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2 0 2 1 年 1 月 7 日 

 

株式会社 岩手銀行 

 

『第 2回 いわて ECセミナー～なぜ今 ECが必要なのか、地域の導入事業者に聞く～』 

オンラインセミナーの開催について 

 

株式会社岩手銀行（頭取 田口幸雄）は、ニューノーマル時代における県内事業者さまのデジタル化

を後押しするため、非対面営業のカギとなる ECサイトの開設ならびに活用事例を紹介するオンライン

セミナー『第 2回 いわて ECセミナー～なぜ今 ECが必要なのか、地域の導入事業者に聞く～』を開催

しますので、お知らせいたします。 

本セミナーは、行政や大学、商工団体と共同開催とし、ECサイトを導入している県内事業者を迎えて

パネルディスカッションを開催します。 

なお、参加会場はオンラインセミナーによる視聴のほか、エスポワールいわて内に視聴会場を設けて

おりますので、いずれかをお選びくださいますよう、ご案内申し上げます。なお、エスポワールいわて

会場は定員 20名様とさせていただきます。 

 

記 

 

１．開催概要 

 （１）日 時  

2021年 1月 26日（火） 15：30～17：30 

（２）主 催 

    株式会社岩手銀行、盛岡広域振興局、盛岡市 

 （３）後 援 

    盛岡商工会議所、岩手大学、岩手県立大学、東北Ｄ２Ｃアワード実行委員会 

manordaいわて株式会社、東経連ビジネスセンター 

（４）開催方法 

    ① オンライン会議システム「Zoom」を利用して開催 

    ② エスポワールいわてにて開催（※） 
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     ※ 新型コロナウイルス感染症拡大によりオンラインセミナーに変更することがあります。 

 （５）参 加 費 

    無 料 

 （６）プログラム 

    第 1部 

「コロナ禍の経済情勢、ECサイトの必要性とサイト毎の特徴」 

    講 師 マイティー千葉重 代表取締役 千葉 大貴氏 

    第２部 パネルディスカッション 

「なぜ今 ECが必要なのか、導入事業者から学ぶ」 

・モデレーター   

有限会社マイティー千葉重 代表取締役  千葉 大貴氏 

・パネリスト 

     有限会社菅原靴店  代表取締役社長 菅原 誠氏 

     タヤマスタジオ株式会社 代表取締役 田山 貴絋氏 

SEVEN FOREST PROJECT  マネージャー 徳田真理子氏 

２．申込方法 

 （１）メールでの申込み 

    メールアドレスに下記の内容を入力し、送信する。 

    ① 送 付 先 Email：ibk-cs＠iwatebank.co.jp 

    ② 入力内容 参加日程、参加会場、会社名、業種、氏名 

連絡先（電話番号、メールアドレス） 

 （２）FAXでの申込み 

    【別紙】チラシ兼申込書を下記に記載の FAX番号まで送付する。 

    送付先 FAX：019-622-1266 

 

３．留意事項 

  オンライン会議システム「ZOOM」を利用したオンラインセミナーに参加するにあたって、パソコン

やスマートフォン等の情報機器および通信環境が必要となりますので、ご準備をお願いいたします。  

また、通信費はご参加者さまの負担になるほか、利用方法やアクセスの不具合に関してサポート 

出来かねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 



総合企画部 広報ＣＳＲ室／〒020-8688 岩手県盛岡市中央通１－２－３ TEL.019-623-1111(代表) 

 

 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

法人戦略部 コンサル営業推進チーム 松井 

  公務地方創生室   小澤 

電話：019-623-1111 

 

 



受講対象

第2部 16：30～17：30 パネルディスカッション

第１部 15：30～16：30 セミナー

主催・共催：盛岡広域振興局 盛岡市 株式会社岩手銀行
後援：盛岡商工会議所 岩手大学 岩手県立大学 manordaいわて株式会社 東北D2Cアワード実行委員会

東経連ビジネスセンター

テーマ：コロナ禍の経済情勢・ECの重要性とサイト毎の特徴
・EC導入を考えている人
・ECを売上向上に活用し
たい人

・他社のEC活用事例に興
味がある人

※セミナーでは製造業・農業・小
売業を中心に取上げます。

日時

2021年１月26日(火)

