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 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、「共創が⽣
み出すイノベーション」をテーマに、各界の有識者による基調講演や、8 つのセミナーおよび 34 の展⽰
ブースで「DX（デジタルトランスフォーメーション）」に関する講演およびソリューションの展⽰を⾏う
「第 51 回 三⾕情報フェア 2019 Summer 〜共創が⽣みだすイノベーション〜」を、７⽉ 11 ⽇（⽊）、
12 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 1,015 名のお客様にお越しいただきました。 

■DX（デジタルトランスフォーメーション）推進に向けて 

 今回で第 51 回となる三⾕情報フェアでは、セミナーおよ
び展⽰ブースにて「DX（デジタルトランスフォーメーショ
ン）」にフォーカスしました。DX は、ICT によって既存の製
品・サービスの機能向上や業務プロセスの効率化を図るに留
まらず、経営や事業のあり⽅、⼈の⽣活や働き⽅をも変⾰す
るという概念です。ロボット、IoT、AI をはじめとる最新ソ
リューションがこれからのビジネスにどのような変化をもた
らし、可能性を広げるのか。DX に関連する 8 つのセミナー
を実施しました。 

また、三⾕産業やパートナー企業などによる 34 のブースが設けられた展⽰会場では、DX の観点から、
ロボット、IoT、AI 技術による製品やサービスについて紹介しました。 

■地域の皆様に開かれた会社に 

 また、三⾕情報フェアでは、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に、
情報システム分野のみならず、さまざまなイベントを催しています。特に、ご好評いただいているのが各
界の著名⼈をお招きしての基調講演です。今回は、「共創が⽣み出すイノベーション」をテーマに、４つ
の基調講演を実施し、2000 年シドニーオリンピック銀メダリスト 篠原信⼀⽒などをお招きしました。 

 三⾕産業では、今後も企業・地域住⺠の⽅々への情報発信を⾏い、ひいては北陸全体の発展に貢献する
よう取り組んでまいります。 

  

「第 51 回 三⾕情報フェア 2019 Summer」開催 
8 セミナー・34 の展⽰ブースで、DX（デジタルトランスフォーメーション）に

関する講演およびソリューションを展⽰ 
〜三⾕産業 ⾦沢本社において、２⽇間延べ 1,015 名参加〜 

会場エントランスの様⼦ 
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 「第 51 回 三⾕情報フェア 2019 SUMMER」概要 

１．イベント名 第 51 回 三⾕情報フェア 2019 SUMMER  

２．テーマ   共創が⽣み出すイノベーション 

３．⽇ 時   2019 年 7 ⽉ 11 ⽇（⽊）、12 ⽇（⾦） 

４．会 場   三⾕産業 ⾦沢本社 

５．参加者数  ２⽇間延べ 1,015 名（１⽇⽬：491 名、２⽇⽬：524 名） 

６．プログラム ［別途資料参照］ 

Web サイト URL https://www.mitani.co.jp/fair/ 
 
 
 
 
（補⾜情報） 
■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 コーポレート本部 経営企画部 
TEL：03-3514-6003 
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第51回 三⾕情報フェア2019 SUMMER

●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。
●基調講演・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。

【協賛企業】株式会社アイ･オー･データ機器、株式会社AppGuard Marketing、アドニス株式会社、飯⼭精器株式会社、ウイングアーク1st株式
会社、EIZO株式会社、株式会社HRBrain、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、情報
セキュリティ⼤学院⼤学、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、トレンドマイクロ株式会社、株式会社⽇伝、ニッコー株式会社、⽇本オラクル株式会社、株式会社ニューフォリア、
パナソニック株式会社、株式会社⽇⽴ソリューションズ・クリエイト、株式会社フォトロン、富⼠通株式会社、株式会社富⼠通マーケティング、
株式会社双⼦ゲームス、有限会社北都代⾏社、北陸コンピュータ・サービス株式会社、株式会社マチマチ、三⾕産業株式会社 Aureoleグループ
(ベトナム)、ものレボ株式会社（50⾳順）

10：00〜17：00
会場：三⾕産業株式会社 ⾦沢本社

基調講演 7.11（⽊）
---------------------------
10︓30－11︓40 森本 千賀⼦（もりもと ちかこ）⽒
15︓30－16︓40 鈴⽊ 政次（すずき まさつぐ）⽒

