
三谷産業株式会社 金沢本社社屋
石川県金沢市玉川町１－５

日 程

会 場

平成29年10月20日（金） 13：00～17：00（開場12：00）

第９回 三谷空調セミナー２０１7

技術を活かした『働き方改革』
～施工現場×ＩＣＴ～

【協賛】
株式会社NTTファシリティーズ、株式会社NYKシステムズ、アズビル株式会社、株式会社アドバンスドナレッジ研究所、
ダイキンHVACソリューション北陸株式会社、エナテックス株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ、ニッコー株式会社、
株式会社富士通マーケティング、アドニス株式会社、三谷産業コンストラクションズ株式会社、株式会社コマツインターリンク、
ＰＦＵ西日本株式会社、丸和電業株式会社、株式会社ヤマイチテクノ、三谷産業イー・シー株式会社、
Ａｕｒｅｏｌｅ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｉｎｃ．

●掲載されている製品名・会社名は、それぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。
●セミナー・展示内容およびタイトルは、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●協賛企業様の敬称はすべて省略させていただいております。

お申し込み
お問い合わせ

三谷産業株式会社
三谷空調セミナー事務局 まで

ＴＥＬ：076-233-2153
※番号のかけ間違いには、十分ご注意ください。

プログラム
基調講演 13：00～14：30
『ＢＩＭ、ＩＴで建築・設備業は大変身する
～生産性向上と働き方改革のポイント～』

家入 龍太氏（建設ＩＴジャーナリスト）
Ａセミナー 14：45～15：30
『ＩｏＴや人工知能（ＡＩ）の活用を目指した取り組みの紹介』

石川県
Bセミナー 15：30～16：00
『三谷産業の働き方革命
～施工現場のＩＣＴ化・ＢＩＭ活用によるフロントローディング～ 』

三谷産業株式会社 空調事業部



１４：４５～１５：３０

ＩｏＴと人工知能（ＡＩ）
石川県

ＩｏＴや人工知能（ＡＩ）の活用を目指した取り組みをご紹介いたします。

セ ミ ナ ー A

セ ミ ナ ー B

１５：３０～１６：００

三谷産業の働き方革命
～施工現場のＩＣＴ化・ＢＩＭ活用によるフロントローディング～

三谷産業株式会社 空調事業部
人材不足、労務環境の改善に向けて
ＩＣＴ・ＢＩＭを活用した、三谷産業の「働き方革命」について実例を交えてご紹介いたします。

基 調 講 演

１３：００～１４：３０

『ＢＩＭ、ＩＴで建築・設備業は大変身する

～生産性向上と働き方改革のポイント～

建設ＩＴジャーナリスト 家入 龍太（いえいり・りょうた） 氏

■プロフィール■

1959年 広島県生まれ。

1982年 京都大学工学部土木工学科卒業。

1984年 ジョージア工科大学大学院工学修士課程修了
（Engineering Science & Mechanics専攻）。

1985年 京都大学大学院修士課程修了（土木工学専攻）。

1985年 日本鋼管（現JFEエンジニアリング）入社。

1989年 日経BP社入社（日経コンストラクション副編集長、ケンプラッツ編集長、
事業部次長、建設局広告部企画編集委員などを担当）。

2009年 日経BP円満退社。

2010年 株式会社イエイリ・ラボ設立、代表取締役。

2011年 関西大学総合情報学部 非常勤講師。現在に至る。

【活動内容】

BIM/CIMや情報化施工などの導入により、生産性向上、地球環境保全、
国際化といった建設業が抱える経営課題を解決するための情報を「一歩先の視
点」で発信し続ける建設ITジャーナリスト。
新しいことへのチャレンジを「ほめて伸ばす」のがモットー。
公式サイト「建設ITワールド」や日経BP社、Yahoo! ニュースなどで積極的に情報
発信を行っている。「年中無休・24時間受付」の精神で、建設・IT・経営に関する
記事の執筆や講演、コンサルティングなどを行っている。



展示・デモンストレーション・その他サービスのご案内 ①

優れた操作性と機能で、建物の効率的な運転
管理や省エネに貢献

アズビル株式会社1

「時間」と「場所」の制約から開放！
ドコモの映像ソリューション

株式会社ＮＴＴドコモ4

季節に応じた最適なユニフォームのご提案

株式会社コマツインターリンク7

ニオイの問題を解決～除臭・調湿をさりげなく～

ニッコー株式会社

建築設備専用CAD「Rebro2017（レブロ2017）」

株式会社NYKシステムズ6

太陽熱利用給湯システム
「ツインパワー給湯器」

• エナテックス株式会社3

最適な空調環境とエネルギーコスト削減のご提案

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ5

ｉタッチマネージャーと家庭用スマートコントロール
のご紹介

ダイキンHVACソリューション北陸株式会社8

azbilは建物経営をバックアップする最適なソリュー
ションをご提供しています。

医療、介護施設に最適なハイブリッド給湯システムの
ご提案です。補助金や特別税制を活かし、日々の
ランニングコストの削減をお手伝いします。

「時間」と「場所」の制約から解き放つ、ドコモの映像
ソリューションをお伝えします。

ＩｏＴ技術による大幅なエネルギーコスト削減と、
省エネルギー商材をご紹介します。

レブロは、最新の操作性で直感的に設備モデルを
作成できる建築設備CADです。モデルから整合性の
ある各種図面を生成できます。

メンテナンス業向けソリューション
「AZCLOUD SaaS teraServation」

株式会社富士通マーケティング

事務所の書類も図面もワンタッチで簡単電子化、
ＰＦＵスキャナー「ＳｃａｎＳｎａｐ」

ＰＦＵ西日本株式会社
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夏場は話題の「空調服」、冬場は雨風をしのぐ「高機
能防寒服」。現場作業者が快適に仕事に取り組める
アイテムをご紹介いたします。

