
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。
昨今、複雑で不確実な社会環境のなか、ビジネスの進め方が大きく見直されつつあり、大きな転換
期を迎えております。
この未経験の社会環境下において、ICT への期待は高まる一方であるとともに、ICT が内在する課
題も発生しています。
今回で 37 回目を迎える「e-messe kanazawa 2022」は「新しいくらし 
新しいビジネス 創造する力に ICＴ」をテーマに、リアル展示と前回好評で
ありましたWEB 上でのオンライン展示のハイブリッド形式で開催させてい
ただきます。
ICT により実現する産業界の期待ならびに課題解決のヒントとなるべく、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 loT・
AI・ロボットに関する展示を行うとともに、事例・テクノロジーの講演や
新しいくらしでのセキュリティセミナーを企画いたしました。
是非、持続可能な世界の実現に向けて 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。

「e-messe kanazawa 2022」開催にあたり

[HP] e-messe.jp e.messe.kanazawa [HP]オンライン
e-messe kanazawa

　　　　  　来場の事前登録のお願い
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

e-messe kanazawa
実行委員長
梶谷　忠博

●無料シャトルバス時刻表

・金沢駅（港口（西口））より約15分
・香林坊より約20分

●タクシー

北陸自動車道　金沢西インター降りて約5分
●自家用車（約 3,500台　駐車場完備）

・JR金沢駅（港口（西口）⑦のりば）52 番
「済生会病院」「下安原」行に乗車、
「袋畠西部緑地公園前」下車（所要時間15分）徒歩 5分
・JR金沢駅（兼六園口（東口）⑪のりば）56番
「済生会病院」行に乗車、「西部緑地公園」下車（所要時間28分）

●北鉄バス

●会場までの交通手段
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同時開催イベント 主催：金沢市Kanazawa eスポーツエキスポ2022 5/13 金・14土

後 援

主 催 （一社）石川県情報システム工業会 http://www.isa.or.jp/

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、(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 )富山県情報産業協会、(一社 ) 福井県情報システム工業会、
NHK 金沢放送局、北國新聞社、MRO北陸放送、北陸情報通信協議会
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5/13金 【セミナー会場】
セミナースケジュール 各セミナーはYouTubeにてライブ配信いたします

11:00-12:00A-1

講師：公立小松大学　生産システム科学　生産システム科学科
　　   准教授　博士（工学）　梶原 祐輔 氏

15:00-16:00A-3
Beyond 5G/6Gビジョンとエネルギー
講師：国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）
　　　Beyond5G研究開発推進ユニット長　 寳迫 巌 氏

5/14 土【セミナー会場】
11:00-12:00B-1

安心・安全のICT活用とフィルタリング
講師：デジタルアーツ株式会社　マーケティング部　窪田 大成 氏

  
12:30-13:30B-2

人に優しいデジタル改革を目指して
講師：ITエバンジェリスト　若宮 正子 氏
　　　ITライター　　　　　弓月 ひろみ 氏 

14:00-16:00B-3
ロボット教室

13:30-14:30A-2

AI活用人材の育成に向けた大学の取り組み

講師： デジタル庁・内閣官房　内閣参事官　菊川 人吾 氏
デジタルを取り巻く環境とデジタルが変える生活と社会

  

