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Press Release 

【報道関係各位】 
三⾕産業株式会社 

2018 年 12 ⽉ 17 ⽇ 
 

 
 

 
 

 
三⾕産業株式会社（本社：⽯川県⾦沢市／代表取締役社⻑：三⾕ 忠照、以下 三⾕産業）は、各界の有

識者による基調講演・セミナーや、最新の IoT、RPA、AI 技術による製品・サービスの展⽰デモ等を実施
する「第 50 回 三⾕情報フェア 2018 WINTER」を、12 ⽉ 13 ⽇（⽊）、14 ⽇（⾦）の 2 ⽇間、三⾕産業
⾦沢本社にて開催しました。⽯川県内外のお客様にお越しいただき、２⽇間延べ 1,075 名のお客様にお越
しいただきました。 

 
第 50 回となる今回は「共創が⽣み出すイノベーション」を開

催テーマとして掲げ、ICT に関する最先端ソリューションのセ
ミナーやブース展⽰を通して、主に企業の皆様が交流する場を
提供したほか、企業関係者に限らずご来場いただいた皆様に楽
しんでいただけるよう、橋下徹⽒（弁護⼠/前⼤阪市⻑）や早⾒
優⽒（歌⼿）などをお招きした基調講演や⽂化体験などを実施し
ました。 

 

また今回、初めての試みとして⽇本全国から出場者を募集したビジネスコンテスト「MITANI Business 
Contest」を開催しました。応募期間 2 ヶ⽉の中、総数 54 件に上る多数の応募があり、書類選考、⾯接
選考を経て選出された 8 組の最終候補者は、14 ⽇にフェア会場内で⾏われた最終選考にて、審査員・フ
ェア来場者を前にプレゼンテーションを⾏いました。 

厳正なる審査の結果、最優秀賞およびオーディエンスの投票により決定する優秀賞（オーディエンス賞）
にはものレボ株式会社 細井雄太⽒「⼩ロット⽣産の⽣産管理プラットフォーム『いきなり IoT』」が、優
秀賞には北陸先端科学技術⼤学院⼤学 先端科学技術研究科博⼠前期課程 1 年 井上杜太郎⽒「⾳声つぶや
きシステムを活⽤した漁船・内航商船向け機関業務⽀援システム」が選出されました。またその他、協賛
企業賞 6 件が授与されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全国から先進的ソリューションの発掘を⽬指した  

「MITANI ビジネスコンテスト」受賞者が決定！ 
〜ものづくりの現場に適した IoT ⽣産管理サービスが最優秀賞に〜 

展⽰会の様⼦ 

最優秀賞を受賞した ものレボ株式会社 細井⽒ 
のプレゼンテーションの様⼦ 

表彰式の様⼦ 
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三⾕産業では、今後も情報フェア等を通じて企業・地域住⺠の⽅々への情報発信を⾏うとともに、今回
初めて開催したビジネスコンテストを継続開催し、新たなビジネスマッチングの機会の創出を通じて北陸
全体の発展に貢献するよう取り組んでまいります。 

■MITANI Business Contest 概要 
テクノロジーの発展とともに加速する社会の変化に適

応し、北陸の地域経済の活性化や地域課題の解決につなが
るビジネスをテーマに、変⾰の最前線を⾛る全国のベンチ
ャー企業等を募集したビジネスコンテストです。10 ⽉末
までに応募のあった 54 件から書類選考、⾯接を実施し、
地域課題の解決や経済への貢献などの観点から特に優れ
たビジネスプランを提案する 8 組が、12 ⽉ 14 ⽇の本選
でプレゼンテーションを披露しました。 

優れたビジネスプランには、北陸企業とのビジネスマッ
チングや、協賛企業とのタイアップ・アライアンス連携、
三⾕産業データセンターによる IaaS サービス 1 年間無償
などの⽀援を実施していきます。 

本コンテストの詳細につきましては、ビジネスコンテストの特設 Web サイトで紹介しております。 

※特設 Web サイト: https://www.mitani-bc.info/  

■MITANI Business Contest 受賞者 

 

 

 
 
 
 
 

  