業務用空調機器を制御するｉタッチマネージャーの
デモと、スマートフォンからエアコン操作ができる
オプションをご紹介します。

除臭と調湿の機能を併せ持ち、化学物質を吸着・
分解する建材「ムッシュ」。またムッシュを粉末状に
応用した「ジョッシュ」を紹介いたします。
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スキャナーを使って書類を電子化すれば検索も管理
も簡単。ペーパレスでワークスタイル変革を！

タブレットを活用してビル管理や設備保守、工場などの
点検作業の効率化と点検情報の共有・活用を支援する
クラウドサービスをご紹介します。

点検情報管理ソリューション
「AZCLOUD SaaS teraSpection」

ビル、マンション、病院、役所、工場などの空調・衛生設
備の維持メンテナンス業務の効率化／品質向上を実現
するクラウドサービスをご紹介します。

「見える化・見せる化」による省エネ活用機器の
御案内

丸和電業株式会社2

省エネに活用できる計測機器・ネットワークカメラや
見せるためのデジタルサイネージの展示をいたしま
す。また設備改修に使える補助金もご紹介します。



展示・デモンストレーション・その他サービスのご案内 ②

三谷産業コンストラクションズ株式会社

住宅設備は専門家と選ぼう『ラクだ』

現場の働き方改革を支援する、
各種クラウドサービスのご紹介

三谷産業株式会社 情報システム事業部

施工現場ＩＣＴ化による情報共有とペーパーレス化
/ＢＩＭ活用事例のご紹介

三谷産業株式会社 空調事業部

ドリンクサービス

ジュースやコーヒーで
ホッと一息。

社会福祉法人 つばさの会

特別
企画

手づくり「パン・お菓子」
販売会

一つ一つ丁寧に、心をこめて作ったパン・お菓子はいかがでしょうか？

地上型３Ｄレーザースキャナー「FARO Focus S」

株式会社ヤマイチテクノ

コクヨが考える「働く空間」

アドニス株式会社

機器設備・省エネ・受託加工のご紹介

三谷産業イー・シー株式会社
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●展示内容およびタイトルは、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

その他サービス
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1814

19
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建設物等を高速、簡単、正確に３次元計測。現地
作業短縮による安全作業と業務効率向上をご提
案します。

クラウド型グループウエア POWER EGGｖ2.0、図面
情報等のセキュアな共有を支援するフォルダ共有
サービスをご紹介いたします。

住宅設備についてお客様のご要望をお聞きし、
『ラクだ』が最適なご提案をお手伝いいたします！

「事務作業効率化ソリューション」で企業の働き方に
変革を！！事務用品からオフィス環境まで提案します。

ペーパレス化、場所に縛られない業務の実現、フロン
トローディングによる業務負荷平準化と施工現場へ
のタブレット端末の導入事例、ＢＩＭ活用事例を紹介し
ます。

北陸地区において、エネルギー・ケミカル・機器設備事
業を有機的に展開する商社です。
今回は、機器設備・省エネ・受託加工で多くの実績のあ
る製品をご紹介いたします。

３００名超のベトナム人技術者が提供する
設計積算ソリューション

活力ある豊富なベトナム人技術者がＢＩＭ等の多様な
設計積算業務に日本品質（日本語）で対応します。

Ａｕｒｅｏｌｅ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｉｎｃ．15

熱・流体シミュレーションソフトウェア
「FlowDesigner」

株式会社アドバンスドナレッジ研究所

流体解析は難しいの概念を変える！シンプルで
直感的な操作。設定準備から、わずか５分で解析
できる基本性能もつシミュレーションソフトウェアです。
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三谷産業株式会社 本社
石川県金沢市玉川町１－５

◆ 金沢駅より
タクシー…約7分
バス …南町バス停下車 徒歩7分

◆ 小松空港より
空港バス…香林坊バス停下車 徒歩10分

◆ お申し込み ◆ ※番号のかけ間違いにご注意ください。
TELの場合

TEL:076-233-2153

FAXの場合 ※別紙のお申込書をご利用ください。

FAX:076-264-1110

◆ お問い合わせ ◆
三谷産業株式会社 空調事業部
TEL:076-233-2153  三谷空調セミナー事務局 まで

会場へのご案内

【お願い】
■当社駐車場は台数に限りがあり混雑が予想されます。
※公共交通機関のご利用にてご来場ください（南町バス停下車徒歩7分）。
※お車でお越しの場合は、乗り合わせにてご来場ください。
※近隣に有料駐車場もございます。
※当社近辺の一方通行にご注意ください。

当社駐車場は台数に限りがございます。
公共交通機関のご利用にて、ご来場
ください。

聖霊病院様方面からは通行制限の為、
一般車両は通行できません。
ご注意ください。


