別紙

「e-messe kanazawa 2017」事業報告
1．事業名称

「e-messe kanazawa 2017」
第３２回いしかわ情報システムフェア

2．開催主旨

IT 関連企業による IT 利活用の促進、新たなビジネス提案、新製品展示を通して、地域の情報化推進に
寄与する事を目的に開催した。

テーマ：「おもしろい！」がそこにある。おいでよ。e-messe kanazawa
3．会

期

平成 29 年 5 月 18 日(木)～20 日(土)3 日間 時間：10：00～17：00

4．会

場

石川県金沢市袋畠町南 193 番地 石川県産業展示館 1 号館

5．出展企業
6．入 場 者

81 団体 115 小間（昨年 71 団体 123 小間）
5 月 18 日（木）

9,673 人

5 月 19 日（金） 17,192 人
5 月 20 日（土） 16,722 人
合計

43,587 人（昨年 47,982 人）

7．会場構成
○テーマブース及びチャレンジコーナー展示
IoT ビジネスソリューション、8K スーパーハイビジョン展示

○ステージイベント・セミナーの開催
5 月 18 日（木）
■ベトナムソフトウェア産業活動 PR 参加人数 90 人
10:30～11：00
■4K コンソーシアム及び農業への ICT の利用活用勉強会の活動成果報告 参加人数 60 人
12：00～12：30
■“スーパーハイビジョン”時代の受信システム 参加人数 70 人
13：00～14：00

ＮＨＫ

■防災における IT の役割 危機管理を理解すると IT の役割が見えてきた 参加人数 80 人
14：15～15：15

(株)ZOAS 防衛省 ミッショントレーナー兼演習オブザーバー（評価分析担当）
浅野 竜一 氏

■ICT/IoT ビジネスソリューションフェア in e-messe kanazawa 2017
◎15：30～16：00

工場内 IoT 化を実現！屋内測位とデータ分析ソリューション 参加人数 90 人
マルティスープ株式会社 隅谷 寛人 氏

◎16：00～16：30

ポータブル無線端末を利用した、作業ナビゲーション・システム 参加人数 70 人
株式会社富士通 IT プロダクツ

◎16：30～17：00

IoT 化のセキュリティソリューションについて 参加人数 60 人
株式会社ＰＦＵ

5 月 19 日（金）
■働き方改革で つまづきやすいポイントとは？ 参加人数 80 人
10：30～11：30

ネットワンシステムズ㈱ 市場開発本部 ICT 戦略支援部 ワークスタイル変革チーム
鈴木 麻衣 氏

■ワークスタイルの変革 ㈱北國銀行と㈱PFU の取組みと実践事例のご紹介 参加人数 100 人
11：45～13：00

㈱北國銀行 ㈱PFU

■AI 技術の動向 参加人数 130 人
13：15～14：00

北陸先端科学大学院大学 知能ロボテｨクス領域 教授 東条 敏 氏

■IoT を活用したエンターテイメント トークセッション 参加人数 80 人
14：15～15：15

ＩＴライター 弓月 ひろみ 氏
㈱ジゴワッツ 代表取締役 柴田 知輝 氏

■ICT/IoT ビジネスソリューションフェア in e-messe kanazawa 2017
◎15：30～16：00

Excel シートを Web アプリに自動変換する 参加人数 60 人
キッセイコムテック

◎16：00～16：30

セールスフォースクラウド 参加人数 80 人
㈱タスク

◎16：30～17：00

IoT ビジネスへの取組み 参加人数 60 人
㈱アイ・オー・データ機器

5 月 20 日（土）
■LEGO Education ワークショップ/公開競技等 公開競技視聴者 100 名
～16：30
■2020 年プログラミング教育 スタートに向けて 参加人数 100 名
10：30～11：30

WRO 実行委員長 渡辺 登 氏

■エンターテイメント 参加人数 50 人
11：30～12：00

小学 4 年生 ＤＪ☆ｎｏａちゃん

■e-messe kanazawa2017 表彰式・閉会式
16：30～17：00
・キャッチコピー制作賞

株式会社シー・ピー・ユー 嬉野 博

・来場者アンケートトップ賞

株式会社アイ・オー・データ機器

・実行委員会特別賞

日建リース工業株式会社

○サイバー犯罪対策広報及び相談室
石川県警察本部によるサイバー犯罪についての対策、広報活動を行った。また、相談室も開催。
※会場前の広場にマイクロバスを設置
○企業展示ブース
81 団体

8．主

催

9．実務担当
10．後

援

一般社団法人 石川県情報システム工業会 会長 長谷川 清
開催実行委員長 梶谷 忠博（一般社団法人 石川県情報システム工業会 副会長）
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、北國新聞社、北陸放送、
電波新聞社名古屋支局、（一社）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

11．同時開催

MEX 金沢 2017、ビジネス創造フェアいしかわ 2017

以上