基調講演 7.12（⾦）
---------------------------
10︓30－11︓40 篠原 信⼀（しのはら しんいち）⽒
15︓30－16︓40 中⼭ 五輪男（なかやま いわお）⽒

※詳細は次ページ

画・キャッチコピー／書画家 多聞

◆ お申し込み ◆
インターネットの場合 下記URLよりアクセスして下さい。

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

FAXの場合 付属の「セミナー参加申込書」をFAXして下さい。
FAX︓076-233-2879



10︓30 〜 11︓40
基調講演１
今、なぜ⽇本でダイバーシティ・⼥性活躍が
必要なのか

プロフィール
獨協⼤学卒業後、株式会社リクルート⼈材センター（現・株式会社リクルートキャリア）⼊社。⼤⼿からベン
チャーまで幅広い企業にて⼈材戦略コンサルティング、採⽤⽀援サポート全般を⼿がけ、営業実績は常に社内
トップ。2017年株式会社morich設⽴。NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」に出演。著書多数。

13︓00 〜 13︓50
セミナー1
中堅企業の競争⼒向上を⽀援
統合型コラボレーションツール「POWER EGG 3.0」の
最新機能と地元ユーザー企業様による実践的活⽤術を
ご紹介

ディサークル株式会社
<ユーザー企業様> 株式会社⼀膳

※株式会社⼀膳…⽯川県内で、企業向け給⾷弁当等の製造と販売を展開

13︓00 〜 13︓50
セミナー2
レガシー資産の克服とDXへの展開
DXに向けたレガシー資産の克服の必要性とその考え⽅

経済産業省 商務情報政策局情報産業課
ソフトウェア産業戦略企画官 和泉 憲明⽒

※DX（デジタルトランスフォーメーション）…ITを使いこなした企業が⾶躍的な進化を遂げること

森本 千賀⼦⽒
株式会社morich（モリチ） 代表取締役

兼 オールラウンダーエージェント

12 : 00 〜 12︓45
ランチタイムイベント
⾦沢学院⼤学の合唱部、ストリートダンス部による
パフォーマンスを存分に楽しんでください︕

⾦沢学院⼤学 合唱部・ストリートダンス部

14︓10 〜 15︓00
セミナー3
⼩ロット⽣産を「いきなりIoT」で⽣産管理
IT/IoTの効果的な活⽤を事例を踏まえてご紹介

ものレボ株式会社
※ものレボ株式会社…MITANI Business Contest 最優秀賞受賞企業

14︓10 〜 15︓00
セミナー4
新しい学びの創造に向けたICT教育の
新たな取り組み事例のご紹介

⾦沢市プログラミング教育ディレクター
松⽥ 孝⽒

鈴⽊ 政次⽒
M.ソリューション 代表

15︓30 〜 16︓40
基調講演２
ガリガリ君誕⽣秘話
〜商品開発の極意〜
プロフィール
1970年東京農業⼤学農学部農芸化学科卒業後、⾚城乳業株式会社に⼊社。1年⽬から商品開発部に配属さ
れる。愛すべき失敗作を⽣み出しながらも、「ガリガリ君」、「ガツンとみかん」、「ワッフルコーン
（⼤⼿コンビニPB）」など、数々のヒット商品を⽣み出す。商品開発だけでなく、開発営業、原価計算、
購買、経営など、⼈事以外の全ての部⾨に携わった。2018年に監査役を退任し、現在はM.ソリューショ
ン代表として講演・執筆などを展開している。

タイムテーブル2019.7.11

VR体験コーナー 電気⼯事業向け危険作業訓練VR
／株式会社双⼦ゲームス

危険作業も安全に訓練体験できるVR（仮想現実）体験をしてみま
せんか︖

⼿作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⻨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・アドニス株式会社

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

すずき まさつぐ

●タイトル、基調講演内容は、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。

もりもと ちかこ

⽊



13︓00 〜 13︓50
セミナー5
働き⽅改⾰を実践︕
Office365の活⽤と業務アプリケーションとの連携を
導⼊事例を踏まえてご紹介

株式会社富⼠通マーケティング

13︓00 〜 13︓50
セミナー6
ものづくりデジタライゼーション推進︕
製造業の基幹業務を事例に、DX推進のための
テクノロジー戦略策定ポイントをご紹介

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社

12 : 00 〜 12︓45
アカペラ・ランチョン・コンサート
⾦沢⼤学アカペラサークルMeloMeloから“キンキンに冷えた⻨茶”⇒“⾦⻨”が、
夏を感じる楽しいステージをお届けします。

