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〔主催〕 一般社団法人　富山県情報産業協会

〔後援〕 総務省北陸総合通信局、富山県、富山市、北陸情報通信協議会

 富山県高度情報通信ネットワーク社会推進協議会、
（一社）富山県機電工業会、ＮＰＯ法人 ＩＴコーディネータ富山、
（一社）石川県情報システム工業会、（一社）福井県情報システム工業会

お 問 い 合 わ せ

とやまＩＴフェア 2016 実行委員会事務局
TEL ：076－492－6565 FAX：076－492－6566

E-mail：info@tiia.or.jpホームページ  http://www.tiia.or.jp/

(水)(水)

●ＪＲ富山駅より
　バス・・・約5分「城址公園前」下車  徒歩3分

●北陸自動車道より
　車・・・富山IC  約15分

●富山空港より
　タクシー・・・約20分
     空港連絡バス・・約25分「総曲輪」
　下車  徒歩2分

　徒歩・・・城址大通りを南へ約15分
　セントラム・・・約5分「国際会議場前」下車

〒930-0084  富山市大手町1番2号
                          TEL：076-424-5931

アクセス

企 業 セ ミ ナ ー企 業 セ ミ ナ ー企 業 セ ミ ナ ー

リ ク ル ー ト セ ッ シ ョ ンリ ク ル ー ト セ ッ シ ョ ン

日本電気株式会社 

富士通株式会社

日本電気株式会社 203・20４号室　10︓30～12:00

203・20４号室　15︓15～16:45富士通株式会社

Strategy Seminar for Corporate

Recruit Session

特別会議室　15︓15～16︓30

学生の
ための

～ 就職戦線を勝ち抜くために ～～ 就職戦線を勝ち抜くために ～

　・AI (人工知能）がもたらす社会・ビジネスの未来

　・標的型攻撃体験ワークショップ
　・ペーパーレスで実現するワークスタイル変革

基調講演 
【会場】　2F 基調講演会場　【時間】　13：30 ～ 15：00

「デジタルネイチャー〜表現と社会応用〜」

落合　陽一 氏
1987年東京生まれ。
メディアアーティスト，筑波大学助教 デジタル
ネイチャー研究室主宰，VRC理事．

筑波大学でメディア芸術を学び，東京大学で学
際情報学の博士号を取得 ( 学際情報学府初の早
期修了者)。２０１５年より筑波大学助教に着任。
映像を超えたマルチメディアの可能性に興味を

持ち、デジタルネイチャーと呼ぶビジョンに向けて研究に従事。
映像と物質の垣根を再構築する表現を計算機物理場 ( 計算機ホロ
グラム ) によって実現している。デジタルネイチャーというコン
ピュータと人の新たなる関係性を実証するため、実世界志向コン
ピュータグラフィクスやヒューマンコンピューテーション、アナ
ログとデジタルテクノロジーを混在させたメディアアート表現な
どを用いて表現活動を行っている。

情報処理推進機構よりスーパークリエータ /天才プログラマー認定
に認定。World Technology Award 2015、世界的なメディアアート
賞であるアルスエレクトロニカ賞受賞など、国内外で受賞歴多数。



　謹啓　時下ますますご清祥のこと
とお慶び申し上げます。
　平素は格別のお引き立てにあずか
り、厚く御礼申し上げます。
　さて、最近の国内経済は内外需と
もに力強さに欠き、景気は足踏みが
長期化している状況にあります。ま
た英国の EU 離脱による円高や株価
下落など、経済のグローバル化によ
る新たな下振れリスクも高まりつつ
あります。
　一方、富山県においては念願の北
陸新幹線が昨年開業し、首都圏とのアクセスが大幅に向
上するなど、県内ビジネスへの好影響が期待されており
ます。
　このような中、私達の暮らしの中のあらゆる場所に組
み込まれている IT の果たす役割はこれまで以上に重要性
を増しております。
　当協会ではこうした環境の変化を踏まえ、関係諸団体
のご支援をいただき、昨年に引き続き「とやま IT フェア 
2016」を開催することといたしました。
　今回は、富山の ICT 動向やそれらを利用した富山の活
性化という観点から講演・セミナーを実施し、当協会の
会員企業のみならず会員以外の IT 関連企業、地元大学研
究室等にも広く呼びかけを行い、新商品・新技術・サー
ビスの展示ご紹介を行います。
　また人材確保の観点から、会員企業若手社員と学生の
皆さんとの交流によるリクルートセッションも併せて開
催する予定です。
　ご多忙の折とは存じますが、万障繰り合わせのうえ、
ご来場賜りますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     謹白

