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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、12 月

11 日（金）に三谷産業金沢本社にて開催する「第 54 回三谷情報フェア」の特別企画として、「MITANI 

Business Contest 2020」を開催します。 

「MITANI Business Contest」は北陸地域の経済活性化と先進的ソリューションの発掘を目的に、

2018 年に「第 50 回三谷情報フェア」の特別企画として始まりました。第３回となる今回は ICT、

IoT、AI といった先進技術を活用して、北陸地区における地域課題の解決や、ウィズコロナ／アフタ

ーコロナに向け新しい生活様式が求められる社会の発展に寄与するビジネスプランを募集していま

す。 

「MITANI Business Contest 2020」へのエントリーは、2020 年 9 月 30 日（水）まで、特設 Web

サイト（ https://www.mitani.co.jp/mbc/ ）にて受け付けています。 

※なお、「MITANI Business Contest 2020」は、新型コロナウイルス感染症予防および感染拡大防止のため、オンラ

インでご視聴いただける予定です。 

エントリー締切後、書類選考と面談等を経て、最終選考に進んだ出場者は第 54 回三谷情報フェア

にて、審査員と来場者の前でプレゼンテーションを行っていただきます。審査は審査員 11 名によっ

て行われ、最優秀賞（賞金 100 万円）のほか、優秀賞（賞金 10 万円）、オーディエンス賞（賞金 10

万円）、協賛企業賞が授与されます。 

また、三谷産業の持つ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た

特典として、北陸地域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

の機会をご用意しています。 

三谷産業は、「MITANI Business Contest 2020」を通じて、先進的で実用的な技術やデザインを活

用した新製品・新サービスにより、北陸地域のニーズや課題を解決していただける法人や個人の皆様

とともに、よりよい地域社会づくりへ努めてまいります。 

  

受賞者と北陸地域のビジネスマッチングの機会を提供！ 

「MITANI Business Contest 2020」開催のお知らせ 
～先進的 ICT を活かして地域課題の解決・社会の発展に貢献するビジネスプランを募集～ 

昨年の審査員による質疑応答の模様 昨年の表彰式の様子 

https://www.mitani.co.jp/mbc/
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■開催概要  

※添付資料をご覧ください。 

 

■特別審査員メンバー 

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 （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 典弘 氏 （株式会社北陸銀行 常務執行役員） 

・岡田 隆太郎 氏（INFINITY VENTURES Office Director） 

・島田 亨 氏 （株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS 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） 

・寺野 稔 氏 （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 クリエイター） 

・⼭中 宏昭 氏 （株式会社日本政策投資銀行 地域企画部 課長） 

 

■特設 Web サイト < https://www.mitani.co.jp/mbc/ > 

 

 

 

 

 

https://www.mitani.co.jp/mbc/
https://www.mitani.co.jp/mbc/
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(補足情報) 

【昨年開催の第２回「MITANI Business Contest 2019」受賞企業】 

＜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 

あの川の未来を創ろう～フィッシュパス～ 

株式会社フィッシュパス ⻄村 成弘 氏 

＜優秀賞＞賞金 10 万円 

⾼性能ストリームデータ圧縮技術 ～Data Compression 3.0～ 

ストリームテクノロジ株式会社 ⼭際 伸⼀ 氏 

NTT ドコモ賞 

WALKMAN 以来のビッグイノベーション！ 

社会弱者向け携帯防犯カメラ『みててん™』の商品化 

松林研究室株式会社 吉川 友洋 氏・田中 南帆 氏 

ダイワボウ情報システム賞 北陸コンピュータ・サービス賞 

WEB ⾃動化クラウドサービス『クラウド BOT®』 

有限会社 C−RISE 村井 将則 氏 

富士通賞 

『WOVN Workbox』によって実現される外国人との新しい働き⽅ 

Wovn Technologies 株式会社 ⼭下 航平 氏 

富士通マーケティング賞 

『AIR Design』AI を活用したマーケティングデザイン提供ソリューション 

株式会社ガラパゴス 中平 健太 氏 

北陸銀行賞 

エネルギーAI ソリューション ENES（エネス）の提案 

株式会社 Sassor 宮内 隆行 氏 

北國銀行賞 

通信遅延の有無に影響されない、VR 空間を通じたロボット遠隔操作のソフトウェア

／プラットフォーム 

株式会社エスイーフォー Thomason Sam 氏 

 

【三谷産業グループについて】 

三谷産業グループは、化学品、樹脂・エレクトロニクス、情報システム、空調設備工事、住宅設備

機器、エネルギーの 6 つの事業を持つ複合商社です。1928 年に金沢で創業して以来、現在は、金

沢と東京の二本社体制を持つ三谷産業株式会社を中心に、子会社 29 社（日本 19 社、海外 10 社）

で事業展開しています。商社でありながらも、製造・物流などの機能をあわせ持ち、さらに技術部

門とも連携した提案型営業を推進しています。 

 

 

 

 

＜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：  

三谷産業株式会社広報事務局（共同ピーアール） 

TEL: 03-3571-5258 E-mail: mitani-pr@kyodo-pr.co.jp 

■『MITANI Business Contest 2020』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  

mailto:mitani-pr@kyodo-pr.co.jp
mailto:mbc@mitani.co.jp
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デジタルテクノロジーの活用によるビジネスイノベー
ションに寄与する取組みや、独創的なUI/UXなどの
優れたデザインを活用したサービス※により、北陸
地区の地域課題の解決や社会の発展に寄与する
ビジネスプランを募集します。

募集内容

MITANI
Business Contest  2020

（※2019年6月以降に提供開始、またはこれから開始予定のものであること）

HOKURIKU

54th



募集対象

1
北陸でビジネスチャンスを増やしていきたい、または起業を検討している法人・個人2

3

2020年7月1日（水）～
　　  9月30日（水）締切

4
表彰・特典

スケジュール

●募集期間

●一次・二次選考

●MITANI Business Contest 2020

●最優秀賞

〒920-8685 金沢市玉川町１－５

三谷産業株式会社 情報システム事業部

MBC 事務局（菅波・小泉・川崎）

TEL：076-233-8710　 E-mail：mbc@mitani.co.jp

エントリー・詳細はこちら　https://www.mitani.co.jp/mbc

（書類・面談選考）
2020年10月上旬～11月末

2020年12月1 1日（金）

事業・サービス内容の実現性、
革新性、機能性、利便性、独創性、
将来性、地域貢献度等、
総合的な観点から審査いたします。

審 査 員

①事前審査通過者による
　ビジネスプランのプレゼンテーション
②表彰式　③参加者交流会

内　　容

場　　所　

14:00～17:00（交流会17:30～18:30）

ICT技術やデザイン分野における
有識者、専門家等（10名程度）

三谷産業株式会社 金沢本社

審査基準

北陸地区の企業とのビジネスマッチングを実施
協賛企業とのタイアップ・アライアンス連携

賞金100 万円（1本）

●優秀賞 賞金10 万円（1本） ●協賛企業賞 各企業より

●オーディエンス賞 賞金10 万円（1本）

●お問い合わせ先

特典

ICT、IoT、AIといった先進技術を活用し、北陸地区の企業のビジネスの加速や、
地域の生活者や企業にとって有益なサービスの創出に意欲がある法人・個人

先進的で実用的なデザインを活用したビジネスアイデアを有するクリエーター、
学生等の個人・グループ

アフターコロナにおける新しい生活様式に貢献するソリューションやアイデアを
有する法人・個人

※書類選考資料となる所定の「ビジネスプラン応募
　シート」をご提出ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、オンライン開催
　となる場合があります。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、オンライン開催
　となる場合があります。


