
8K SHV試験放送に向けた取組み
テーマに関する情報を常時展示！15:00～ 15:50 講演

講    師

高田 政幸 氏

e-messe kanazawa 2016
実行委員長　宮本 研一

「e-messe kanazawa 2016」開催にあたり

e-messe kanazawa 実行委員会
(一社)石川県情報システム工業会 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目3番地 石川県鉄工会館3階　TEL.076(267)4741  FAX.076(267)4499  e-mail:isajim@isa.or.jp

http://www.e-messe.jp/
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メインステージにて最新技術セミナーやイベントを開催しています
観覧
無料

※内容等は予告なしに変更となる場合がございます。ご了承ください。

後援：総務省北陸総合通信局、経済産業省中部経済産業局、
石川県、石川県警察本部、金沢市、小松市、(公財)石川県産業創出支援機構、
ＮＨＫ金沢放送局、(一社)日本ケーブルテレビ連盟北陸支部、北國新聞社、
北陸放送、全国地域情報産業団体連合会(ANIA)、(一社)福井県情報システム工業会、
(一社)富山県情報産業協会、北陸情報通信協議会

2016年      月　    　    日[木]    　　　　日[金] 　    　    日[土]
AM10:00～PM5:00

会　　場：石川県産業展示館1号館
（金沢市袋畠町西部緑地公園内・北陸自動車道金沢西インター近く）
〒920-0361 石川県金沢市袋畠町南193番地 西部緑地公園内

◆お車　　　金沢駅より約15分、北陸自動車道 金沢西 I.C より約 5分（駐車場完備約3000台）
◆北鉄バス　金沢駅金沢港口 「下安原」「済生会病院」行き乗車「袋畠西部緑地公園前」下車 徒歩約５分
　　　　　　金沢駅兼六園口 「済生会病院」行き乗車「西部緑地公園」下車 徒歩約 1分

入 場 無 料
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金沢駅金沢港口と会場を結ぶ、無料シャトルバスを運行していますのでご利用ください。
※当日の交通事情や天候等によりダイヤが乱れる場合がございます。

金沢駅　　会場 無料シャトルバス運行 　昨今、ICT 業界ではクラウド・モバイル・ビッグデータ・ソーシャルなどの技術を「ビジネスに活用する」ことから、
あらゆるヒト・モノ・組織をインターネットで繋ぐ IoT（Internet of Things）技術で「ビジネスそのものをデジタル化する」
ことへの取組みが始まっています。
　また、北陸新幹線開業から１年が過ぎ、北陸・石川を取り巻く環境は大きく変わりました。国内外から多くの方々をお
迎えする中で、いくつかの課題も見えてきたと思います。そして、これらの課題をいち早く解決する手段としても、IoT
が担う役割は大きくなってきています。
　さて、31 回目となる今年は「気になる！身になる！ためになる！未来を変える ICT」をテーマに、ICT の最新コンテン
ツに加え、IoT 関連の先端技術動向やセミナー開催も予定しています。
　是非ご来場の上、「e-messe kanazawa 2016」を皆さまにとって事業パートナーとの出会いの場、新たなビジネスチャ
ンス発掘の場としてお役立て頂きます様、お願い申し上げます。

会 場：石川県産業展示館1号館

講    師

奥村 幸彦 氏 
（(株)NTTドコモ先進技術研究所
　5G推進室  5G方式研究グループリーダー）

第5世代移動通信システム（5G）の
実現に向けて

13:00～ 13:50

情報通信月間2016行事

ITを駆使した新しい製造業
14:00～ 14:50

講    師

新野 昭夫 氏
（日本GE(株) インダストリアルインターネット推進本部長）

インダストリアル・インターネット連携セミナー

人型ロボット「Pepper」の活用事例
15:00～ 15:50 講演

講    師

ソフトバンクロボティクス(株) 