ごあいさつ

企 業 セ ミ ナ ー企 業 セ ミ ナ ー

AI(人工知能)がもたらす社会・
ビジネスの未来

日本電気株式会社 

■講師　　吉村　貴博氏
ビッグデータ戦略本部エキスパート

203・20４号室　10︓30～12:00203・20４号室　10︓30～12:00

UNIVERSITY
OF TOYAMA

Toyama 
Prefectural 
University

学生の
ための リクルートセッション

会員企業若手社員が IT 業界での仕事内容や就職して感じた
ことなどについてご紹介します。
会員の皆さん向けにリクルート活動のノウハウもお伝えし
ますので日頃の疑問解決にご活用ください。

Recruit Session
15︓15～16︓30　特別会議室15︓15～16︓30　特別会議室

標的型攻撃体験ワークショップ
～パソコンはこうして乗っ取られる︕

身近に潜むサイバー攻撃～

富士通株式会社

■講師　　白石　哲也氏

株式会社 PFU　セキュリティビジネス統括部
セキュリティソリューション部　部長

ペーパーレスで実現するワークスタイル変革
～オフィスから紙が消えた日～

■講師　　木谷　貢氏
株式会社 PFU

203・20４号室　15︓15～16:45203・20４号室　15︓15～16:45

( 一社 )富山県情報

　　　　　産業協会

会長 平瀬　隆

出展企業・学校一覧

最新の IT 情報を入手し、就職戦線に活用︕︕最新の IT 情報を入手し、就職戦線に活用︕︕

株式会社アルゴ
クラウド型流通業向けソリューション「ＡＫＲＳ」は現場を熟知したノウハウを店舗に活
かせる基幹システム、ＢＩツール群です。業務改革、店舗競争力のアップに貢献します。
株式会社インテック     制御・プラットフォーム営業部
エリーパワー株式会社の「パワーイレ３」は、室内用可搬型蓄電システムです。
I oＴ時代にフレキシブルに対応できるクラウド管理機能を備えています。
株式会社インテック     先端技術研究所
スマートウォッチにより動きをリアルタイム認識する「モーション認識システム」を開発
しました。キーボードや音声認識が使えない状況でのハンズフリー操作を実現します。
AWS 株式会社

【IT 環境にお悩みございませんか】　企業の IT 環境をとりまく様々な課題を、導入事例を
元に分析し、改善案をご紹介致します。

株式会社高志インテック
スマートデバイス、ウェアラブルデバイスを利用したソリューションのご紹介や話題の「
ＡＲ」「ＶＲ」のデモンストレーションを行います。
株式会社ジオインフォシステム
誰でも配車スタッフになれる配送計画システム、スタッフが笑顔になれる接客業向けの勤
怠管理システムなどの情報の視覚化をコンセプトとしたソフトウェアを出展しています。
株式会社ソフト
設備機械保全の新たな形。カメラを使って障害発生時の動画を自動記録し原因分析・復旧
作業の短縮を支援するソリューションをご紹介いたします。
株式会社立山システム研究所
今年６月に発表した新製品、金融機関の書類を一括管理するイメージ管理システム「ＳＦ
Ｓ　Ｌｉｔｅ　ＰＬＵＳ」をご紹介いたします。
株式会社中電シーティーアイ
超高速開発ツール「イットｂｕｉｌｄｅｒ」・小売電気事業者向けデータ連係ソフトウェア