＜最優秀賞＞賞⾦ 100 万円 
＜優秀賞（オーディエンス賞）＞賞⾦ 10 万円 
・ものレボ株式会社 細井雄太⽒「⼩ロット⽣産の⽣産管理プラットフォーム『いきなり IoT』」 

＜優秀賞＞賞⾦ 10 万円 
・北陸先端科学技術⼤学院⼤学 先端科学技術研究科博⼠前期課程 1 年 井上杜太郎⽒ 
「⾳声つぶやきシステムを活⽤した漁船・内航商船向け機関業務⽀援システム」 

＜NTT ドコモ賞＞ 
・株式会社双⼦ゲームス 吉本卓⽣⽒「電気⼯事業向け危険作業訓練ＶＲ」 

＜富⼠通賞＞ 
・株式会社 LEARNie 南部洋志⽒「⾳声・映像解析を⽤いたオンライングループレッスンシステム」 

＜富⼠通マーケティング賞＞ 
・Anyble 株式会社 松本悠利⽒「精密機器の B2B オンラインマーケットプレイス」 

＜北陸銀⾏賞＞ 
・株式会社ニューフォリア 近藤峻⽒「ニューフォリア 020 ソリューション」 

＜北陸コンピュータ・サービス賞＞ 
・株式会社ロジコモン ⼤町侑平⽒ 
「⼦どもの能⼒育成をサポートするシステム『Geniussist（天才育成サポートプログラム）』」 

＜北國銀⾏賞＞ 
・合同会社匠市 熊本雄⾺⽒「職⼈ライブ」 
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■「第 50 回 三⾕情報フェア 2018 WINTER」 概要 

「三⾕情報フェア」は 1993 年以来、北陸・⾦沢で 25 年に
渡り、普段触れることができない ICT に関する最新のソリュ
ーションやセミナーを、企業の情報システム担当の皆様や⼀般
の皆様に触れていただく場として、毎年 7 ⽉と 12 ⽉に開催し
ています。第 50 回となる今回は、「共創が⽣み出すイノベーシ
ョン」をテーマに掲げました。ICT、IoT、AI などの技術の発展
とともに複雑化する現代社会においてイノベーションを⽣み
出していくために重要な、分野や企業の壁を越えたコラボレー
ションによる「共創」の誘発を図りました。 

１．イベント名 第 50 回 三⾕情報フェア 2018 WINTER  

２．テーマ   共創が⽣み出すイノベーション 

３．⽇ 時   2018 年 12 ⽉ 13 ⽇（⽊）10:00〜17:00、14 ⽇（⾦）9:30〜17:00 

４．会 場   三⾕産業 ⾦沢本社 

５．参加者数  ２⽇間延べ 1,075 名（１⽇⽬：652 名、２⽇⽬：423 名） 

６．プログラム ［別途資料参照］ 

 

 
■三⾕産業グループについて 

三⾕産業グループは、化学品、樹脂・エレクトロニクス、情報システム、空調設備⼯事、住宅設備機器、
エネルギーの 6 つの事業を持つ複合商社です。1928 年に⾦沢で創業して以来、現在は、⾦沢と東京の⼆
本社体制を持つ三⾕産業株式会社を中⼼に、⼦会社 26 社（⽇本 15 社、ベトナム 9 社、その他 2 社）で
事業展開しています。商社でありながらも、製造・物流などの機能をあわせ持ち、さらに技術部⾨とも
連携した提案型営業を推進しています。 
 

 

 
 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
三⾕産業株式会社 広報事務局（共同ピーアール） TEL：03-3571-5258 

情報フェア 50 回の歴史を紹介するパネル 



12月13日 14日木 金
“共創“が生み出すイノベーション
三谷情報フェア2018

WINTER

●掲載されている製品名・会社名は、それぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。
●セミナー・展示内容およびタイトルは、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●協賛企業様の敬称はすべて省略させていただいております。