4Kコンソーシアムの活動報告
16:00～ 17:00 講演

出    演

酒井 正幸 氏
（北陸通信ネットワーク(株) 経営企画部長）

セキュリティー最前線
11:00～ 11:50 講演

V-Lowマルチメディア放送の
今後と可能性

14:00～ 14:50 パネルディスカッション

出    演

今井 武 氏

学生企業家×元学生企業家
石川で起業する若者

16:00～ 17:00 ディスカッション

出    演

佐々木 絢也 氏（金沢大学／chacca 代表）
寺本 大輝 氏 （ハックフォープレイ(株) 代表取締役）

仁志出 憲聖 氏（(株)ガクトラボ 代表取締役）

wi-SUN HANの概要と
スマートユーティリティネットワーク実現への取組

13:00～ 13:55 講演

講    師

いしかわ4Kスマートネットワークコンソーシアム

IoTの最新技術動向とIoTで実現する世界
11:00～ 12:00

講    師

長岡 秀樹 氏
参加者募集！

WROを目指そう！！
MROロボット教室

10:00～ 16:30 ワークショップ・公開競技

e-messe kanazawa 2016表彰式・閉会式
16:30～ 17:00

（(株)アマネク・テレマティクスデザイン CEO）

（テレビ受信向上委員会
　NHK技術局 送受信技術センター企画部 専任部長）

柴 勝徳 氏
（V-Lowマルチメディア放送自治体連絡会 発起人代表）

参加対象：小学４～６年生（親子で参加）
内　　容：講習・組み立て・競技
参 加 費：2,000円
※パソコンは不要です。

●お問合せ先 
　MRO北陸放送 開発事業部
　TEL.076-262-1717（平日 10時～17時）

◆ は、金沢駅経由香林坊行です。
最終は、18:05発金沢駅経由香林坊行です。

◆ ◆ ◆

■ ■ ■

■ は、香林坊始発です。

■

5月19日（木） 5月20日（金） 5月21日（土）

小学生を対象に親子で、ロボットの組み立てや動きを
制御するプログラミングを体験し、実際に競技を行な
います。日頃なかなか体験することのできない科学技
術にふれあうチャンス！
公開講習会、公開競技はどなたでもご覧いただけます。

講    師

国立研究開発法人 情報通信研究機構（NICT）

e-messe
e-messe kanazawaのWebサイト
やFacebookにて出展企業情報や、
セミナー・イベント情報などご覧
いただけます！

MEX金沢2016連携セミナー

MEX金沢2016連携セミナー

同時開催「MEX金沢2016」（石川県産業展示館
3・4号館）にて、e-messe kanazawa2016で
行われる講演を4K中継にてご覧いただけます。

MEX金沢2016連携セミナー

MEX金沢2016連携セミナー

（NTT西日本
　技術革新部 研究開発センター 開発推進担当課長）

テーマ展示コーナー

メインステージで紹介された内容をこちらでも
ご覧いただけます。

IoT セキュリティ

スマートシティを支える社会情報基盤の実現に向けた取組み



e-messe kanazawa 2016 出展者一覧（50音順）

会場案内図

※内容等は予告なしに変更となる場合がございます。ご了承ください。

アースシステム(株)

(株)アイ･オー･データ機器

(株)アイシム医療器

(一社)石川県情報システム工業会

(株)石川コンピュータ･センター

EIZO(株)

NHK 金沢放送局

(株)NTTドコモ

NTT西日本

(株)金沢エンジニアリングシステムズ

(株)管理工学研究所

共同コンピュータ(株)

グレープシティ(株)

クレスコ北陸(株)

NPO法人 ケーネット知楽市

(株)コスモサミット

サイバーステーション(株)

(株)サン・プロテック

サン・ライズ・システムズ(株)

(株)シーピーユー

(株)ジェイ･エス･エス

システムサポートグループ

(株)シ･ピ･エル / goowa(株)

(株)シミズシンテック

全国地域情報産業団体連合会（ANIA）

第一コンピュータ印刷(株)