⾦沢⼤学 ⾦⻨

14︓10 〜 15︓00
セミナー7
きっと⾒つかる「IoT」活⽤のヒント
製造現場でのIoTの必要性を予兆保全などの改善事例を
踏まえてご紹介

株式会社⽇伝
※株式会社⽇伝…東証⼀部・⼤阪本社のメカニカルパーツ専⾨商社

14︓10 〜 15︓00
セミナー8
こんなところにもセキュリティの脅威が︕︖
IoTとAIの広がりにより拡⼤するセキュリティ問題と
対策を解説

情報セキュリティ⼤学院⼤学 情報セキュリティ研究科
教授 松井 俊浩⽒

※情報セキュリティ⼤学院⼤学…技術からマネジメントまで、サイバーセキュリティをトータルに学べる⼤学院

10︓30 〜 11︓40
基調講演3
夢⾔実⾏（むげんじっこう）

プロフィール
柔道の名⾨天理⼤学で多くの国内外の⼤会を制覇。2000年シドニーオリンピックでは、 のちに世紀の誤
審と語り継がれる100kg超級決勝で銀メダルを獲得。2003年現役を引退後、天理⼤学柔道部の監督に就
任。その傍ら、国際⼤会の解説も務める。 2008年に柔道男⼦⽇本代表監督に就任。2012年ロンドンオ
リンピック後に退任。その後、持ち前の明るい性格を活かし、バラエティー番組、情報番組に出演。⽇本
各地で講演活動や柔道の指導にも⼒を⼊れている。

篠原 信⼀⽒
2000年シドニーオリンピック銀メダリスト

前 柔道男⼦⽇本代表 監督

中⼭ 五輪男⽒
富⼠通株式会社 理事
⾸席エバンジェリスト

15︓30 〜 16︓40
基調講演4
AIと最新テクノロジーが創り出す
未来の世界
プロフィール
複数の外資系ITベンダーさらにはソフトバンク社を経て、現在は富⼠通株式会社理事および⾸席エ
バンジェリストとして幅広く活躍中。AI・クラウド・IoT・スマートデバイス・ロボットの5分野を
得意分野とし、年間約300回の全国各地での講演活動を通じてビジネスユーザーへの訴求活動を実践
している。

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

なかやま いわお

●タイトル、基調講演内容は、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。

しのはら しんいち

2019.7.12 ⾦ タイムテーブル



株式会社アイ・オー・データ機器
⼤画⾯モニターを活⽤した「新しいコミュニケーションのカタチ」をご紹
介
株式会社AppGuard Marketing
これまでの検知型製品では発⾒できなかった脅威からシステムを防御する
セキュリティソリューション「AppGuard」についてその仕組みと概念の
ご紹介
飯⼭精器株式会社
機械加⼯に特化したスケジューラーと設備の稼働状況の⾒える化や
停⽌理由分析などで稼働率向上に導くソリューションのご紹介
ウイングアーク１ｓｔ株式会社
データ活⽤にて⼀⼈ひとりの可能性を解き放つソリューション
⽂書管理「SPA」、BI製品「MotionBoard、Dr.Sum」のご紹介
EIZO株式会社
多彩な⽤途に対応するEIZOの「Imaging Chain Innovation」のご紹介
株式会社HRBrain
⼈事評価・⽬標管理で組織の成⻑をサポート
⽬標設定から評価までのすべてを効率化し、組織の⽣産性を⾼める
クラウドサービスのご紹介
株式会社シムトップス
現場の紙帳票をタブレットで⼊⼒できるようなペーパーレスツール
「ConMas i-Reporter」
設備の状態監視ツール「MC-Web」のご紹介
ソフトバンク株式会社
新規ビジネスが⽣まれやすい様々な仕組みを取り⼊れたコワーキングス
ペース「WeWork」とAIを活⽤した⾃動お掃除ロボット「Whiz」のご紹介
ダイワボウ情報システム株式会社／シスコシステムズ合同会社
少⼈数でもラクラクネットワーク運⽤管理︕
クラウド管理型ネットワーク「Cisco Meraki」のご紹介
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
業務の⾒える化、効率化、⾃動化につながる
アプリケーションプラットフォーム「Business b-ridge」のご紹介
トレンドマイクロ株式会社
貴社サーバの脆弱性対策はできていますか︖
サーバ保護に必要な脆弱性対策のご紹介
株式会社⽇伝
多種多様なIoT機器を扱う商社の導⼊ノウハウで
スモールスタートできるIoT化をご提案
⽇本オラクル株式会社
「AI(⼈⼯知能)×CX(顧客体験価値)」を実現する
世界最先端クラウドソリューションのご紹介 三⾕産業株式会社 関連企業・社内展⽰