てづくりシフォンケーキ販売会
社会福祉法人 佛子園
地元産コシヒカリの米粉と国産小麦で焼き
上げた無添加シフォンケーキはいかがです
か。

ニッコー陶器市
ニッコー株式会社
ニッコー食器がお買得です。
ニオイ・湿気を取り除く「ジョッシュ」も
あります。

お楽しみコーナー
ご来場のお客様全員に、プレゼントをご用意しております。
昼食
旬の素材を活かしたお食事をご用意いたします。
（数に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。）

ドリンクサービス
コーヒー、お茶をご用意しております。
クイックマッサージ
プロのマッサージ師が、足腰や肩などの疲れをほぐします。
ご来場前よりも、さらに元気になってお帰り下さい。

◆ お申し込み ◆
FAXの場合、申込用紙をご送信ください。

FAX 076-233-2879
インターネットの場合 下記アドレスより、お申込みください。

http://www.mitani.co.jp/fair/

第

50回

協賛企業 株式会社アイ･オー･データ機器、株式会社ウィザース／株式会社データコントロール、ウイングアーク1st株式会社、
EIZO株式会社、株式会社NTTドコモ北陸支社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ西日本、株式会社大崎コンピュータ
エンヂニアリング、株式会社オービックビジネスコンサルタント、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、株式会社グルーヴ
ノーツ、株式会社コマツインターリンク、コンフィデンシャルサービス株式会社、株式会社シムトップス、ソフトバンク株式会社、

ダイワボウ情報システム株式会社、テイカ製薬株式会社、ディサークル株式会社、東洋ビジネスエンジニアリング
株式会社、ニッコー株式会社、パナソニック株式会社、PFU西日本株式会社、富士ゼロックス北陸株式会社、富士
通株式会社、株式会社富士通マーケティング、株式会社ブロードリーフ、北陸コンピュータ・サービス株式会社、
三谷産業株式会社 Aureoleグループ(ベトナム)、株式会社山岸製作所、Eugrid株式会社（50音順）

10 00 
17 00

9 30 
17 00

伝統工芸体験・金沢の水引
株式会社自遊花人
日本人の心をかたちにした魅力ある水引で
“箸置き”をつくってみませんか 



10 30 ～ 11 40
基調講演１
改革の進め方

プロフィール
1994年早稲田大学政治経済学部卒業、97年弁護士登録。98年橋下
綜合法律事務所開設。その後、テレビ等でも活躍。38歳で大阪府知
事に就任、その後大阪市長、国政政党代表などを歴任。2015年12
月に政界引退し、現在はTV番組出演や講演、執筆活動等、多方面で
活動中。

13 00  13 50
セミナー1
「働き方を変える。ビジネスを変え
る。」 スマホ機能を大幅強化 
POWER EGG3.0新機能およびユーザー企
業様が語る働き方改革実践事例のご紹介

ディサークル株式会社
＜ユーザー企業様＞株式会社山岸製作所

13 00  13 50
セミナー2
知識不要、専門家に頼らず機械学習で成
果を出すには 
 誰でも簡単 ノンプログラミングで
AIによる高度なデータ分析が可能な機械学習
クラウド「MAGELLAN BLOCKS」 

株式会社グルーヴノーツ

橋下 徹氏
弁護士/前 大阪市長

12 : 00 ～ 12 45
ランチタイムコンサート
3Tolker 北欧音楽演奏会

北欧音楽トリオ「3Tolker（トルケル）」
梅田 千晶 氏（ハープ）

榎本 翔太 氏（ニッケルハルパ）
酒井 絵美 氏（ハーディングフェーレ、フィドル）

14 10 ～ 15 00
セミナー3
導入してスグ効果を体感 現場のリア
ルタイム可視化とは 
 製造業・非製造業のIoT活用による
見える化事例をご紹介 

ウイングアーク1st株式会社

14 10 ～ 15 00
セミナー4
働き方改革ってどうすれば良いの 
 社員の意識改革に向けた実践プロセスと
運用事例のご紹介 

株式会社富士通マーケティング

齋藤 泉氏
株式会社日本レストランエンタプライズ

アドバイザー

15 30 ～ 16 40
基調講演２
“喜んでもらいたい”から
始まる仕事術
 お客様との一瞬の出会いを大切に 

プロフィール
東京-山形・新庄間で平均売上の3 4倍を売り上げた実績を持つ、
新幹線カリスマ車内販売員。その日の客層や天候に合わせ、お客
様のニーズに合致した商品を揃え、見事な接客術で商品を売り切
る。現在、社員研修をはじめ各地で年間100 200回、講演を実施。
営業・販売担当者にとって大切な要素満載の講演が好評。

