「e-messe kanazawa 2019」事業報告

1．事業名称
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3.テ ー マ
4．会
期
5．会
場
6．出展企業
7．入 場 者

「e-messe kanazawa 2019（e メッセ金沢）」
第 34 回いしかわ情報システムフェア
ICT 関連企業による ICT/IoT 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ことを目的として開催します。
「未来から吹く ICT の風 ～夢、私、未来、君～」
2019 年 5 月 16 日(木)～18 日(土)3 日間 時間：10：00～17：00
石川県金沢市袋畠町南 193 番地 石川県産業展示館 1 号館
81 団体 133 小間（昨年 59 団体 101 小間）
5 月 16 日（木） 11,452 人
5 月 17 日（金） 15,984 人
5 月 18 日（土） 17,105 人
合
計
44,541 人 （昨年 43,772 人）

8．会場構成
○イベント企画
①企業展示ブース

出展企業による最新の ICT 機器や IoT システム、5G・AI 等の先端
ビジネスソリューションの紹介
②メインステージでのセミナー・イベントの開催
5 月 16 日（木）
◆e-messe kanazawa 2019 オープニングセレモニー・表彰式
10：45～11：00
・キャッチコピー部門賞 株式会社タスク 新保 元貴
・ポスター部門賞
株式会社スマイルラボ
◆トヨタが提供するコネクティッドの世界 参加人数 100 人
11：30～12：30 石川トヨタ自動車株式会社 経営企画部 部長 北本 毅 氏
◆弓月ひろみの場内探訪（ライブ中継）
12：30～13：30 IT ライター 弓月 ひろみ 氏
◆総務省 IoT サービス創出支援事業報告 参加人数 120 人
13：30～14：30
石川県農林総合研究センター/農業試験場砂丘地農業研究センター
専門研究員 山内 大輔 氏
◆石川県内 IoT 推進ラボ活動報告 参加人数 110 人
15：00～16：00 ①石川県 IoT 推進ラボ（第 1 弾選定）
②加賀市 IoT 推進ラボ（第 1 弾選定）

③白山市 IoT 推進ラボ（第 2 弾選定）
④かほく市 IoT 推進ラボ（第 3 弾選定）
⑤能美市 IoT 推進ラボ（第 4 弾選定）
5 月 17 日（金）
◆各自治体の補助金に関する説明（追加セミナー） 参加人数 60 人
◆オムロンが考えるロボット活用によるモノづくり革新【MEX セミナー】
参加人数 300 人
11：30～12：30 オムロン株式会社 営業本部 ロボット推進本部
プロジェクトリーダー 加藤 慎司 氏
共催：日本機械学会北陸信越支部
◆弓月ひろみの場内探訪（ライブ中継）
12：30～13：30 IT ライター 弓月 ひろみ 氏
◆AI で変わる製造業の現場、最新事例 参加人数 200 人
13：30～14：30 株式会社 ABEJA Marketing 鵜木 彩 氏
◆新しいスポーツの楽しみ方：スポーツセンシング最前線 参加人数
15：00～16：00 株式会社 NTT ドコモ イノベーション統括部
主査 四ツ柳 賢 氏
5 月 18 日（土）
◆MRO ロボット教室公開競技
10：00～16：30 ワークショップ参加者 15 人 公開競技視聴者
◆弓月ひろみのエンターテイメントな世界 参加人数 100 人

80 人

100 人

10：30～12：30
【第 1 部】CES（コンシューマー・エレクトロニクス・ショー）で見た未来ライフ
スタイルと、日本の今はどうなってんの？
テーマ①５Ｇって何？
株式会社 NTT ドコモ 芳賀 智文 氏
テーマ②AR/VR について
株式会社双子ゲームス 代表取締役 吉本 卓生 氏
テーマ③たまひめちゃんと V チューバ―
株式会社アトリエ ほんだしょうこ 氏
【第 2 部】SDGs ってなんなん？？
一般社団法人 SDGs 支援機構 代表理事
世界で 2 番目においしい焼き立てメロンパンアイスのお店
代表取締役会長 河上 伸之輔 氏
◆MRO e スポーツセミナー “石川から目指せ世界へ” 参加人数
◆e-messe kanazawa 2019 クロージングセレモニー・表彰式
16：30～17：00
・来場者アンケートトップ賞 株式会社 NTT ドコモ 北陸支社
・実行委員長賞
株式会社 ZORGE
③特別企画
北陸初となる 5G デモバスの見学会、新 4K8K 衛星放送の受信公開紹介
ロボット教室の開催など

100 人

④プログラミング教育ワークショップ開催
5 月 17 日（金）11：00～12：00 ロボ団金沢駅西校
13：00～14：00 さくらインターネット株式会社
5 月 18 日（土）11：00～12：00 ロボ団金沢駅西校
12：30～13：30 特定非営利活動法人ケーネット知楽市
13：00～14：00 さくらインターネット株式会社
13：30～14：30 株式会社キャリアドットコム
○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、相談室開催

9．主

催

10．実務担当
11．後
援

12. 同時開催

一般社団法人

石川県情報システム工業会

会長

宮本

研一

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、加賀市、白山市、かほく市、能美市、（公財）石川県産業創出支援機構、
（一社）全国地域情報産業団体連合会、(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、ＮＨＫ金沢放送局、㈱北國新聞社、北陸放送㈱、
北陸情報通信協議会
MEX 金沢 2019、ビジネス創造フェアいしかわ 2019
以上

