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News Letter 

【報道関係各位】 
三⾕産業株式会社 

2019 年 10 ⽉ 24 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、12 ⽉ 12
⽇（⽊）、13 ⽇（⾦）に三⾕産業⾦沢本社にて開催する「第 52 回三⾕情報フェア」の特別企画として、
12 ⽉ 13 ⽇（⾦）に第 2 回「MITANI Business Contest 2019」を開催します。 

第 2 回となる今回は、IoT、ビッグデータ、AI、RPA といった先進技術を活⽤して、北陸の地域課題の
解決や社会の発展に寄与することを⽬指します。既に、第 1 回（54 件）を上回る 73 件のご応募をいただ
いており、⽯川県内からの応募だけでなく、58 件（79.5%）は県外・国外からの応募となりました。 

最終選考は、12 ⽉ 13 ⽇（⾦）の「第 52 回三⾕情報フェア」内で、出場者によるプレゼンテーション
によって実施されます。審査は、ICT 技術やデザイン分野、地域経済等に通じた特別審査委員 11 名なら
びに当⽇のオーディエンスによって⾏われ、最優秀賞（賞⾦ 100 万円）のほか、優秀賞（10 万円）、各企
業による協賛企業賞が授与されます。 

さらに三⾕産業は、幅広い事業領域を有する複合企業としての知⾒やネットワークを活かし、コンテス
トに応募した企業のビジネスを加速させるための⽀援ならびに協業に積極的に取り組んでいます。コンテ
スト開催後にも勉強会やフォローアップ交流会を企画・提供するなど、さまざまな⽀援を実施しています。 

昨年の「第 50 回三⾕情報フェア」内で開催された第 1 回「MITANI Business Contest」後には、北陸
銀⾏賞を獲得した株式会社ニューフォリアと図書館向け「デジタル利⽤者カードシステム」を共同開発し
ました。※「デジタル利⽤者カードシステム」は、2019 年 12 ⽉初旬から⽯川県内の図書館で導⼊を予定
しております。また、その他の参加企業とも具体的なソリューション開発、サービス導⼊案件を進めるな
ど、新産業創出に向けて協業を始めております。 

今後も三⾕産業は、時代に先駆けて⾃らを変化させるべく、ベンチャー企業との協業などを通じて最新
技術の活⽤や新規ビジネスの創出を推進し、お客様にとっての最適を追求してまいります。 

※ご参考：デジタル利⽤者カードシステムに関して https://www.mitani.co.jp/news/pdf/20190911.pdf 

  

  

第 52 回三⾕情報フェア特別企画 
「MITANI ビジネスコンテスト 2019」開催のお知らせ 

〜IoT・ビッグデータ・AI・RPA 分野で新事業を創出し、北陸経済の活性化に貢献〜 

昨年の最優秀賞を受賞した 
ものレボ株式会社 細井⽒ 

 

昨年の表彰式の様⼦ 

昨年の第 1 回「MITANI Business Contest」の様⼦ 
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■ 開催概要 ※添付資料をご覧ください。 

■ 特別審査員メンバー 
審査員⻑ 
・徳⽥ 英幸 （国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構 理事⻑、慶應義塾⼤学 名誉教授、 
  ⽇本学術会議会員 情報学委員会委員⻑） 
審査員（五⼗⾳順） 
・伊藤 聡⼦ （フリーキャスター、事業創造⼤学院⼤学 客員教授） 
・岩井 典宏 （株式会社北陸銀⾏ 常務執⾏役員［⽯川地区事業部本部⻑］） 
・岡⽥ 隆太朗 （Infinity Ventures Summit 事務局⻑、攻殻機動隊 Realize Project 顧問、 
  ⼀般社団法⼈⽇本ディープラーニング協会 理事／事務局⻑） 
・丹治 幹雄 （アライアンス・フォーラム財団 理事／公益資本主義研究部⾨⻑、 
  DEFTA Partners マネージング・ディレクター、 
  株式会社デフタ・キャピタル 取締役） 
・杖村 修司 （株式会社北國銀⾏ 代表取締役専務） 
・寺野 稔 （北陸先端科学技術⼤学院⼤学 総括理事・副学⻑） 
・花⽥ 光世 （慶應義塾⼤学名誉教授、 
  慶應義塾⼤学湘南藤沢キャンパス ⼀般財団法⼈ SFC フォーラム 代表理事） 
・三⾕ 忠照 （三⾕産業株式会社 代表取締役社⻑） 
・宮⽥ ⼈司 （MISTLETOE 代表、株式会社 OPENSAUCE 代表取締役社⻑、 
  株式会社 CENDO 代表取締役社⻑） 
・⼭中 宏昭 （株式会社⽇本政策投資銀⾏ 北陸⽀店 企画調査課⻑） 