12/13
木
THU

タイムテーブル



11 00 ～ 12 00
基調講演３
≪スペシャルトークショー≫
早見流の生き方

プロフィール
3歳 14歳までをグアム、ハワイで育つ。14歳でスカウトされ、
1982年歌手デビュー。90年上智大学比較文化学部 日本文化学科卒業。
96年結婚、二女の母。特有のバイカルチャー、バイリンガルを活か
し、様々なメディアで幅広く活躍。現在、NHK WORLD「Dining
with the Chef」、NHKラジオ「深夜便ビギナーズ」にレギュラー出
演中。2018年4月にデビュー35周年記念ベストアルバム
「Celebration」、7月には写真集「サマー・ガール」を発売。

早見 優氏
歌手

12 50 ～ 14 00
基調講演４
ワークライフバランスで
男女が、地域が、日本が変
わる 

プロフィール
日本大学芸術学部 映画学科(脚本)卒業後、大手出版社に入社。5年間
の編集及びPR担当の経験を経て、2001年4月マーケティングを中心
に行う有限会社インフィニティを設立。「おひとりさま(マーケッ
ト)」(05年)、「草食系(男子)」(09年)は新語・流行語大賞に最終ノ
ミネート。同志社大学・創造経済研究センター「ビッグデータ解析研
究会」部員。17年4月より立教大学大学院(MBA)に通学中。

牛窪 恵氏
世代・トレンド評論家/マーケティングライター

インフィニティ代表取締役

9 40 ～ 10 30
セミナー5
デジタル変革時代到来 
mcframe×POWER EGG連携による
新たな価値創造
 連携事例から学ぶ
これからの製造業向け企業システムの方向性 

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社

9 40  10 30
セミナー6
ICTが支える子供の未来
 学校現場における
学びのデータ活用に向けた取り組み 

富士通株式会社
文教ビジネス推進統括部

12/14
金
FRI

- MITANI Business Contest -
2018年12月14日（金）2018年12月14日（金） 14 30 17 00

場所 三谷産業株式会社 金沢本社

ICT、IoT、AIといった先進技術や、人間を中心に置く優れたデザインを活用した新製
品・新サービスにより、北陸の地域課題の解決や、社会の発展に寄与するビジネスプラン
を募集しました。
予選を勝ち抜いたファイナリストによる熱い気持ちのこもったプレゼンテーションを是非
ご体感ください 

タイムテーブル

※聴講のお申込みにつきまして※
MITANI Business Contestの聴講は、法人・団体・教育機関・ベンチャー企業・学生に限らせていただきます。



株式会社アイ・オー・データ機器
「プロジェクターたっち」を利用した、
新しいミーティングスタイルのカタチ、働き方改革のご提案
株式会社ウィザース/株式会社データコントロール
モバイルデバイス、クラウドサービスを安全に利用する為の
セキュリティ製品、サービスのご紹介
ウイングアーク1st株式会社
MotionBoard/SPA
ウイングアークが提案する製造業向けソリューション
EIZO株式会社
映像ソリューションに取り組み続けて50年
新たな時代へ向けた、より良い仕事環境のご提案
株式会社NTTドコモ北陸支社
工場や事務所内での動態管理やモノの管理や防犯用途など、
IoTを手軽に導入できるサービスのご紹介
株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ西日本
働き方改革推進のための「RPA」導入
 オフィス業務の効率化・自動化による生産性の向上 
株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング
インターネット分離を無理なく実現
Web実行の完全分離でWeb経由の感染を根絶します
株式会社オービックビジネスコンサルタント
奉行クラウドでつながるひろがる業務改革
新リリース奉行クラウドと奉行クラウドEdgeによる
業務イノベーション
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
IoTデバイスとしてのネットワークカメラを活用した
映像ソリューションのご紹介
株式会社シムトップス
ペーパーレス「現場帳票」記録・報告・閲覧ソリューション
ConMas i-Reporter
ソフトバンク株式会社
ルーティン作業からの脱却 最新の「RPA・OCR」を駆使した
ソフトバンク流働き方のご紹介