聴講
無料

会場MAP会場MAP

001 003 004 005 006 007 008002

009 011
010

019

027 028 029
030 031 032 033 034 035

036

041 042 047
043 044 045 046

048 049 050 051

037 038 039 040

012

020

013

021

016

024

017

025

018

026

014 015

022 023

商談スペース

13日：商談スペース
14日：ロボット教室

セミナー会場

総合案内所

入場
登録所

EV

会場入口

プレゼン  A会場

プレゼン  B会場

Kanazawa e スポーツ
エキスポ2022

101 115102100 104 106 108 110 112 114
103 105 107 109 111 113

116
117
118 120
119

048 iA LINK株式会社
■フルクラウドPBX　■ビジネスホンのスマホ内線化
■ソーラーカメラを、ぜひご体感ください！

004 株式会社アイ・オー・データ機器
■新しいWEB会議環境　■電帳法とのこれからの付き合い方
■学校行事の配信方法をご紹介します。VR リアル

013 株式会社C-RISE
クラウド型RPAサービス『クラウドBOT』VR リアル

005 ダイワボウ情報システム株式会社
■各種製品メーカー出展による最新のICTソリューションをご紹介します。

043 アットフィールズテクノロジー株式会社
設備の状態監視から生産予実の見える化まで、工場の安定生産を
実現する技術サービスをご紹介

042 株式会社石川コンピュータ・センター
お客様のDX推進を支援するソリューションをご紹介します。VR リアル

046 ATENジャパン株式会社
ハードで安全に遠隔操作　レガシー・スタンドアローン端末でも可能VR リアル

020 株式会社ＳＩＧ
流通小売業向けDXソリューション
コロナ対策ソリューションのご紹介

031 株式会社タスク
ECサイト、Salesforceの顧客管理などクラウドサービスのITツール、
RPAをご紹介

026 株式会社ディー・オー・エス
IT資産管理ソフト【SS1】
クラウド型PC資産管理サービス【らくらくPCクラウド】

023 株式会社NTTデータ北陸
IoTやBIによるデータの収集から活用までの実現と改正電帳法にも
対応した業務効率化のご紹介

027 株式会社NTTドコモ 北陸支社
会場内を5Gエリア化！5Gを含むモバイル、ICTを活用した
最新ソリューションをご紹介VR リアル

008 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　

028 NTT西日本
DX商材、ドローンソリューションのご紹介

033 株式会社エム・アイ・エス
中堅・中小の食品製造業様必見！
食品ロス防止策として「最新のAI技術」を最小の費用でご提供VR リアル

022 ナレッジスイート株式会社
ナレッジスイートは名刺管理・SFAが一つになったユーザ数無制限の
営業支援ツールです！

025 株式会社日本オープンシステムズ
座席予約システム「OFFTICKET」、セキュリティサービス、IoT

002 株式会社オービックビジネスコンサルタント
電子帳簿保存法、インボイス対応、DX対応をクラウド技術を用いて
ご支援します。

035 株式会社管理工学研究所
弊社内で実験している技術・サービスや弊社の製品をご紹介します。

015 株式会社ハイレゾ
石川県の伝統工芸である金沢箔を使用したGPUサーバーの展示

041 株式会社PFU
新製品を中心とした、リモートワーク、地域共創活動をご紹介

VR リアル

012 クレスコ北陸株式会社
DX推進・生産性向上に役立つソリューションをご紹介します。

032 富士通Japan株式会社
これからのワークライフシフトを支えるICTソリューションをご紹介します。

021 北信テレネックス株式会社
クラウド電話システム、リモートワークを実現する様々な
サービスをご紹介します。

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

016 サイバーステーション株式会社
電子看板の展示・デモンストレーションVR リアル

024 北電情報システムサービス株式会社
AIを活用したデータ分析予測ソリューションやテレワーク
ソリューションのご紹介

011 北陸コンピュータ・サービス株式会社
新サービス！「カスタマイズできるクラウド」ターコイズ販売管理V５が
DXを実現します。VR リアル

017 株式会社三技協
ヘルスケアサービスのご紹介

014 北陸通信ネットワーク株式会社
クラウドで実現する新しいサービス、AIを活用したエンドポイント
製品をご紹介します。

010 株式会社ジェイ・エス・エス
量販店様向けMDソリューション「Retail Fit」ご紹介VR リアル

029 株式会社システムサポート
独立系としてオープンな立場とユニークな発想を活かし、
新たなITサービスをご紹介します。VR リアル

036 北陸電話工事株式会社
館内LIVE放送システム、混雑状況検知システム、AIソリューション等
の製品・サービスをご紹介

003 北国インテックサービス株式会社
お客様のニーズに合わせ、最適なDXソリューションをご提案します。VR リアル

019 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」VR リアル

034 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。

009 株式会社北國フィナンシャルホールディングス
ペーパーレス化、キャッシュレスソリューションを活用した地域社会のDX

039 株式会社マウスコンピューター
・DX 製造向け・BYOD端末・ビジネスモバイル・設計 建築向け
高性能PCなど展示

小間No. 出展企業団体名（50音順）

小間No. オンライン出展のみ（50音順）

040 株式会社横山商会
コロナ禍でのDX化実現をテーマとしたソリューションをご提案します。

030 株式会社ラクス
クラウド型経費精算システム「楽楽精算」
電子請求書発行システム「楽楽明細」

001 三谷産業株式会社
『新しい時代をささえるベンチャーソリューション』のご紹介
一緒にワクワクを体験しませんか？VR リアル

045 森長電子株式会社
高速回線避雷ユニット、無停電電源装置、非接触型来客受付システム、
トワイレ他

109 Beta Computing株式会社
スマートフォンアプリの展示VR リアル

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、スマホ、タブレットで受発注業務が行える
モバイルウェブ受発注システム

VR 株式会社イーネットソリューションズ
万一の地震や災害時に緊急通報、安否確認をおこなうクラウド
サービスをご紹介します。

VR 一般社団法人石川県情報システム工業会
ISAの取組　会員企業のご紹介

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

リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

044 クオリカ株式会社
コマツが構築した製造業向けIoT「Kom-mics」をご紹介します。リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

