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News Letter 

【報道関係各位】 

2021 年 12 月 16 日 

三谷産業株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

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

2021 年 12 月 10 日（金）に、「デジタル変革がもたらす新たな日常 ～デジタルとアナログの境界

線を引き直す～」をテーマにセミナーや Web 展示会を行う「第 56 回三谷情報ふぇあ 2021 

WINTER」をオンラインで開催しました。また、特別企画として、北陸地域の課題解決や社会の発

展に寄与するビジネスプランを募集した「MITANI Business Contest 2021」ならびに、三谷産業の

開発するクラウドサービス同士の連携を可能にする FaaS インテグレーター「Chalaza（カラザ）」

の活用アイデアを募集する「Chalaza アイデアコンテスト」を開催しました。 

 

■ 「第 56 回三谷情報ふぇあ 2021 WINTER」では、DX の推進に役立つ情報を発信 

「第 56 回三谷情報ふぇあ 2021 WINTER」は、ゲストにはタレントの山口智充さん（愛称：ぐっ

さん）をお迎えし、フリーアナウンサーの馬場ももこさんの進行のもと開催されました。今回の三谷

情報ふぇあは和の演出を取り入れ、デジタルトランスフォーメーション（DX）の成功に向けて、「デ

ジタルとアナログの境界線を引き直す」をキーワードにセミナーを行いました。 

 各セミナーでは、今後改正される電子帳簿保存法の内容について基本から分かりやすく解説した

「電帳法改正に待ったなし！国税庁 OB 袖山先生が教えます！」、ネットワークを安全に活用するた

めのサイバーセキュリティに関する新たな考え方「ゼロトラスト」を解説した「ゼロからはじめるゼ

ロトラストネットワーク」、DX を推進するための人材育成のポイントについて紹介した「DX の推進

において企業内に求められる人材やデジタル人材の育て方」と、企業の DX を推進していくうえで役

立つ情報をお届けしました。各セミナーの冒頭では、お笑いコンビ「ものいい」が漫才で演目紹介を

行い、イベントを盛りあげました。 

 ランチタイムには、石川県出身で落

語家の月亭方気さんによる DX をテー

マにした創作落語と、関連会社である

ニッコー株式会社の陶磁器工場と新店

舗の紹介を行いました。 

 また、基調講演では作家・博物学者の

荒俣宏氏をお迎えし、「未来に伝えたい

江戸の情報文化」と題して、江戸時代の

情報の伝え方、人々の情報との付き合

い方などについてご講演いただきまし

た。 

 

 

「第 56 回三谷情報ふぇあ 2021 WINTER」および 

「MITANI Business Contest 2021」を開催しました 

～コンテストでは利便性と秘匿性を両立させるセキュリティサービスを開発する 

株式会社 AnchorZ が最優秀賞を受賞～ 

第 56 回 三谷情報ふぇあ 2021 WINTER オンライン配信画面  

馬場ももこさん（左）、山口智充さん（右） 
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【第 56 回三谷情報ふぇあ 2021 WINTER 開催概要】 

１．イベント名 第 56 回三谷情報ふぇあ 2021 WINTER 

２．テーマ   「デジタル変革がもたらす新たな日常 ～デジタルとアナログの境界線を 

        引き直す～」 

３．日 時   2021 年 12 月 10 日（金） 

４．開催形態  オンライン 

５．申込者数  2,725 名 

６.  Web サイト https://www.mitani.co.jp/fair/ 

 

■「MITANI Business Contest 2021」では利便性と秘匿性を両立させたセキュリティサービス 

  を開発する株式会社 AnchorZ が最優秀賞を受賞 

「第 56 回三谷情報ふぇあ 2021 WINTER」内で行われた特別企画

「MITANI Business Contest 2021」は、テクノロジーの発展ととも

に加速する社会の変化に北陸の企業・社会が適応をすることを支援す

るべく、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。2018 年から始まり、４回目を迎えた今回は、

デジタルテクノロジーの活用によるイノベーションに寄与する取り組

みや、北陸の地域課題の解決および社会の発展に寄与するビジネスプ

ランとして、過去最高となる 117 件のご応募をいただき、最終選考

会の出場企業として 8 社が選出されました。 

 

最終選考会の結果、最優秀賞およびオーディエンスの Web 投票により決定する優秀賞（オーデ

ィエンス賞）には株式会社 AnchorZ（アンカーズ）徳山 真旭（とくやま まさあき）氏「セキュリ

ティの常識を覆す安全・安心で便利なデジタル社会を実現する DZ Security」が、優秀賞には株式

会社東京ファクトリー 池 実（いけ みのる）氏「『Proceed クラウド』を活用した生産現場の効率

化と技術継承」が選出されました。この他、協賛企業賞全 11 本が授与されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