三谷産業株式会社 関連企業・社内展示

お客様展示

三谷産業株式会社 Aureoleグループ（ベトナム）
ベトナムにおけるAureoleグループの事業内容のご紹介
三谷産業株式会社 M&E事業部
M&E事業部のご案内
三谷産業株式会社 空調事業部
施工現場の情報共有とペーパレス化/BIM活用事例のご紹介
三谷産業株式会社 ケミカル事業部
TUNAGUプロジェクト
IoTセンサ活用・見える化・TUNAGUポータルのご提案

株式会社コマツインターリンク
環境に応じたユニフォームのご提案
夏は空調服。冬は防寒服。夏も冬も快適にお過ごし頂けます
テイカ製薬株式会社
 「薬都とやま」から目薬屋さんの青汁 
青汁の試飲、丹霞堂富山駅前店のご紹介
ニッコー株式会社
陶磁器、水創り、環境プラント、バンクチュール、
機能性セラミック商品、5事業部のご紹介

富士通グループ
富士通株式会社
FUJITSU Notebook LIFEBOOK
株式会社富士通マーケティング
【Barracuda Backup】
ライセンス不要 システムリカバリー、集中管理なども可能な
アプライアンス型バックアップソリューション

【アップグレードマネジメントソリューション Relay2】
Relay2導入によりWindows10のUpdateが業務へ及ぼす影響が最小化

【マイグレーションサービス】
Windows 10への移行ポイント・留意点や、簡易診断、計画立案や導入
展開に向けた各種サービスのご紹介

【AZSECURITY BSTSシリーズ】
管理サーバをクラウドでご提供。初期投資、運用負荷を低減します

ダイワボウ情報システム株式会社
社内外のFAQ対応で効率化と、音声入力で、働き方改革を実現
「Okbiz.」「SPALO」のご紹介
ディサークル株式会社
働き方を変える、ビジネスを変える
統合型コラボレーションツール「POWER EGG 3.0」のご紹介
パナソニック株式会社
「可視化」による意識改革で働き方改革を支援します 
PFU西日本株式会社
DynaEyeシリーズ
 間接業務におけるデータエントリ―の効率化で働き方改革を加速 
富士ゼロックス北陸株式会社
富士ゼロックスがご提案する図面差分検出ソリューション
設計図面の変更、確認作業を複合機の活用で効率化
株式会社ブロードリーフ
映像を動作/時間分析し生産・製造現場の作業時間短縮・省力化・
コスト低減ができるソフト「OTRS」
北陸コンピュータ・サービス株式会社
スマートフォン・タブレットでらくらく発注 
発注作業の効率UP【ワークスタイル改革】しませんか 
Eugrid株式会社/コンフィデンシャルサービス株式会社
ハイブリッド型シンクライアント「TrueOffice」と
三谷オリジナルクラウドサービスのご紹介

＊掲載されている製品名・会社名は、それぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。
＊協賛企業様の敬称はすべて省略させていただいております。
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場
へ
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三谷産業株式会社 本社
石川県金沢市玉川町１－５
◆ 金沢駅より
タクシー…約7分
バス …南町・尾山神社バス停下車 徒歩7分
◆ 小松空港より
空港バス…香林坊バス停下車 徒歩10分

【お願い】
■当社駐車場は台数に限りがあり大変混雑が予想されます。
※公共交通機関のご利用にてご来場ください。（南町・尾山神社バス停下車徒歩7分）
※お車でお越しの場合は、乗り合わせにてご来場ください。
※近隣に有料駐車場がございます。（お客様負担にてお願いします）
※当社近辺の一方通行にご注意ください。

◆ お問い合わせ ◆
三谷産業株式会社 情報システム事業部

三谷情報フェア事務局 まで
TEL:076-233-8710  

展示・ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ


