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支 社

札幌、仙台、⻘森、福島、⽩河、新潟、中越、群⾺、⻑野、茨城、東京（丸の内）、東京（⾼⽥⾺場）、千葉、埼⽟、
横浜、厚⽊、宇都宮、浜松、静岡、⼭梨、名古屋、岐⾩、豊⽥、三島、津、東濃、豊橋、富⼭、⾦沢、福井、敦賀、⼩浜、
京都、福知⼭、⼤津、⻑浜、奈良、神⼾、⼤阪、茨⽊、和歌⼭、⽥辺、広島、徳島、⾼松、福岡、⿅児島、バンコク

東京(丸の内)、関⻄(⼤阪)、中部(名古屋)、北陸（福井)、東北（仙台）、北関東（さいたま）

三谷コンピュータ（株）、ミテネインターネット（株）、日本ビソー（株）、福井ケーブルテレビ（株）、（株）福井
エネルギー、鶴⾒⽯油（株）、ネッツトヨタ福井（株）、クリーンガス福井（株）、スプリングライフ⾦沢（株）など
国内海外約100社

支店・営業所

関連会社

会 社 概 要
社 名︓三谷商事株式会社
創 業︓1914年3月
設 ⽴︓1946年3月20日
代 表 者︓取締役社⻑ 三谷 聡
資 本 ⾦︓50億869万円
株 式︓東京証券取引所および

⼤阪証券取引所株式上場 (市場2部)

福井本社︓福井県福井市豊島1丁目3番1号
東京本社︓東京都千代⽥区丸の内1-6-5 丸の内北⼝ビル2F

売 上 ⾼ ︓連結売上⾼ 4,178億 2,700万円（2019年3月末日現在）
従業員数︓655名 連結 3,316名（2019年3月末日現在）



情報システム関連事業
各種コンピュータシステム・ネットワーク・ソフトウエアの設計・開
発・運用・サポートを含めたトータルソリューションを中心としたシ
ステムインテグレーション（SI）事業及びそれに伴うコンピュータ機
器の販売。画像処理システムの開発・販売。各種パッケージアプリケ
ーション開発。インターネット事業。電子デバイス。
※ISO9001、27001 (ISMS)認証取得

エネルギー・生活関連事業
揮発油、⼯業用・⺠⽣用灯油、軽油、重油など
各種⽯油類、合成樹脂、化成品など⽯油化学製品、LPG、⽯炭、
熱供給システムの販売。

建設関連事業
セメント、⽣コンクリート、コンクリートパイル、外壁材、アルミ
サッシ、コンクリート２次製品、環境製品などの各種建設資材の販
売・施⼯管理。

多角展開関連事業
風⼒発電事業、産業用機械、⼯業用機械、店舗設備、リース、
レストラン経営、シニアライフ事業など

三谷商事グループ
事業ドメイン

BUSINESS DOMAIN



三谷商事グループ
事業ドメイン

BUSINESS DOMAIN

情報システム関連事業

各種コンピュータシステム・ネットワーク・ソフトウエアの設計・開
発・運用・サポートを含めたトータルソリューションを中心としたシ
ステムインテグレーション（SI）事業及びそれに伴うコンピュータ機
器の販売。画像処理システムの開発・販売。各種パッケージアプリケ
ーション開発。インターネット事業。電子デバイス。
※ISO9001、27001 (ISMS)認証取得

エネルギー・生活関連事業
揮発油、⼯業用・⺠⽣用灯油、軽油、重油など各種⽯油類、
合成樹脂、化成品など⽯油化学製品、LPG、⽯炭、熱供給システム
の販売。

建設関連事業
セメント、⽣コンクリート、コンクリートパイル、外壁材、アルミ
サッシ、コンクリート２次製品、環境製品などの各種建設資材の販
売・施⼯管理。

多角展開関連事業 風⼒発電事業、産業用機械、⼯業用機械、店舗設備、リース、
レストラン経営、シニアライフ事業など



情報部門組織図
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福岡営業所

京都営業所
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iビジネス推進部各課

corporate

・コンピュータ
・周辺機器
・ソフトウェア
・関連したIT役務サービス
・情報家電

コーポレート課

B to B
retail

・デジタル家電
・⽣活家電
・美容家電
・日用品
・情報機器各種

リテール課

B to C
ICT business

・企業向け⼤規模回線
・SINET関連サービス
・クラウドサービス
・PCレンタルサービス
・その他ICT新規事業

ICTビジネス課

B to B
merchandising

・在庫商材運用管理
・メディアコンテンツ
・メルマガ
・リベート管理

MD課

購買＆販売促進



家電の調達にも迅速に対応可能です。
その他の製品

Microsoft Office、CAD製品、各種ビジネス
アプリケーションを幅広くお取り扱いしております。

ソフトウェア・アプリケーション

XEROX、EPSON、CANONのプリンタ、複合機から
各メーカーの周辺機器までお取り扱いしております。

周辺機器

HPE、DELL社製品を中心としたオンプレミスサーバ製品やネ
ットワーク関連製品をお客様の環境に応じご用意可能です。

サーバ機器・ネットワーク関連製品

デスクトップ・ノートパソコン・タブレット端末など
OSやメーカーを問わずお取り扱いしております。

パソコン・タブレット端末

主要お取り扱い商材



主要取扱いメーカー 三谷商事は、法人のお客様を対象にコンピュータ本体やソフトウェア、周辺機器などを
販売する「ITサービス事業」を中核にビジネスを展開しています。豊富な販売実績と商
品知識でお客様のニーズに合ったIT関連商品を選定しご提案致します。

