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養省IL隆 総合通信局、経済産業省■部経済を業月、石り1県、石j県 11察本書:、 全沢市、小ルヽ市、1財 )石り県産業轡1出支援機 IF、

■ヽK全沢荻送局、北國新間社 1ヒ陸放送、全国地域情弩産業理林連合会(AN AI、 1-社 ,福井県情報システノ、工業会、14_)富 IJ県情報産業協会

同時議催 /′ ■51重 機械工業見本市金沢、第26コ石

'県
中小企業技術展

c― ,less_・ :く arD3zaヽ ′7,201=
実行姜員長 宮本 7-

「e…rYnesse kanazawa 201 3J開催にあたり
日本経済は、経済再生に向けて新たな局面を迎えています。また、海外の経済情勢が日常生活に大きな影響を及ぼすグロー

ハル化が進ス/で おり、身の回りの様々な事T4・ が変革するハラタイムシフ トが加速し′ています。このような社会において iCTは 、

変革を華:するだけでなくこれまで以上に大きな役
=Jを

担つており、さらなる活用が重要なテーマになっています。

「e messe kanazawa 2013Jは 、今年て 28回 目の開催を迎えました。今や日本海,1最 大の iCT総合展示会へと成長し、

今年は「大来の技術がすぐそこに さわつて、感じて、つ /Sヽ やいてJを テーマに賛催致 します。

ICTは、クラウドコンピューテ ィングやスマー トモバイル端末によつて、いつでも、どこでも、1コ ミ■ニケーションでき

る環境を自lり 、本格的なスマー トツサエテイ時代を実現し′ようと tノ ています。

本展示会ては、スマー トツサエテイ時代を支える ICTの最新コンテンツに加え、関理するセミナーの買信も予定されてい

ます.特に、2015年 春の北陸新幹線開通を控え、観光分野を中心に新たな価値倉:造を目指 tノ た産学官連携の取組みや地域,舌

性化のイベントも行います.

是非ご来場の上、「o messc kanazawa 2013Jを 皆様方にとつて事業バー トナーとの出会いの場、新たなビジネスチヤ

ンスの場としてお役立て頂きます様、お願い申し上げます.



入口

出目

(株 )アイ オー データ機器 デジタル家電周辺機器のご紹介 003

(株 ,アイシム医療器 弊社オリジナル商品「アルファタック治療器Jを ご来場の皆様にお試 し′頂きます 028

(―社)石り県情報システムエ業会

`―

社)石,県情報システムエ業会の事業
=【

告並びに会員企業の

“

こ介 044

(株 )石リコンピュータ センター クラウ ド十一ビス、タブレッ ト月アプリ、環境碍連製品のこ紹介 029

いしかわスマフォアプリ開発研究所 048

(珠 )ウ ェルキャット ハンディターミナルを利用したバー
=―

ドシステム及びRF Dソ リューシヨンをご耀介いたします 030

EIZCl(オ末) 各市場向けPC用液品モニター 001

(株)Iヌ  テイ テイ ドコモ 018

民TT西 日本 お客様のビジネスに新たな価籠を生み出すソリューシヨンを多数ご紹介させて頂きます 016

“

朱,江守ソリューションス タブレッ ト端:求 を利用 したサービス、データ分析.lllES Webシ ステムなとをこ紹介させていただきます 019

かがつうシステム(株 ) ニネルギー生視蘭連、省エネ商品 ネツトワーク関連サービス商品等 004

「
末,金沢ニンジエアリングシ:ス テムズ 無・il在 席管理iZ gBee)、 健康管理システプ、(K necl、 スポーツフォーノ、分析システニム スマートフォンアプリ 036

1朱 ,管理工学研究所 時間害作成ソフトYELL(■ ―ル )、 日EUR S総合生徒管理システム、車両運行管理システム 006

共同軍ンピュータ1味 ) デジタル●●イネージ、Bツ ール他 039

クリ/ス コ北陸{株 )