■ 特設 Web サイト < https://www.mitani.co.jp/mbc/ > 
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■ 昨年開催の第 1 回「MITANI ビジネスコンテスト」での受賞企業 

「第 50 回 三⾕情報フェア 2018 WINTER」内で第 1 回「MITANI ビジネスコンテスト」が開催されまし
た。受賞企業は下記のとおりです。※肩書などは受賞当時のものです。 
 

＜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」 

 

 

 

 

 
＜お問い合わせ先＞ 
■ニュースレターに関して：  

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  
 

■ビジネスコンテストに関して： 
三⾕産業株式会社 情報システム事業部内 MITANI Business Contest 事務局 
TEL: 076-233-8710 E-mail: mbc@mitani.co.jp  



北陸が、
そのテクノロジーを
求めている。

デジタルテクノロジーの活用によるビジネスイノーベションに寄与する取
組みや、独創的なUI/UXなどの優れたデザインを活用したサービスにより、
北陸地区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
募集します。 （※2018 年 6月以降に提供開始、またはこれから開始予定のものであること）

募 集 内 容

三谷情報フェア 特別企画52 nd

MITANI 
Business 
Contest 2019



お問い合わせ先

≪表彰・特典≫

◆ 最優秀賞　1本  …  賞金 100 万円
◆ 優秀賞　１本  …  賞金 10 万円 ◆ オーディエンス賞　１本  …  賞金 10 万円
◆ 協賛企業賞　各企業より

◆ 特典 (※二次選考通過者の事業内容、本選評価に応じて授与 )

　 ・北陸地区の企業とのビジネスマッチングを実施 
　 ・協賛企業とのタイアップ・アライアンス連携

≪募集対象≫

≪スケジュール≫

2019年10月上旬～11月末
( 書類・面談選考 )

- MITANI Business Contest 2019 -

2019年7月1日（月）～

2019年9月30日 （月） 〆
※書類選考資料となる所定の
　「ビジネスプラン応募シート」をご提出ください。

募集期間

場　　所  

内 容

審  査  員

審査基準

三谷産業株式会社 金沢本社

① 事前審査通過者による
　 ビジネスプランのプレゼンテーション
② 表彰式
③ 参加者交流会

ICT技術やデザイン分野における
有識者、専門家等（10名程度）

事業・サービス内容の実現性、
革新性、機能性、利便性、独創性、
将来性、地域貢献度等、 
総合的な観点から審査いたします。

:

:

:

:

　〒920-8685 金沢市玉川町１－５ 
　　三谷産業株式会社  情報システム事業部
　　MBC事務局 (菅波・小泉・川崎 )
　    TEL：076-233-8710　 E-mail：mbc@mitani.co.jp

一次・二次選考

   2019年 12月 13日（金）
14:00 ～ 17:00
 （交流会 17:30 ～ 18:30）

①  ICT、IoT、AIといった先進技術を活用し、北陸地区の企業のビジネスの加速や、
　 地域の生活者や企業にとって有益なサービスの創出に意欲がある法人・個人

②  北陸地区でビジネスチャンスを増やしていきたい、または起業を検討している法人・個人

③  先進的で実用的なデザインを活用したビジネスアイデアを有するクリエーター、 
 　 学生等の個人・グループ。