WinROOF（画像解析ソフトウェア）

e2-movE（建設業・⼯事業・⼯事原価管理システム）

CampusUA（教育機関向け統合アカウント管理システム）

LEDUAL II（⼯事不要 直管形LEDランプ）

自社製品のご案内

※ この他、上記にないメーカー製品もジャンルを問わずお取り扱い可能です。営業担当までご相談ください。

ディスプレイ

プリンタ・スキャナ
プロジェクター

UPS

ソフトウェア

周辺機器

当社ではコンシューマ向けECサイトを展開しております。一般家電メーカーの商品もお気軽にご相談ください。

周辺機器・ソフトウェア・その他

パソコン・ネットワーク・サーバー・ストレージ



働き方改革のすすめ

ネット環境を探す必要なし
SIM対応でどこでもネット接続

モーターを使わないから低電⼒で
振動に強い⾼速駆動のSSD

電源・外部ディスプレイ・周辺機器も
ケーブル1本だけの簡単接続

FHD ２K解像度が選べる、
広々デスクトップで作業効率向上

最新モバイルPC は ココがすごい︕

テレワークで⼼配な情報漏洩対策は最新PCで

情報漏洩防⽌に生体認証セキュリティー

Windows Helloは、指紋認証、顔認証、虹彩
認証による⽣体認証サインイン機能で、パス
ワード⼊⼒による認証⽅法にはないセキュリ
ティの⾼さが特徴です。

※旧世代PCは Windows Hello に非対応の場合があります。

Windows Hello を利用するには Windows10
OS搭載はもちろんのこと、専用の対応カメラ
や指紋リーダーが必要になります。

テレワーク、育児休暇、在宅勤務、フリーアドレス、
フリーオフィス、リモートワーク など……

いま企業で求められているもの

「時間と場所を問わない働き方」

「テレワーク」や「在宅勤務」に最適な最新モバイルPC

三谷商事で一括対応できます。ぜひご相談ください。

パソコンだけでなくソフトウェアや周辺機器など必要なものも

最新モバイルPC ソフトウェア 周辺機器

そのためには が必要です。
・しっかりとしたセキュリティー対策
・場所を選ばないネット接続環境
・ストレスのない⾼速動作と堅牢性

CF-SV8 Dragonfly/CTX280
Elite Dragonfly



安全に仕事をしたい
ネット社会の各種脅威から守るためには・・・

ネットワークは常に脅威と隣り合わせです。完璧なセキュリティ
製品/サービスはありませんが、各セクションで対策をすれば相
当な効果が期待できます。早めの対策をおすすめします。

必要なもの一つからでもお気軽にお問い合わせください。

回線終端（ONU）

スイッチ

サーバー パソコン パソコン コピー機（複合機）

インターネット クラウド

タブレット/スマホハ ブ アクセスポイント

想定される脅威

社外での
第三者目線対策

・光興業 プライバシーフィルター

外部からの
不正アクセス対策

・UTM サクサ SS5000
・飛天ジャパン Secure Core

内部からの
情報漏えい対策 ・MDM MobiControl

メール・WEBからの
ウイルス感染対策

・UTM サクサ SS5000
・ESET Endpoint Protection

紛失・盗難対策
・MDM MobiControl（遠隔ワイプ）
・サンワサプライ セキュリティワイヤー
・Dynabook SmartDE（HDD/SSD暗号化）

対策ソリューション

内部からの
ウイルス感染対策

・ゲートウェイコンピュータ
標的型メール攻撃訓練 gINC



災害大国のBCP対策

BCP計画と対策 ご相談ください。

備えあれば憂い無し、
大切なデータの保全策。

災害大国日本。2019年に起きた大型台風によ
る千葉や北海道の大規模停電は記憶に新しいこ
とでしょう。もちろん停電の原因はこれだけで
はありません。落雷や強風など⾃然災害を起因

とする停電は突然やってきます。突発
的な停電への備えをもう一度⾒直しま
せんか︖

UPS/サーバとの接続イメージよくわからん・・・

【ことば】BCP対策とは︖
BCP対策とは災害発⽣時などの緊急事態が起きた時に事業を速や
かに再開、継続、または早期復旧させるための⽅法をまとめた計
画指針のことを言います。災害などの緊急事態が起きる前に計画
することによって迅速な対応が可能になります。