ll i,dollyS8対応の基幹業務システム、CAΞ ttl‐ サービス、CPMモハイルソープ:′ 、高1隻能Excelツ ールなどのご紹介 027

NPO法 1、 ケーネット知楽市 ICTで繋がる地域 (ル絆 Part2、 金沢 e広見ブ_nタ システムの普及促進及び活用事′」耀介 010

(株 )コ スモサミッ ト 生産管理システム(様 々な業務形態に対応 )、 スケジユーラー(単 工程版′′多工程版′単工程積六型)t 020

(1朱 ,COM―ONE 、ルseanl本社から海夕ヽ板売ディラーまで、多様な製品1与 報やすレッシ情報を共有可能なシステム 026  1

`l■

iサ トー 自動認「1システムとその サプライ、 アヽ一ニー ドや RFlDを 活用 したテータコンタシ ョンシ ステム 1ビ 実 038

(,朱 ,シービーユー Padや Windows3タ ブレッドを活用 tン た―・ 客につながる住宅営業ブレゼン手法のご

“

こ介 034

(株 )ジ ェイ ニス エス 個月:受 注型生産管理システム(「 ECHSシ リーズ)、 Exce帳票Web化ツーん(ExceЮ ale)、 三士通PC展示 024



ノスコシステ1ヽ ズ合再会社 Cisco仮 想ディスクトップソリューション 015

{十 )システムサポート:IPad見積アプリ「ハッと見積」、電子ペーハー付スマートタグソリューション ほか

0朱 )イ ーネットソリューションズ :緊急通報 /安否確認システム「Sa Ftyl r、 k24J、 データセンターサービス

{lT)ア クロスソリューションズ :モバイタし′受発注システム「MOSl
022

{株 )シ ビ ニ」し タブレッ トを活「
―~し た事例 (ア ンケー ト タイス) 017

(株,シ ミスシンテック ナを域のラィフラインを担う「リチウム昔電池J「次世代ソーラ街路灯」 紹介 025

ソフ トバンクテレ
=ム

(株 ) Goog cA00sIPad iPahoneホ ワイ トワークスタイル 047

(株,大和 F「刷社 大型デ■スブ
`/イ

 エアメディア 観光におけるご案内システ■、の企画商品 005

言桑美1,印
「

り(株 ) 1甥模ブf~ジ ェクションマッピングとARの こ紹介 042

テレニシ('休 ) 運送業者向け T点呼システムの製品体験 紹′ 033

電波新 i尋社 電波新聞社発行の吉籍等の紹介 008

ネクス トキヤティ.,メ タフ、(構 ケーフん′テレビ施設管理Wcbシステ 031

{本朱)PFU ビジネスでも家庭でも活用できるカラースキャナー ScanSn3oと 、Happy Hack ng KeybOardの 展示 012

富士ゼロックス北陸(株 ) ・・・過■デイスフレイツールのご提案 023

富士通い朱)

"お客様と共に未来を創る富士通 クラウ ドサービスによつて、お客様と共に未来を倉しっていきます 013

い朱)富士通北陸システムズ 当社製品(予定) 014

北宅

“

ル報システムサービス1朱 ) 北確電カグループでの実績に裏 l■ けられた、お客さまに競適な信頼性の高い CT関連商品をご紹介 します 041

1朱 )ホ クリクコ∠ 公共交通の利便性を高める製品のご紹介、スマー トフオンアフリ他 040

1朱 )北珪ソフタス 弊社胃発システムのPR、 中小企業向け業務システムのPR 009

北睦通信ネットワーク(株 l クラウ ド基盤を活用 したソリューションをご提案いたします 032

北陸電署工事(株 ) エリアワンセク放送システム 043

北理ミサワホーム1燎 ) ミサワホームのスマー トシテイ11例及び、スマー トハウスとスマー トコミュニティの展開につしヽて 007

北曇インテックサービス(株 ) タブレッ トを活用したソリューションのご提案 002

(1朱 )MINAMI ↑ヽ務省の戦略自つ1海霧通信研究開発雄齢 1度における研究開発テーマ「地域活1■化のための共生型モデ′ルシミュレーションの
五1究 甲発―富l_県 石′県におけるスマートフォン精報システムの鷲竿」の発表 037

三谷産業(株 ) POWEREGilイ也 011

(林 )ユーコノ 音声入力で検査業務省力化のご紹介 021

(株 )横 山菱会 文
=管

理 図面管理システム 035

国際ビジネス交流事業1台湾企業) Forward、 AC∪ LA他 049

全沢工業大学 教育研究ブロジェク ト(ア ン ドロイ ドフロジェク ト)の 活動紹介 101

北陸先端科学技術大学院大学 構図やカメラワークに着議した撮影支援シヌ、テムをご紹介いたします 100

石′県 石,新情覇言府のご淫介 046

石′県す察本
=「

「サイパー犯罪対策広報およ _l相 談室:車両戻示 050

全沢市 クリエイテイフベンチャーシテイ金沢事業の紹介 (予定 )
04rl

毀  貧ξ星雫写野じに写言賞寧重3軍天じ
鹸  卜の中継やブースレポー トなどをワン

セグ放送てご覧しヽただけます。

ンプラリー)

