
がんばろう石川！がんばろう石川！ 金沢港クルーズターミナル
石川県金沢市無量寺町リ65番地

総務省北陸総合通信局、石川県、石川県警察本部、金沢市、
( 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 (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
NHK 金沢放送局、㈱北國新聞社、北陸放送㈱、北陸情報通信協議会

2011
2020

金 21土

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！

　平素より、本イベントの開催に多大なるご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　さて、ご周知の通り、政府および全国の自治体より緊急事態宣言の解除が発表され、大規模展示会に
つきましても、開催できる運びとなりました。
　これを受けて、e-messe kanazawa 2020 は時と場所を変え、今まで通りの展示とWEB 上でのバー
チャル展示のハイブリッド形式で開催させていただきます。
　今回で 35 回目を迎える「e-messe kanazawa 2020」は「未来のテクノロジー、ICT がつくる私た
ちの夢」をテーマに、最新の AI やニューノーマル時代のキャッシュレス等の
セミナーや県内はもとより国内外の ICT 関連企業・団体に幅広くご参加いただ
き、IoT・AI・ロボット関連の多様な展示を企画しております。
　是非、ICT の今と未来を間近かに感じ取っていただき、未来に繋げるヒント
を得ていただければ幸いです。多数の方のご来場をお待ちしております。

　私共は、コロナ禍によって経済活動が不透明な今こそ、本イベントを通じて
ICT による社会の活性化と発展に貢献して参ります。引き続き、皆様からのご
支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。

「e-messe kanazawa 2020」開催にあたり

入場無料AM10:00～PM5:00

金沢西インター降りて約15分、金沢東インター降りて約15分
のと里山海道 千鳥台出入口 (終点 ) より 約 5分

●自家用車

JR金沢駅（西口⑥番のりば）北鉄バス04番
金沢駅西口発「金沢港クルーズターミナル」行に乗車、
「金沢港クルーズターミナル」下車（所要時間約30分）

●北鉄バス

金沢駅西口より約1０分（約1,910円）
香林坊より約２０分（約2,710円）

●タクシー
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メインステージにて   （2 階セミナールーム）
最新技術セミナーやイベントを開催しています

11:00～12:00 最新のＡＩは人の仕事をどこまで奪うのか？
金沢工業大学　工学部　情報工学科　教授　　山本　知仁 氏

13:30～14:30 ニューノーマル時代のキャッシュレス株式会社 北國銀行　マーケティング部カード事業課長　　河崎　伯彦 氏

15:00～16:00 5G 時代の世界株式会社NTTドコモ 北陸支社　支社長　　佐藤　隆明 氏

参加無料

[HP] e-messe.jp e.messe.kanazawa [HP]バーチャル
e-messe kanazawa

 20日のみYouTubeにてライブ配信いたします

　　　　  来場の事前登録のお願い
今年は当日の来場者登録を行わず、事前登録による
入場を推奨しております。事前登録は e-messe 公式
HP上にて行うことができます。

事前登録はこちら
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9:00～16:00
第2回 加能ガニロボットコンテスト

2111 土

主催：加能ガニロボットコンテスト実行委員会
お問合せ：金沢市産業政策課　076-220-2204



会場見取り図

e-messe kanazawa 実行委員会事務局

出展企業団体名（50音順）
小間No. 出展企業団体名小間No. 出展企業団体名

バーチャルのみの出展企業

VR 株式会社アクロスソリューションズ
FAXや電話の代わりに、モバイル等で受発注業務が行えるMOS

VR 株式会社イーネットソリューションズ
導入企業600社以上の実績 緊急通報・安否確認システム Safetylink24

VR エレコム株式会社
PC・タブレット・NW機器での業務改善をご提案致します。

VR
オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社／
株式会社システムサポート
シームレスな業務自動化を実現する最新のRPAをご紹介します。

VR 株式会社テクノア
中小製造業様向け生産管理ソリューション「TECHSシリーズ」

VR ビジネスエンジニアリング株式会社
製造現場の生産性向上に貢献するIoTシステムを展示

VR ユーザックシステム株式会社
中堅中小に選ばれるRPA!Autoジョブ名人のご紹介

VR Alert Line
生産管理と個人の業務管理の統合による事業所全体の生産性向上
ソリューション 

VR IQ300
ブロックチェーン技術を活用したプロジェクト・マネジメント最適化
ソリューション

VR VESA system
輸送トラックの総合速度管理および重量管理システム

VR Click-Storm
Eスポーツをはじめとするオンラインゲームのプラットフォーム
構築技術

VR Eidos Robotics
工業ロボット等の各種生産自動化ハードウェアおよび運用ソフトウェア
の開発

小間No. 自治体・主催者ゾーン

022 石川県
スマート県庁の推進に向けた取り組みをご紹介致します。リアル

020 石川県警察本部
サイバー犯罪・攻撃の手口、セキュリティ対策のご紹介リアル

023 ロシア連邦タタルスタン共和国
同国のITビジネスの可能性を、日本との連携を希望する企業情報
とともに、ジェトロがご紹介します。VR リアル

018 一般社団法人石川県情報システム工業会
ISAの取組、活動のご紹介VR リアル

小間No. 文教・チャレンジブースゾーン

101 金沢大学
ドローン・衛星・AIを組み合わせた実践研究の紹介と体験VR リアル

106 金沢工業大学
高齢者向け歩容解析用スマートインソールとSTEAM教材の展示リアル

103 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
「人」と「モノ」との未来の対話デバイスを体験して頂きます。リアル

