
オンキヨーは、この度の「Windows スレート推進センター」を共同で設立することを歓迎いた

します。当社は昨年 10 月に他メーカーに先駆けて Windows®７搭載スレート PC を 3 機種市場

に投入し、スレート PC なら『オンキヨー』と言われるようになりました。「Windows スレート

推進センター」内での、両社の技術および販売ノウハウによって、中小企業から大企業までスレ

ート PC の持つ可能性が拡大して応用範囲が広がることを期待しております。 

当社は、ダイワボウ情報システム株式会社様及び日本マイクロソフト株式会社様と連携して、

スレート PC 市場を大きく育てるために、他メーカーに先駆けてスレート PC のメリットを活か

したより魅力的な商品をお客様に提供すべく、より一層努力してまいります。今後とも、当社新

商品にご期待ください。 

オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社 代表取締役社長 菅 正雄様 

 
株式会社東芝は、ダイワボウ情報システム株式会社様と日本マイクロソフト株式会社様が

Windows スレート PC の拡販で協業されたことを歓迎します。 

Windows スレート PC は、これまでに蓄積された膨大な Windows 資産を継承できる点におい

て今後ますます導入されると期待しています。今年 5 月に発表した東芝の Windows スレート PC
「WT310」は、見やすく操作しやすい 11.6 型液晶や、お客様で交換できるバッテリを内蔵する

など、企業および文教市場に最適な商品となっています。これからも両社が共同で設立された

「Windows スレート推進センター」との連携を緊密にし、お客様に魅力的なスレート PC をお届

けするよう積極的に取り組んでまいります。 

株式会社東芝 執行役上席常務 デジタルプロダクツ&サービス社社長 大角 正明様 

 
エイサーは世界でトータル ICT デバイスカンパニーを目指しており、ユーザーのモバイルニー

ズに特に注力しております。 

我々は今年、いち早くスレート PC を発売し、その魅力と可能性に多くのお客様が関心を寄せ

ています。今後も成長が見込まれるこの市場に、魅力的なスレート端末を投入し、新たなユーザ

ーエクスピリエンスを提供し続けたいと考えています。 

この度のダイワボウ情報システム株式会社様と日本マイクロソフト株式会社様の「Windows ス

レート推進センター」設立は、スレート PC 市場の拡大を加速するだけでなく、ソリューション

の創出と提案、関連サービスの発展に大きな役割を果たしてくれるものと期待しています。 

日本エイサー株式会社 代表取締役社長 ボブ・セン様 



 
日本電気株式会社は、ダイワボウ情報システム株式会社様と日本マイクロソフト株式会社様に

よる「Windows スレート推進センター」の設立をお慶び申し上げます。 

OA 機器ならびにクラウドサービスの豊富な販売実績・ノウハウをお持ちの両社と本センター

が、ビジネス市場への Windows スレートおよびクラウドサービスの普及、さらには新たな市場

創出を推進いただけるものと確信しております。当社も、9 月下旬より出荷開始予定のスレート

PC を活用して、新しいビジネススタイルを創造し、本センターが推進するスレート PC 市場の拡

大に貢献したいと考えております。 
日本電気株式会社 パーソナルソリューション事業本部長 西大 和男様 

 

「Windows スレート推進センター」の設立、おめでとうございます。 

当社は、法人向けとして医療及び屋外の過酷な環境で使用されるフィールド向けに頑丈性能と

簡単操作を兼ね備えた「タフブック H2」をラインアップしています。 

今後、推進センターの設立を機に、法人向けに Windows スレート PC の導入がさらに促進され

ることをご期待申し上げます。 
パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 ビジネスソリューション事業グループ 

ＩＴプロダクツビジネスユニット ビジネスユニット長 原田 秀昭様 
 

富士通株式会社は、ダイワボウ情報システム株式会社様と日本マイクロソフト株式会社様にて

設立されます「Windows スレート推進センター」を歓迎致します。 

弊社は 2010 年度米国内ペンタブレット市場シェア第二位の実績に基づく企業様向けの活用ノ

ウハウを活かすとともに、既存の Windows 資産との高い互換性、強固なセキュリティー、MADE 
IN JAPAN の高い信頼性と充実したサポートの提供を図ります。 

これにより、企業様の Life Partner となれるよう努めてまいります。 
 富士通株式会社 執行役員 齋藤 邦彰様 

 

株式会社マウスコンピューターは、この度ダイワボウ情報システム株式会社様、マイクロソフ

ト株式会社様、両社間での「Windows スレート推進センター」を設立されたことを大変嬉しく思

います。 

先日発表致しました当社の「LuvPad WN101-P」は、当社初の Windows OS を採用したスレ

ート PC であり、操作性やモバイル用途に適した製品となっております。また、Windows 7 
Professional を標準搭載していますので、幅広い業種の法人様へご提案していただくには最適の

商品であり、今回の「Windows スレート推進センター」を通じて、特に中堅・中小企業様にとっ

て Windows スレートの導入しやすい環境が整い、新たな需要開拓と ICT 化の発展に大きく貢献

できると非常に期待しております。 
株式会社マウスコンピューター 代表取締役社長 小松 永門様 

 
 
 