〕聰躙
各社フースの展示にまつわる「謎のキー

ワー ド」から導き出したブースを回遊
しスタンプを集めるスタンプラリーです。
正解者には記念品を進呈します。
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5月
.16日

棒)

5月 17日 喰)

13i00～ 14130 バネルディスカッション

観光クラウ ド、共通基盤 (プラットフオーム)

構築、提言

亜 菫
大 薮 多 加 志 氏 (金沢星稜大学 ε 斉学

=隆
営学科 教授 )

飯 ,島 Z驀 裕 氏  (金沢星稜大学 経済学音「経営学科 教授 )

饗 庭 達 也 氏  拓 り1県1青報 ,/ステムエ業会 会長)

加賀屋 貯定]

警  鵞  機  議  苺  議  ゆ  様  機  鬱  磯  ゆ  ゆ  機  鸞  鸞  苺  聾  篠  苺  機  鷺  櫓  壺  拳  苺  爆  鸞  鸞
  13:00

15:00～ 16i30 講

'寅情報通信研究機構の目指す未来
「起業甲子園」ベンチヤーコンテストの紹介、          1400
学生は是非ご参加ください |

ヨ 師
              15。 。

書「豆北 ,羊 一 良Б氏 (独立行政法 人́1青報通1言研究機構(NICT)理 事)

13100～ 14:00 講

'寅

                    1800

国際ビジネス交流事業

…

              1400
小 松 知 彦 氏  (30CtHold■ gS.LJ代 表 )

|

ｒ
，
‐
，
‐

13100～ 14100

議演

国際ビジネス交流事業

13100～ 14100

30秒企業ブ レゼ ン

13:00～ 14:30

バネルディスカッシヨン

観光クラウド、

共通基盤構築、提言

15100～ 16i30

講演

情報通信研究機構の

目指す未来

5月 16日 体)

17圏 (金 )

18日 (土 )

10:00～ 17:00

生活を豊かにする先進的アプリのご紹介

アプリ ディズ/最新の トレン ドに触れる 3日間

石サ県から発信しているビジネスや観光、エンタテーメン ト、ライフの4つのテーマごとに

お勧めスマー トフオンアプリをご紹介 tノ ます。おも tノ ろ USBメ モリーも販売します.

不

一「空間情報」プロジエクシヨンマッピング

色が変わる、形が変わる、意識が変わる !

PV。、ソル ビ_ク功車や伝統工芸品ヘマッピング
東京駅ても話題になつたすロジ

「
クターを用いて主問と映像を合成し新 t′ い空間演出を行う

ブロジェクションマツビング.

会場では、PV車体や伝統工芸品で驚きの空間演出を行 tヽ ます .

顆

会  場:石サIl県産業展示館 1号館
(金沢 t~袋 出出r,1邦緑地公園内 北ロー「1動 申■

'金
沢ノインターi「 く,

〒920‐0361石 ′県金沢市袋畠南 193西 古「緑亀公国内

◆お車   金沢駅より約 15分、|し陸自千ち草道 金沢西 ICよ り約 5分 (駐車場完備約 3000台 )

◆北芸バス 金沢訳西日「下安縁」「済生去議院Jイラき乗市「袋畠西
=「

まヽt公闘前」下車 徒歩T‐ 5分

金沢駅蒙口「済生全病院J行き乗車「西部緑IJ公園」下車 徒歩約 1分

◆空港′ヽス 小松空港「金沢駅 市内経由J行乗車「吉府南J下草 徒歩海 15分

鱚穆』摯鱈鷲瞥」警瑾Lξ】ぎ1lIIItttレ 1ヽヒ亀yttj予子1すのでコ用彼い
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金沢港    能登有料逓路

e‐messe kanazawa実 行委 員会

(一社)石り県情報システムニ■針 9208203金沢市戦
'2丁

目3番地 石,県鉄二会館3階  IEL 0761267,4741 FAX 076(267)4499e― mal is3,■ ●Sa Or,0