また、「Chalaza アイデアコンテスト」では 67 件のご応募をいただき、最終選考会に進んだ５件の

アイデアから、視聴者の投票により株式会社東京商工リサーチ 中村 祥吾（なかむら しょうご） 氏

「新たな試み Chalaza 連携～TSR 企業情報データとの POWER EGG 連携～」が「Chalaza 賞」に

選出されました。 

MITANI Business Contest 2021 表彰式の様子 

最優秀賞を受賞した株式会社 AnchorZ  

徳山 真旭氏のプレゼンテーション 

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


3 

【MITANI Business Contest 2021 受賞企業一覧】 

 

＜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 

・株式会社 AnchorZ（東京都）徳山 真旭 氏 

「セキュリティの常識を覆す安全・安心で便利なデジタル社会を実現する DZ Security」 

 

＜優秀賞＞賞金 10 万円 

＜ダイワボウ情報システム賞＞ 

＜富山銀行賞＞ 

・株式会社東京ファクトリー（東京都） 池 実 氏  

「『Proceed クラウド』を活用した生産現場の効率化と技術継承」 

  

＜NTT ドコモ賞＞ 

・株式会社シルバコンパス（静岡県） 安田 晴彦 氏  

「憧れのあの人と自然な会話が楽しめる夢のような体験を。映像対話プラットフォーム"Talk-With"」 

 

＜日医工賞＞ 

＜北陸コンピュータ・サービス賞＞ 

・e ケムサーチ合同会社（富山県） 大橋 哲人 氏 

「IT データベースを活用した、スピーディーで失敗しない化学品の原料調達」 

 

＜ネットワンシステムズ賞＞ 

＜JAIST 賞＞ 

・株式会社パリティ・イノベーションズ（京都府） 前川 聡 氏 

「空中映像によるニューノーマルソリューション」 

 

＜ビジネスエンジニアリング賞＞ 

＜北國銀行賞＞ 

・株式会社 Regnio（リグニオ）（福岡県） 中野 雅俊 氏 

「AI 生産計画サービス RegnioFactory」 

 

＜富士通 Japan 賞＞ 

・NEWJI（ニュージ）株式会社（東京都） 生田 隆司 氏 

「オンライン VR 工場視察『NEWJI VR』」 

 

＜北陸銀行賞＞ 

・株式会社ウサギィ（東京都） 邨井 悠莉菜 氏 

「人の視線を可視化する『視線シミュレーション AI』」 

 

三谷産業は、「MITANI Business Contest」にエントリーいただいた企業を対象に、勉強会やフォ

ローアップ交流会を企画・実施するなど、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

ークを活かして、エントリー企業等がビジネスを加速させるための協業や支援にも積極的に取り組

んでまいります。また、「Chalaza アイデアコンテスト」でお寄せいただいたアイデアを今後の開発

に活かし、お客さまのビジネスプロセスの革新や利便性の向上に努めてまいります。 
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（補足情報） 

【「MITANI Business Contest」について】 https://www.mitani.co.jp/mbc/ 

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スタートアップ企業等を募集する

ビジネスコンテストです。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・アライアンス連携などの支援を実施します。 

 

【「Chalaza（カラザ）」について】https://www.mitani.co.jp/chalaza/ 

三谷産業が開発した FaaS インテグレーター「Chalaza（カラザ）」は、 

「すべてのビジネスプロセスがつながる世界をつくる」をスローガンに、 

プログラム開発不要でさまざまなクラウドサービスを効率的に連携させる

アダプタを提供するプラットフォームです。 

従来は各種クラウドサービスを連携させるためには個別のインターフェ 

ースを開発する必要がありましたが、「Chalaza」では各種クラウドサー 

ビスと速やかに連携することができます。これにより、開発導入コスト 

やメンテナンスコストを大幅に削減できるほか、業務の効率化による生産性の向上、社員の「気付 

き」の促進等の効果を早期に得ることができます。また、連携モデルの構築は、連携対象システム

の特性や現場のニーズに合わせ、柔軟に行うことが可能です。 

連携対象システム数は、2021 年 11 月末時点で 150 システムとなっています。 

※「Chalaza（ロゴ）」、「Chalaza」、「FaaS インテグレーター」は、三谷産業株式会社の登録商標です。 

※「Chalaza」は、三谷産業の特許として申請中です。 

 

【三谷産業グループについて】https://www.mitani.co.jp/ 

石川県金沢市で創業して 93 年、ベトナムで創業して 27 年の複合商社です。北陸、首都圏、ベ 

トナムを拠点に、化学品／情報システム／樹脂・エレクトロニクス／空調設備工事／住宅設備機 

器／エネルギーの６セグメントで事業を展開しています。商社でありながら、時にメーカーとし 

て、また時にコンサルタントとして、お客さまにとっての最適を追求するとともに、「創業 90 年 

を越えるベンチャー企業」として更なる進化へと挑戦しています。 

2021 年 3 月期：連結売上高 80,541 百万円／連結従業員数 3,540 名 

＜お問い合わせ先＞ 

三谷産業株式会社 経営企画本部 PR 企画室 

TEL: 03-3514-6003（担当：木下・三浦） 

 

https://www.mitani.co.jp/mbc/
https://www.mitani.co.jp/chalaza/
https://www.mitani.co.jp/

