Press Release
【報道関係各位】
三谷産業株式会社
2020 年 11 月 6 日

「三谷空調セミナー2020」オンライン開催のお知らせ
～「VUCA 時代とは？そして今何をすべきか！」をテーマに
VUCA 時代に対応する建設業界の事例とソリューションを紹介～
開催日時：2020 年 11 月 20 日（金）14：00～16：00
お申し込み URL：https://www.mitani.co.jp/acs-seminar/
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、11 月 20 日
（金）にオンライン形式にて、
「VUCA（ブーカ）時代」に対応する建設業界の事例とソリューションを紹介
する「三谷空調セミナー2020」を開催します。
昨今、新型コロナウイルス感染症の感染拡大をはじめとして、先行きが不透明で予測不能な「VUCA 時代」
が到来しています。今回のセミナーでは、
「VUCA 時代とは？そして今何をすべきか！」をテーマに、三谷
産業社外監査役の伊藤聡子氏により、
「VUCA 時代」における企業や個人のあり方を考える基調講演を行い
ます。
また、その後のセミナーでは、三谷産業グループが幅広い事業領域において培ってきた技術や知見を活か
し、
「VUCA」の４つの構成要素である変動性（Volatility）
、不確実性（Uncertainty）
、複雑性（Complexity）
、
曖昧性（Ambiguity）ごとに、三谷産業空調セグメントの取り組みを紹介します。
■「三谷空調セミナー2020」開催概要
1.

イベント名 三谷空調セミナー2020

2.

テーマ

VUCA 時代とは？そして今何をすべきか！

3.

日 時

2020 年 11 月 20 日（金）14:00～16:00

4.

Web サイト URL https://www.mitani.co.jp/acs-seminar/

5.

参加方法

6.

プログラム

事前登録制（お申し込みは上記 Web サイト URL より）

時間

内容

講師

14:00~14:05

開会のご挨拶

三谷産業 空調首都圏事業部
執行役員事業部長

14:05~14:35

14:35~14:55

林原 大輔

基調講演

キャスター

VUCA

事業創造大学院大学客員教授

～予測不能な時代を生き抜くために～

三谷産業 社外監査役

セミナー V

三谷産業 空調システム事業部

伊藤 聡子 氏

目に見えないこわさ、
変動する環境に「見える化」で安心
14:55~15:15

セミナー U

三谷産業 空調首都圏事業部

不確実性時代の BCP
～想定外に打ち勝つ～
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15:15~15:35

セミナー C

三谷産業 技術統括部

複雑化する課題に挑戦！
～スタートアップとの協業～
15:35~15:55

セミナー A

三谷産業 企画設計部

曖昧になるオフィス空間
「テレワーク×BIM」
15:55~16:00

閉会のご挨拶

三谷産業 空調システム事業部
執行役員事業部長

相馬 宏昭

※その他、詳細は三谷空調セミナーWeb サイトをご覧ください。
https://www.mitani.co.jp/acs-seminar/
（補足情報）
■昨年度開催実績
タイトル：第 11 回 三谷空調ソリューションセミナー 2019（2019 年 10 月開催）
テーマ ：令和元年、建設革命が働き方を変える～働き方改革の総合ソリューション
参加者 ：234 名
プレスリリース：2019 年 10 月 23 日公表
「第 11 回 三谷空調ソリューションセミナー2019 を開催」
https://www.mitani.co.jp/news/pdf/20191023.pdf
【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＞
■報道関係者からのお問い合わせに関して：
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・寺島）
■「三谷空調セミナー2020」に関して：
三谷産業株式会社 空調システム事業部
TEL：076-233-2153 （担当：田崎・牧野）
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ごあいさつ
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、空調システム事業部と空調首都圏事業部の合同で『三谷空調セミナー 2020』をオンライン開催させていただくこととなりました。
テーマは、「VUCA 時代とは？そして今何をなすべきか ! 」です。
ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご視聴いただきますことを心よりお待ち申し上げております。
私たちの常識を遥かに超えた過去に例を見ないことが起こって
いる時代、そんな VUCA 時代に対応するため、「空間調和」を創
造する三谷産業空調セグメントが、皆さまに「技術力」
「発想力」
、
、
「総合力」を使ったご提案をさせていただきます。本セミナーで
インスピレーションを感じていただき、皆様のビジネスのヒント
や日頃抱えているテーマのお役に立つことができれば幸いです。

世の中は新型コロナウイルス感染拡大をはじめ先行きが不透明
な状況です。まさに VUCA 時代でありますが、この「VUCA」
というワードを皆さまと一緒に考えながら、要因毎に三谷産業
空調セグメント視点での取り組みをお伝えしたいと考えており
ます。是非ごゆっくりご視聴頂きますようお願い申し上げます。
このセミナーが皆さまの困りごと解決の一助となれば幸いです。
三谷産業株式会社 空調首都圏事業部
執行役員事業部長 林原 大輔

三谷産業株式会社 空調システム事業部
執行役員事業部長 相馬 宏昭

14：00 ～ 14：05

ご挨拶

開会

敬具

三谷産業株式会社 空調首都圏事業部 執行役員事業部長 林原 大輔

VUCA ～予測不能な時代を生き抜くために～

14：05 ～ 14：35

キャスター・事業創造大学院大学客員教授・当社社外監査役

基調講演

伊藤 聡子 氏

世界は今、新型コロナウイルス感染症をはじめ今までの経験では解決できないような事態が次々と起こり、かつてない

ほどのスピードで変革が起きています。このような VUCA 時代において、企業や個人はどうあるべきなのか、考えます。

14：35 ～ 14：55

目に見えないこわさ、変動する環境に「見える化」で安心

セミナー

コロナ禍で注目されている「換気」に対する提案から、「健康」をキーワードにしたソリューションへ・・・。

Volatility ／変動性

V

空調システム事業部

新たな価値観を見出しながら活動している「空調システム事業部」の取り組みをご紹介いたします。

14：55 ～ 15：15

不確実性時代の BCP ～想定外に打ち勝つ～

セミナー

世界中で起こりうる自然災害や昨今の新型コロナウイルスの感染拡大という問題の発生により、未来を予測することが

U

Uncertainty／不確実性

空調首都圏事業部

困難な時代である今、想定外な事象に打ち勝つために BCP で必要な視点と解決策についてご紹介いたします。

15：15 ～ 15：35

複雑化する課題に挑戦！ ～スタートアップとの協業～

セミナー

IT 技術の発展により業界間の壁が徐々になくなり、ビジネスの課題は複雑化しています。分野を超えた多角的な行動が求めら

Complexity ／複雑性

C

技術統括部

れるなか、自社の専門性と常識にとらわれない発想を持つスタートアップとの協業による課題解決についてご紹介します。

15：35 ～ 15：55

曖昧になるオフィス空間「テレワーク ×BIM」

セミナー

コロナ禍の影響でテレワークを実施したという方も多いのではないでしょうか。曖昧になるオフィスの在り方に対して、

Ambiguity ／曖昧性

A

テレワークという働き方と BIMの活用、BIMの基本からこれからの可能性まで、事例をもとにご紹介いたします。

15：55 ～ 16：00

ご挨拶

閉会

三谷産業株式会社 空調システム事業部 執行役員事業部長

Email kuc-seminar@mitani.co.jp

申し込み先

企画設計部

FAX

別紙 FAX 申し込み用紙をご確認ください。

公式サイト申し込みフォーム https://www.mitani.co.jp/acs-seminar/

相馬 宏昭

アンケートをご回答いただいた方に抽選で

商品券・食事券をプレゼント！