006 日本フォームサービス株式会社
通信ラックやタブレット保管庫・ディスプレイモニター取付用アーム
などをご紹介リアル

リアル

リアル

037 デジタルアーツ株式会社
持ち帰り端末へのクラウドフィルタリング、校務系のweb・メール・
ファイルセキュリティご紹介リアル

リアル

リアル

018 第一コンピュータ印刷株式会社
企業映画化プロジェクトリアル

007 株式会社大和印刷社
スマホで集客！QRコードでガチャやスタンプラリー、
非接触型販促ツール「くじモ」リアル

リアル

リアル

リアル

リアル

051 金沢市
金沢かがやきブランドのご紹介リアル

047 NHK　金沢放送局
NHKのコンテンツをBS4K8KやVR/AR体験等でご紹介します！リアル

050 石川県
企業がデジタル化を進めるにあたっての支援施策等のご紹介

049 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

リアル

104 株式会社IPOMOEA
強力な知財戦略立案に役立つ国内外の特許調査サービスをご紹介します。リアル

105 株式会社HTKエンジニアリング
【製造業向けDXソリューション】
・AI外観検査システム　・工場IoTサービスリアル

111 石川県情報化支援協会
「経営を援けるIT利活用－現場をデータで見える化・経営改革を加速－」リアル

110 株式会社Asian Bridge
受託/自社開発のアプリ・WEBサービス、インターンシップ
マッチングサービス「キャリターン」リアル

119 金沢大学
ビッグデータ・情報学・医学・保健学・統計学・AI等の分野の知識を
用いた異分野融合の研究紹介リアル

116 学校法人金沢工業大学
高齢者の健康を見守るスマートシューズとドローンコンテストを
題材としたSTEAM教育教材展示リアル

100 金沢IT部活
金沢IT部活活動紹介リアル

103 株式会社グロースリード
グロースリードは新ビジネスに挑戦する人を応援する会社です！
その活動内容についてご紹介します。

107 株式会社CHRONOX
流速観測システム、積雪観測システム他、ELTRESを活用した
ソリューションをご紹介します。

106 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、紙芝居の電子化支援
及び発達障害者支援等紹介

リアル

リアル

リアル

112 一般社団法人組込みシステム技術協会 北陸支部
ET/ IoT、AI　■高度技術連携
■技術者人材育成を中心としたJASAの実践活動にぜひ！

108 クラウドアドベンチャー株式会社
自社のITインフラを見つめなおしてみませんか？
運用でお困りの方、ぜひお越しください！

リアル

リアル

102 トレノケート株式会社
IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成サービスの提供リアル

114 一般財団法人日本規格協会
新しい市場標準を作り競争力を強化！JISで信頼獲得やPRが図れ
自社製品差別化に繋がります！リアル

117 福井工業大学
福井工業大学AI&IoTセンターの研究紹介を行います。リアル

115 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
企業、自治体のデジタル化人材育成を共同研究によるOJTを通じて
支援します。

118 北陸大学ものづくりLab
北陸大学ものづくりLabで学生が制作した作品やシステムを展示します。

リアル

リアル

113 国立研究開発法人情報通信研究機構
NICTの概要、B5G技術戦略、取組み紹介及び北陸StarBED技術
センターの利用事例紹介リアル

120 公立小松大学
生産システム科学科の研究紹介を行います。リアル

101 株式会社コスモサウンド
Victor 1BOXウッドコーン・システム
オーディオを「楽器」に変えた一体型システムリアル

e-messe kanazawa 実行委員会事務局

プレゼンスケジュール
5/13金 【企業プレゼン　A会場／B会場】

決定次第ホームページでご案内いたします

10:30-10:50 株式会社システムサポート
北陸初！Microsoft Base 金沢で働き方改革
11:30-11:50 株式会社PFU
新しい働き方～HHKBとScanSnap活用のすすめ
13:00-13:20 株式会社ゼック
これからのモバイルオフィスの可能性
14:00-14:20 株式会社こはく
元染物店の町家がそのまま、コワーキングスペースに。
15:00-15:20 株式会社能登風土
能登半島千里浜に絶景コワーキングスペースが誕生！

新しい働き方＆テレワークのすすめ【A会場】5/14土

11:00-11:20 ミミミラボ
10代×デジタル、領域を横断し遊ぶように表現する
13:30-13:50 K-Lab
自由にプログラミングとモノづくり「K-Lab」の実践
14:30-14:50  NPO法人みどりのこまつスクスク会　わくわくコマツ塾
Ichigojamコンピュータでショベルカーを動かそう
15:30-15:50 金沢IT部活
金沢IT部活 ～ 全国に先駆けて校外部活動を創部

新たな時代を拓く 小中高生のチャレンジ【B会場】5/14土

聴講
無料

出展社
自治体ゾーン
文教・チャレンジゾーン