102 北陸大学
北陸大学プログラミングサークル，ものづくりラボの技術紹介リアル

104 ナレルシステム株式会社
自由な言葉で機械に正しく考えさせる自由文思考プログラミングVR リアル

105 特定非営利活動法人ケーネット知楽市
シニアによる子供向けプログラミング教室や発達障害者支援等紹介リアル

006-3 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社
パナソニックはWithコロナ時代の働き方改革を支援します。リアル

006-2 株式会社バッファロー
今期新商品、ソリューションとグループ会社商品をご紹介リアル

026 株式会社日本オープンシステムズ
BIによる営業見える化、フリーアドレス座席予約システムリアル

013 株式会社ハイレゾ
GPUサーバー並びにそのクラウドサービスのご紹介リアル

041 NTT西日本 金沢支店
ニューノーマル時代の新たなワークスタイルの実現VR リアル

030 株式会社りんく
LINE公式アカウントに実装したカスタマイズChatbotリアル

014 株式会社ラクス
累計導入社数No.1！
クラウド型経費精算システム『楽楽精算』リアル

031 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
新しい生活様式への変革を支援するソリューションについてのご紹介リアル

008 枚岡合金工具株式会社／株式会社ネクストサイエンス
文書管理・生産管理・販売管理など業務改善のシステムをご提案リアル

045 富士通株式会社
これからのワークライフシフトを支えるICT分野のソリューションを
ご紹介します。リアル

046 株式会社富士通北陸システムズ
「ＳＥの業務知見」と「開発技術」を融合させたＩＴシステムリアル

033 株式会社プリンストン
会議がさらに快適に！テレワークの質を上げる製品をご紹介リアル

016 北信テレネックス株式会社
シティホテル・リゾートホテル等に対応したトータルシステムです。リアル

010 メディアウェイブシステムズ株式会社
次世代高速インターネットと家庭用ＶＲモーションシミュレータリアル

036 株式会社 横山商会
コロナ禍での三密防止をテーマとしたソリューションのご提案リアル

019 北陸通信ネットワーク株式会社
テレワーク及び関連するセキュリティについてご紹介致します。リアル

038 株式会社北國銀行
・キャッシュレスによる地域活性化
・ECモール事業による地域活性化リアル

001 株式会社ＰＦＵ
ニューノーマルな働き方をイメージしたエッジソリューションを展示VR リアル

028 北電情報システムサービス株式会社
ＡＩの活用事例と、ニューノーマルに最適なテレワークのご紹介VR リアル

004 北陸コンピュータ・サービス株式会社
紙運用の課題を解決し、働き方の幅を広げるペーパーレスソリュー
ションをご紹介します。VR リアル

012 北国インテックサービス株式会社
ICTに関する商材・ソリューションをご紹介致します。VR リアル

002 三谷産業株式会社
ベンチャー企業様との協業ソリューションのご提案VR リアル

044 電波新聞社名古屋支局
電波新聞・デジタル　電子工作マガジン
エレクトロニクス関連書籍リアル

029 株式会社iソフト
クラウドビジネスソリューション、IoT／組込ソリューションリアル

040 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北陸
ソーシャルディスタンシングテクノロジやAI・IoTテクノロジに
関する事例をご紹介します。リアル

011 株式会社石川コンピュータ・センター
働き方改革支援ソリューションのご紹介VR リアル

032 株式会社アイ・オー・データ機器
web会議やwebセミナーで役立つ最新機器をご紹介します。VR リアル

039 株式会社NTTドコモ 北陸支社
5G、ICT、モバイル等を活用した最新ソリューションをご紹介VR リアル

015 株式会社ディー・オー・エス
上質なIT資産管理を低コストで実現するSS1を出展致します。リアル

006-1 エプソン販売株式会社
新たな働き方に必要な印刷環境の４つのポイントをご紹介！リアル

003 株式会社オービックビジネスコンサルタント
奉行クラウドはじめとする、基幹業務クラウドシステムリアル

035 株式会社コスモサミット
製造業、繊維業向けソリューションパッケージリアル

017 コンピュータダイナミックス株式会社
クラウド型ファイルサーバー、オンプレミスサーバ＆ストレージリアル

027 株式会社シミズシンテック
ユーザーニーズに合った提供形態でIoTを実現するソリューション
をご紹介します。リアル

005 株式会社ジェイ・エス・エス
量販店向けソリューション 「Retail Fit」リアル

043 第一コンピュータ印刷株式会社
企業サポートプロジェクト
コロナ禍の企業販促・集客を支援します。リアル

024 株式会社タスク
リモートワークはもちろん職場での感染防止にも役立つITツール
をご紹介リアル

025 クレスコ北陸株式会社
RPA製品Uipath
基幹業務パッケージSMILEVリアル

034 株式会社管理工学研究所
屋内位置検知システム「どこいっ太 Air」リアル

037 サイバーステーション株式会社
デジタルサイネージでオフィスも店舗も商売繁盛！
マルチディスプレイと回転式サイネージのご紹介VR リアル

009 株式会社シーピーユー
地域ICTプラットフォームサービス「結ネット」、他VR リアル

021 株式会社Ｃ－ＲＩＳＥ
クラウド型RPA【クラウドBOT】～誰でも簡単WEB自動化～VR リアル

042 株式会社三技協
リモートワークを実現するPlatform V SystemVR リアル
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