サーバー

Linux Server

サーバー

Windows Serverスイッチ / ハ ブ U P S

ネットワーク
電 源 接 続

UPSによるサーバー保全
システム構成例

U P Sパソコン U P Sパソコン U P Sパソコン

// //

集約サーバー
（Windowsのみ）

小規模オフィス
向けUPS管理
システム構成例

Windowsコンソール

集約サーバーのインターフェースとして
各システムの設定・監視・管理を実施

規模に合わせたBCP対策の設計と構成

UPS単体運⽤より安全な電源管理を提供する
PowerChute がおすすめ︕

停電や落雷など緊急時にシステム管理者が不在でも
UPSとPowerChute を同時に利用することで⾃動的
にサーバーやネットワーク機器を正しい手順でシャ
ットダウンが可能です。



これからのサイネージ
多拠点サイネージを一括管理で管理リソース削減
デジタルサイネージに興味はあるけれどが何をすればいいのか
わからない、人的リソースに限界を感じていて複数店舗のサイ
ネージを一括管理したい、各店舗独⾃の配信をしたい……。
そんなサイネージのお悩みありませんか︖

サイネージに強い専門スタッフが課題に対応します

個別カスタマイズ例

サーバーPC（センター）

コントローラ サイネージ端末

拠
点
Ａ

コントローラ サイネージ端末

拠
点
Ｂ

コントローラ サイネージ端末

拠
点
Ｃ

コントローラ

PC（センター） 拠点 A
サイネージ端末

拠点 B
サイネージ端末

ネット / LAN

安価な費⽤で導入しやすい
多拠点サイネージの新旧比較

多拠点サイネージなら全ての端末を⼀括で処理
可能です。印刷や配送などのタイムラグが無い
ためビジネスチャンスを逃しません。

従来のポスターや紙媒体での案内掲
示は印刷、配送、貼り替えなど多く
のコストがかかりました。

デジタル化による運⽤コスト削減

一括管理で人的リソースの削減

時間を合わせたタイムリーな配信

✓
✓
✓

デジタルサイネージ
導入のメリット

デジタルサイネージ導入フロー

サイネージ表⽰⽤原稿にお困りではありませんか︖

https://www.1134ic.co.jp/

企業のクリエイティブパートナー

株式会社 文化放送 iCraft

調査・ヒヤリング 運用・保守機器選定 導⼊設置

店舗・オフィス・建設現場・⼯場・交通機関・商業施設など様々な
利用シーンの豊富な導⼊実績でお客様に最適なシステムやコンテン
ツをワンストップ対応します。



WEBメディアの活⽤
24時間365日稼働の営業プラットフォーム

メーカーサイトで仕様や特徴の閲覧は可能ですが、その製品や
サービスがどのように活用されているか「現場の声や使用感」
を知ることはできません。私達は製品やサービスを検討してい
る顧客に対しこの「⽣の声」を製品情報とともに発信すること
が重要と考えています。

⾃社製品やサービスが周知されない、製品⼒はあるが周知させる
プラットフォームが無い、相互リンクにて他社と協業したい、新
ジャンルの顧客を開拓したい……。 と思ってもWEBに関する
専門知識がないとハードルは⾼いものです。

周知はSEO対策されたプラットフォームから

https://mitani.work/

約50,000PV/月のビジネスWEBメディア
製品紹介 / 導入事例情報 / レビュー記事

・SEO対策された製品情報掲載
・ユーザー視点のレビュー情報
・内容や構成など⾃由で柔軟な掲載対応
・アフィリエイト広告の⼊らない記事構成

WEBメディアへ掲載の ここがイイ︕

集客・周知にWEBメディア掲載をご検討ください。

公開3ヶ月で新規問い合わせ増加 販売数 掲載前比 5倍増 を達成

【掲載事例】製品掲載でPV数上昇からの問い合わせ増加、新規獲得まで

製品情報はユーザーの目線、製品の活用⽅法は導⼊事例を交え解説

【掲載事例】購入事例をベースにユーザー目線で製品を解説。

【掲載事例】強⼒な集客と訴求⼒を持つコラムの “ワンワード検索”

Elite Dragonfly

キーワード︓ “ dragonfly ” 検索結果︓1ページ目表示 / 約 81,700,000 件中

製品を販売するためには「その製品の特
徴を知らなければならない。」ここに重
点をおいたページの作成で定期的なお問
い合わせ獲得に成功しています。瞬間的
な爆発⼒より継続的な販売に向いた施策
となります。

需要を⾒据えた施策ではユーザー周知に
よる問い合わせを爆発的に増加させるこ
とが重要になります。掲載前との比較で
はPV数が5倍に。比例して問い合わせ件
数も上昇しています。

製品周知新規顧客獲得 継続的なCV



三谷商事株式会社情報システム事業部ｉビジネス推進部

本誌掲載外でも各種取扱い製品がございます。
個別のお問い合わせや案件のご相談は営業担当までご連絡ください。

TEL03-5949-6211 FAX03-5949-6210
171-0033 東京都豊島区⾼田３丁目28-2 FORECAST⾼田馬場1F


