Press Release
【報道関係各位】
三谷産業株式会社
2020 年 11 月 10 日

「第 54 回三谷情報フェア 2020 WINTER」オンライン開催！
～「ICT が支える新たな日常」をテーマに北陸から全国に発信～
開催日時：2020 年 12 月 11 日（金）10：00～18：00
お申し込み URL：https://www.mitani.co.jp/fair/（申込〆切 12/9（水）24:00）
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、12 月 11 日
（金）
、
「ICT が支える新たな日常」をテーマにオンラインセミナーや Web 展示会を行う「第 54 回三谷情報
フェア 2020 WINTER」を、またその特別企画として、北陸地域の課題解決や社会の発展に寄与するビジネ
スプランを募集する「MITANI Business Contest 2020」をオンラインで開催します。
対象は企業の情報システムご担当者様のみならず、
「これからの ICT」についてご興味をもつ一般の方も、
三谷情報フェア特設 Web サイトよりお申し込みいただけます。
ゲストに雨上がり決死隊の蛍原徹さんをお迎えし、フリーアナウンサーの馬場ももこさんの進行のもと、
各セミナーの講師に率直な疑問をぶつけてお答えいただきながら、新しいビジネススタイルの実現に向け
た各種ソリューションについて分かりやすく紹介します。また、セミナー中に発表される『キーワード』を
集めてアンケートに記載いただくことで、抽選で素敵なプレゼントを進呈します。
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新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、多くの企業は従来の働き方や営業活動の見直しを現在進行
形で迫られています。また、時差出勤やテレワークをはじめとする新しい働き方が進む一方で、同じ空間で
仕事をする機会の減少によるコミュニケーション不足から業務に弊害も生まれ始めています。
そこで今回の三谷情報フェアでは、
「ICT が支える新たな日常」をテーマに掲げ、企業と社員の結びつき
や上司と部下の相互理解をサポートする最新の ICT ソリューションを紹介します。
また「MITANI Business Contest 2020」最終選考会では、応募総数 91 プランから 1 次選考(書類)・2
次選考(プレゼンテーション)を勝ち抜いたファイナリストによる、熱い気持ちのこもったプレゼンテーシ
ョンが行われます。審査員によって決定される「最優秀賞」「優秀賞」のほか、オンラインでご視聴いた
だいた皆様の Web 投票によって「オーディエンス賞」が選出されます。ぜひ、最後までご覧ください。
■「第 54 回三谷情報フェア 2020 WINTER」

開催概要

1.

イベント名

第 54 回三谷情報フェア 2020 WINTER

2.

テーマ

ICT が支える新たな日常

3.

日時

2020 年 12 月 11 日（金）10:00～18:00
※時間は多少前後する可能性がございます。

4.

Web サイト URL

5.

参加方法

6.

プログラム

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

事前登録制（お申し込みは上記 Web サイト URL より）

時間
10:00～10:15

（申込〆切 12/9（水）24：00）

テーマ

講師
MRO ラジオ
「Tad Mitani’s Innovation Now」

【オープニング】
Tad Mitani’s Innovation Now
for 三谷情報フェア 2020 WINTER

10:15～10:45

パーソナリティ

Tad Mitani

MC

原田 幸子 氏

「こんなの欲しかった！」

三谷産業株式会社

これまでなかった“POWER EGG”に繋がる新サービス手

情報システム事業部 産業営業部

軽に始める人脈管理/社員教育

産業営業第二課 課長 稲富 隆一

休憩（10 分）
10:55～11:25

レガシー資産刷新の特効薬

三谷産業株式会社

FaaS インテグレーター「Chalaza」で

ICT ソリューション事業部

DX 実現への第一歩を

ICT ソリューション営業部
部長

11:35～12:05

アフターデジタル時代へ

富士通株式会社 エバンジェリスト

「オンライン」を前提に働き方改革を考える
12:05～13:00

東山 貴彦

【ランチタイム】

松本 国一 氏
フリーアナウンサー

平見夕紀アナによる「Tableware shop & café 白磁」と

平見 夕紀 氏

住宅設備のプロ「ラクだ SHOP」の現地リポート
13:00～13:20

モチベーション向上と健康管理に ICT 活用を人事評価ク

三谷産業株式会社

ラウド「HRBrain」と認知機能評価アプリケーション

人事本部 本部長

佐藤 正裕

「Savonix」の運用事例

人事部 部長

加藤 正晴

人材開発部 部長

平田 奈津子

休憩（5 分）
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13:25～13:45

新時代のソリューションが北陸企業の常識を変える！

株式会社クアンド

現場やオフィスで役立つリモートワークソリューション

代表取締役 CEO

下岡 純一郎 氏

株式会社インフォマート
パートナー営業部
パートナー推進室 主任
田花 康志郎 氏
休憩（15 分）
14:00～17:00

MITANI Business Contest 2020 最終選考会
休憩（30 分）

17:30～18:00

MITANI Business Contest 2020 表彰式

※各セミナーにはゲストの蛍原徹さん、司会の馬場ももこさんが参加し、講師との掛け合いを通して各テーマ
を分かりやすくお伝えします。
7.

Web 展示会 出展企業 45 社 52 点の製品の紹介動画を上記 Web サイト URL よりご覧いただけます。

（補足情報）
【三谷情報フェアについて】
「三谷情報フェア」は 1993 年以来、北陸・金沢において、普段触れることができない ICT に関する最新のソリ
ューションやセミナーを、企業の情報システム担当の皆様や一般の皆様に触れていただく場として、毎年 7 月と
12 月に開催しています。また 2018 年からは毎年 12 月の冬開催に合わせて、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全国のベンチャー企業等を募集した「MITANI Business Contest」も同
時開催しています。
【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

＜報道機関からのお問い合わせ先＞
三谷産業株式会社 コーポレート本部 経営企画部 PR 企画課
TEL: 03-3514-6003（担当：木下・三浦）
＜三谷情報フェアの参加等に関するお問い合わせ先＞
三谷産業株式会社 情報システム事業部
TEL：076-233-8710（担当：菅波）
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