高桑美術印刷(株)

(株)タスク

(株)DMM.comラボ

電波新聞社 名古屋支局

日本経済新聞社

(株)パワー・アンド・IT

(株)ＰＦＵ

枚岡合金工具(株)/(株)ネクストサイエンス

富士ゼロックス北陸(株)

富士通(株)

(株)富士通北陸システムズ

(株)BELLSOFT

販売管理・購買管理・在庫管理のクラウドサービス　予定管理・勤怠管理のクラウドサービス

創業40周年、今年はスマートデバイスやネットワークを活用した最新のICT周辺アイテムをご紹介します。

弊社オリジナル電子治療器「アルファダック」にて、腰痛・肩こり・神経痛等の治療をご来場の皆様方に
体験していただきます。

情報システム工業会の事業及び会員の紹介

マイナンバー・セキュリティに関するサービスのご紹介

「Visual Technology Company」のEIZOの最新製品をご紹介します。

8月に試験放送が開始される8Kスパーハイビジョンの紹介。

スマートライフ領域の成長に向け様々なパートナー様との連携により、
「農業」「教育」「医療」「観光」等の分野で”協創”するドコモの取り組みをご紹介します。

ICTが実現するオフィス環境の利便性向上を体験していただけます。

◆粋 sui-projects
高級OA製品の「粋 sui」PRESIDENT Series の集大成となる、デスクまるごとをこだわりで仕上げた [Monitor Desk] のご紹介
◆株式会社金沢エンジニアリングシステムズ
組込プラットフォーム [Armadillo (アルマジロ)] の活用事例 / 自社開発製品のご紹介 (IoT関連、画像処理システム、セキュリティ関連)
◆ＥＭＳ－ＪＰ
タブレットPOSレジシステム [poscube]、情報セキュリティ製品のご紹介 / 画像処理と自動化システムのソリューションをご提案

安価な部品を使用したセンサーネットワークの実例の展示と、弊社のIoTに関する取り組みを紹介します。

BIツール、デジタルサイネージ

Excel感覚で誰でもかんたんにWebアプリを作成できるソフトウェアForguncy（フォーガンシ―）を紹介します。

AIによる異次元体験
・中堅・中小企業向け総合統合パッケージ「ＳＭＩＬＥＢＳ２」のご紹介
・統合型グループウェア「ｅＶａｌｕｅＮＳ２」のご紹介
・ＣＡＥ解析サービスのご紹介
「アクティブシニアのICT活用生活の勧め」をテーマに、ケーネット知楽市の活動事例を紹介し、
定年退職後の生き方を共に考える。

生産管理システム・スケジューラ及び進捗見える化システム（デジサイン）

・オフィスサイネージ「デジサイン」　・電子カタログ、ペーパーレス会議ソリューション「デジサインTab」

情報の漫画化サービスの展示

①スマートデバイス製品（勤怠システム）　②マルチCMS製品　　他　自社開発製品及び取扱製品デモ

住宅の完成イメージをスマホでも確認できる主力の建築３次元CAD、
位置情報から最寄りの観光情報を案内するスマホ用アプリを紹介

個別受注型生産管理システム「TECHSシリーズ」、生産管理システム「工場長」他

iPad専用アプリ「パッと見積」／ モバイル受発注システム「MOS」／ データセンターサービス

デジタルサイネージを使ったエンターテイメント

アイオイシステム製スマートタグ、フルノシステムズ製無線LAN他

【四国連合】スタンシステム(株)、(株)ウェブチップス、次世代情報システム有限責任事業組合、
　　　　　　(株)コヤマシステム、四国IT協同組合　　
【  京  都  】(株)スリーエース：コールセンターやシステムサポート向け遠隔サポートツールおよび
　　　　　　　　　　　　　　  スマホのカメラを通じてリアルタイム現場サポートを実現するツールのご紹介

