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

は、2020 年 12 月 11 日（金）に、オンラインで開催される「第 54 回三谷情報フェア」内の特

別企画として、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全国から募集

した第３回「MITANI Business Contest 2020」の最終選考会を開催します。 

IoT・ビッグデータ・AI・RPA といった先進テクノロジーや独創的なデザインを活用したビ

ジネスのほか、今回はコロナ禍における新しい生活様式に貢献するソリューションという視点

からもビジネスプランを募りました。 

第３回となる今回は、第 1 回（54 件）、第２回（73 件）を上回る 91 件のご応募をいただ

き、１次選考（書類）、２次選考（プレゼンテーション）を経て、最終選考会への出場企業８

社を選出しました。 

最終選考会では、三谷産業金沢本社の会場内において、出場企業 1 社あたり 6 分間でプレゼ

ンテーションを行い、その模様をオンラインで配信します。ご興味のある方はどなたでも視聴

いただけます。（※要事前申し込み。下記「視聴申込」参照） 

■「MITANI Business Contest 2020」最終選考会 開催概要 

日時： 2020 年 12 月 11 日（金）14:00～17:00（表彰式 17:30～18:00） 

開催方法： 会場よりオンライン配信 

視聴申込： 第 54 回三谷情報フェア Web サイト内よりお申込みいただけます。 

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

表彰： 最優秀賞：100 万円（1 本） 

 優秀賞：10 万円（2 本） 

 協賛企業賞 

  

  

先進テクノロジーを活かした画期的ビジネスを展開するベンチャー企業が集結 

「MITANI Business Contest 2020」最終選考会開催のお知らせ 
～応募総数 91 件の中から選りすぐりの 8 社によるプレゼンテーションを発信～ 

昨年の最優秀賞を受賞した 

株式会社フィッシュパス 西村成弘氏 

昨年の表彰式の様子 

昨年の「MITANI Business Contest 2019」の様子 

https://www.mitani.co.jp/fair/reserve/
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■出場企業一覧 

企業名 発表者 発表テーマ 

株式会社 QuantumCore 寺嶋 毅 氏 発言者毎の自動文字起こし Sloos 

～アフターコロナ向けコミュニケーション 

ツール～ 

株式会社オプティマインド 齋藤 貴也 氏 

 

ラストワンマイルのルート最適化クラウド 

サービス Loogia 

グリーク株式会社 福井 康佑 氏 飲食発注管理システム「ツナガル」  

株式会社ドローンショー 山本 雄貴 氏 日本初！完全自動操縦＆複数ドローン群制御

で光り輝くドローンが夜空で舞い踊る 

「ドローンショー」 

スフェラ―パワー株式会社 井本 聡一郎 氏 世界初の球状太陽電池で平板太陽電池では 

できないデザインと用途で 

新たなビジネス創出と SDGs に貢献 

セーフィー株式会社 小室 秀明 氏 遠隔業務の DX を実現 

ウェアラブルクラウドカメラ「Safie Pocket2」 

株式会社 Pros Cons 安部 正一郎 氏 １日で設定完了。即日導入できる 

AI 外観検査ソフトウェア「Gemini eye」  

株式会社コンシェルジュ 太田 匠吾 氏 KUZEN アシスタント 

 

■審査員 

審査員長 

・徳田 英幸 氏 （国立研究開発法人情報通信研究機構 理事長、慶應義塾大学 名誉教授） 

審査員（五十音順） 

・伊藤 聡子 氏 （フリーキャスター、事業創造大学院大学 客員教授、 

   三谷産業株式会社 社外監査役） 

・岩井 典宏 氏 （株式会社北陸銀行 常務執行役員［石川地区事業部本部長］） 

・岡田 隆太朗 氏（Infinity Ventures - Office Director、 

   一般社団法人日本ディープラーニング協会 理事） 

・島田 亨 氏 （株式会社 USEN-NEXT HOLDINS 取締役副社長 COO、 

   三谷産業株式会社 社外取締役） 

・多田 隆保 氏 （株式会社北國銀行 取締役コンサルティング部長） 

・丹治 幹雄 氏 （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長、 

  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） 

・寺野 稔 氏 （国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 学長、 

   三谷産業株式会社 社外監査役） 

・三谷 忠照 （三谷産業株式会社 代表取締役社長） 

・宮田 人司 氏 （Mistletoe Japan, Inc. 代表、Creative Director） 

・山中 宏昭 氏 （株式会社日本政策投資銀行 地域企画部課長） 
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今後も三谷産業は、ベンチャー企業との協業などを通じて最先端テクノロジーの活用や新規

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。 

 

（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ベンチャー企業等を募集

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。 

 

【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 92 年、ベトナムで創業して 26 年の複合商社です。北陸、首都圏、

ベトナムを地盤に、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して、お客様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。 

2020 年 3 月期：連結売上高 77,595 百万円／連結従業員数 3,355 名 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞  

■プレスリリースに関して： 

  三谷産業株式会社 コーポレート本部 経営企画部 PR 企画課 

  TEL: 03-3514-6003  （担当：木下・三浦） 

■「MITANI Business Contest」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 

https://www.mitani.co.jp/mbc/
https://www.mitani.co.jp/
mailto:mbc@mitani.co.jp