お客様展⽰

コンフィデンシャルサービス株式会社
パソコンの安全を守るセキュリティクラウドサービス
施⼯現場管理を変えるクラウドサービスのご紹介
ディサークル株式会社
「業務⽣産性向上」を実現し、働き⽅改⾰を⽀援する
「POWER EGG 3.0」のご紹介
三⾕産業株式会社 M&E事業部・ケミカル事業部
プラスチック成形品製造とそのリサイクルモデル
「ベトナム・⽇本での環境対策」のご紹介
三谷産業株式会社 空調事業部
BIM・３Dスキャナーを活⽤した業務効率化事例のご紹介
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

株式会社コマツインターリンク
空調服に遮熱性を付与した素材を採⽤
マイナス５℃以上の遮熱効果が炎天下で違いを発揮︕
テイカ製薬株式会社
「薬都とやま」から⽬薬屋さんの⻘汁
経⼝補⽔液「シーポリン」の試飲
サプリメントと丹霞堂富⼭駅前店のご紹介
ニッコー株式会社
ビジネス必須の除湿・調湿アイテム「ジョッシュ」
記念品に喜ばれる「ベビースプーン」
2019年新商品のご紹介

富⼠通グループ
富⼠通株式会社
ロボットAIプラットフォーム「unibo」
様々な端末、お客様システムとつなぎ、サービスプラットフォームとして
活⽤できるロボットAIのご紹介

お客様・社内からの問合せ業務をチャットポットで⾃動化した
⼯数削減ツール「AIチャットポット CHORDSHIP」のご紹介

株式会社富⼠通マーケティング
分析専⾨知識のない⽣産技術者や設備保全技術者でも簡単に操作でき、分
析結果をすぐに現場で活⽤することができるツール「CX-M」のご紹介

「パソコンマイグレーションサービス」
Windows10への移⾏ポイント・留意点や、簡易診断、計画⽴案や導⼊展
開へ向けた各種サービスのご紹介

株式会社ニューフォリア
スマートフォンアプリからデジタルサイネージまで︕
最先端Web技術で実現するICT/IoTソリューションのご紹介
パナソニック株式会社／株式会社ATOUN
あうんの呼吸で動くロボットを着よう︕
ロボットとの共創を⽬指すパワーアシストスーツ「ATOUN」のご紹介
株式会社⽇⽴ソリューションズ・クリエイト
電⼦サイコロで、簡単に作業現場を管理
サイコロ型IoTデバイスの活⽤事例をご紹介
株式会社フォトロン
図⾯と技術資料の⼀元管理で製造業の業務効率化を推進
Web完結型図⾯管理システム「図脳TeCA」のご紹介
有限会社北都代⾏社／三井住友海上⽕災保険株式会社
「クルマにもビデオ判定を︕︕︕︕」
ドライブレコーダ付⾃動⾞保険のご紹介
北陸コンピュータ・サービス株式会社
適正な労務管理で⼈材活⽤を推進し、新たな価値を創造︕
クラウド型労務管理サービス 「Oens勤たろう」のご紹介
株式会社マチマチ
町の⼦育て情報やおススメのお店など情報交換ができ、
ご近所さんとつながれる︕「スマホでご近所掲⽰板」のご紹介
ものレボ株式会社
必要な時に必要な機能を利⽤できる選択型IoT⽣産⽀援システム
「⼩ロットスケジューラ」「いきなりIoT」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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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・デモンストレーション
●タイトル、基調講演内容は、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。