斬新なプロセスで、効果的な販促のご提案。

日本酒業界に向けた海外販促ツール「sakefanWorld」アプリと
石川応援プロジェクト「＼勝手に／いしかわディスカバリー」のご紹介。

営業支援クラウド「Salesforce」や「Evernote」をはじめとしたクラウドサービス

DMMにて提供されているスマートフォンアプリゲームの紹介とその制作過程の紹介。他、DMMサービスの紹介。

電波新聞　電子工作マガジン　電子・電気関連書籍

日本最大級の会員制ビジネスデータベースサービス「日経テレコン」のデモ展示

富山の高信頼性データセンターをご紹介します。

イメージスキャナ、セキュリティ商品、KIOSK、4K放送映像などの展示デモと地域貢献への取り組みの紹介

業務改善統合ソリューションをご提案させていただきます。

比類ない高画質を実現する富士ゼロックスのテクノロジー。
“お気に入りの写真”で世界にたった一つのクリアーホルダーを作成します。
様々なアプリの連携を素早く実現するクラウドサービス
ネットワーク機器のソフト開発技術を活かしたサービス

タブレットを活用した製造現場最適化ソリューションと機械学習を活用した予兆監視ソリューションをご紹介

日報に特化した業務管理グループウェア「BeWorks」
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ブースNo.出　展　者 出　　展　　内　　容 ブースNo.出　展　者 出　　展　　内　　容

北電情報システムサービス(株)

北陸通信ネットワーク(株)

北陸電話工事(株)

北国インテックサービス(株)

三谷産業(株)

(株)ユーコム

(株)横山商会

　金沢工業大学　KIESプロジェクト

　金沢工業大学/
　北陸先端科学技術大学院大学 連携事業
　国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

　学校法人ファースト学園

　石川県警察本部　

　金沢市

　金沢かがやきブランド情報発信チーム

セキュリティ関連商材の紹介（クラウド、ファイル転送、IT資産管理、標的型攻撃メール訓練サービス）

スマホ、タブレット端末、クラウドを活用したワークスタイル変革ソリューションをご提案致します。

中小企業を対象としたネットワーク及び各種情報機器の遠隔監視サービス紹介

統合ログﾞ管理『LogRevi』、商品サービス情報キュレーションツール『SalesGate』､
IoTを活用した遠隔監視･予防保全システム『CareQube』をご紹介いたします。

情報システム事業部オリジナルソリューション／グループウエアPOWER EGG・クラウドサービスのご紹介

食品業界向け販売・在庫・製造原価管理システム『豪商』

建設業向け原価管理システムソフト【どっと原価】を出展

テクノロジーの力でみんなを笑顔にするスマートホーム、バーチャルリアリティ、福祉機器の展示を行います。

大学間で連携し、組込みシステム技術者を育成する分野で、学生の成長を支援する取り組みなどについて紹介する。

簡単な操作で紙媒体の健康情報を電子化する技術のほか、北陸における産学連携活動についてご紹介します。

①当法人が運営するIT系専門学校の紹介  ②IT企業様へ共同プロジェクトの募集  ③学生と求人企業様のマッチング

「サイバー犯罪対策広報及び相談室」車両展示

ITビジネスプラザ武蔵のご紹介

金沢かがやきブランド認定製品及び認定制度のPR
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体験‼８K スーパーハイビジョン展示

主 催：NHK 金沢放送局、（一社 ) 石川県情報システム工業会
共 催：総務省北陸総合通信局、石川県、北陸情報通信協議会
協 賛：（一社）日本ケーブルテレビ連盟北陸支部

特別展示

BSによる8K 試験放送が 2016 年 8 月開始予定！！
一足先に高精細な映像をご体験ください。4K映像も展示しています。

県内のベンチャー企業が集結！

チャレンジコーナー

実物やパネルでご紹介。
新たな創造へのチャレンジを進めいている企業をぜひご覧ください。
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