「PｏｗｅｒＷａｔｃｈＬＩＮＫ」等の当社ソリューションをご紹介します。
株式会社ディー・オー・エス
IT 資産管理ソフト SS1 を出展いたします。豊富な機能と高い操作性で IT 資産管理の効率
化と情報漏洩対策を実現します。運用コスト削減についてのご相談も承ります。
トッパン・フォームズ株式会社
ビジネスフォーム（帳票類）、データ・プリント・サービス、各種サプライ品、事後処理機
などの情報管理ソリューションをご紹介します。

株式会社日本オープンシステムズ
ハンディターミナルを使用した入出庫管理の開発事例、建設業向け業務支援タブレットア
プリシリーズ及び、昨今のネット脅威に対するセキュリティ診断技術を御紹介致します。

日本エレクトロニクスサービス株式会社
カメラ映像から不審者をいち早く検知し、犯罪を未然に防止する NES の次世代セキュリテ
ィシステム「DEFENDER-X」

日本ソフテック株式会社
Google Apps for Work   メール、予定表、ホームページ、ファイル共有、文書作成など、
シンプルに安全に使えるクラウド型グループウェアです。
株式会社パワー・アンド・IT
地震や水害などから大切な情報資産を守り、事業継続に役立つ高信頼性データセンターを
ご紹介します。
北銀ソフトウエア株式会社
顧客管理において営業現場からのデータ入力を可能とし、常にタイムリーな営業情報を提
供するソリューションをご紹介します。
北電情報システムサービス株式会社
セキュリティ関連商材のご紹介

（監視サービス、ファイル転送、IT 資産管理、標的型攻撃メール対策）
北陸コンピュータ・サービス株式会社
ＩｏＴとクラウドサービスの連携、２４時間３６５日不正な攻撃からお客様の環境を守る
セキュリティサービスなど、データセンターを活用したサービスをご紹介します。

株式会社 MINAMI
圏外地域でもスマートフォンと無線モジュールによりコミュニケーションが可能なアプリ
と、赤外線センサーを搭載したドローンのデモンストレーションを行います。

株式会社ユーコム
食品製造業向け統合管理システム「豪商」　食品製造業ならではの原価・在庫管理はもちろ
ん、トレーサビリティなど業界特有の機能を搭載しています。
株式会社　立業社
広い色域を表現する両面プリンターによる、高精細オンデマンドサービスの紹介。既存サ
ービスとの相乗効果で新しい付加価値を提示します。
富山県高度情報通信ネットワーク社会推進協議会
富山県内で継続している産学官連携プロジェクトの紹介と当協議会が主催している WRO

（ワールドロボットオリンピアード）での県内の小中高校生の取組を紹介いたします。
富山大学  工学部システム工学研究室
ソフトウェアからハードウェア性能を極限まで引き出すことを目指し、デジタル断層撮影
技術に NHA を応用し、従来観察出来なかった微細な変化を可視化する技術を開発した。
富山県立大学　工学部　情報システム工学科
富山県立大学・情報システム工学科の唐山研究室において研究されているヒューマンイン
タフェースについて実演もまじえてご紹介します。
富山高等専門学校
GNSS の位置情報を活用する洪水ハザードマップ登録支援システムについての展示やポス
ター発表を行います。
北陸職業能力開発大学校
観光用モビリティに搭載して使用することを前提に、名所案内など観光をサポートするナ
ビアプリについて展示します。

北陸通信ネットワーク株式会社
スマホ、タブレット端末、クラウドを活用したソリューションをご提案いたします。

株式会社オレンジ
ＩＣカードを利用したソフトウェア。簡単にＰＣのデータを消去するソフトウェア。従来
の開発言語を３０分の１以下で時間とコストを大幅に短縮したＢＲＭＳをご紹介します。