15：30～17：30

参加料

無料

会場（定員）

・オンライン（Zoom）

先着100名

・エスポワールいわて

先着 20名

※視聴のみの中継会場です。

※申込方法は裏面をご参照ください。

※本セミナーはビデオ会議システム「Zoom」によるオンラインセミナーです。参加するにあたってパソコンやスマートフォン等の情報機器及び通信環境が必要と
なります。また、通信費はご参加者さまの負担になるほか、利用方法やアクセスの不具合に関してサポートできかねる場合がございますので予めご了承ください。

オンラインセミナー

テーマ：なぜ今ECが必要なのか、地域の導入事業者に聞く

○有限会社菅原靴店 代表取締役社長

［モデレーター］ 千葉 大貴 さま

○タヤマスタジオ株式会社 代表取締役

徳田 真理子 さま

○SEVEN FOREST PROJECT マネージャー／米・野菜種子農家

10年以上の休耕畑や休耕田を再利用しながら再生をテーマに
『人、もの、土地』のあり方を考えるSeven Forest Projectを企画。
2016年から おとなと子どもの森のがっこうを開催。農業から
始まる森や畑を活用したユニバーサルな世代間交流を
めざしています。

［講師］千葉 大貴 さま

盛岡市大通に店を構え、1950年の設立から「質と履き心地」
にこだわり、「良い革靴」を販売・提供しています。
イタリアの靴職人やデザイナーたちから直接話を聞くことで

「その靴の持つ本当の良さをお客様に伝えたい！」「私たちが
心から好きなイタリア靴たちをみなさんにも楽しんで履いて
いただきたい」と常に思っています。

田山 貴紘 さま
2013年にタヤマスタジオを設立。国内外への南部鉄瓶の

販売、南部鉄瓶のアップデートに取り組む。
2017年には丁寧を育む鉄瓶ブランド「kanakeno」をリリース。

同ブランドでは市民と学ぶ講座「てつびんの学校」、新しい鉄瓶
ショールーム「お茶とてつびん engawa」、持続可能な若手職
人育成の仕組み「あかいりんごプロジェクト」などを実施。

〇東経連ビジネスセンター マーケティング支援ディレクター
〇有限会社マイティー千葉重

／株式会社アキウツーリズムファクトリー 代表取締役

インターネットビジネス創成期より全国で中小企業のEC
サイトを活用した販路開拓、PR支援に取り組み、数々の賞を
受賞する。近年は東北を中心に水産業、農業の経営支援、
食ブランド開発、観光地域づくりに取り組んでいる。

2015年 Food Action Nippon Award2015商品部門優秀賞
2016年 日本災害食大賞 復興支援特別賞
2017年 内閣府 地方創生「組織作りプロデューサー」就任
2018年 古民家レストラン/オフィス「アキウ舎」を開設

［パネリスト］

菅原 誠 さま



【募集要項】

開催日時 2021年1月26日（火） 15：30～17：30

募集定員

オンライン：100名 エスポワールいわて：20名
※1 各会場、日程毎に上限に達した時点で締め切りとさせていただきます。
※2 エスポワールいわて会場は中継会場でセミナーの講師等は会場におりませ

んのでご了承願います。

参加方法

参加費：無料
※お申込いただいた方にオンラインセミナー参加用URLをお知らせします。
・Zoomアプリをダウンロードする必要があります。
・Zoomの使い方及び不具合に関してサポートができない場合がございます。
・通信費は参加者の負担になります。

お申込先 岩手銀行 法人戦略部 コンサル営業推進チーム

申込方法

メール ibk-cs@iwatebank.co.jp
下記申込書の項目を
ご入力の上送信ください。

FAX ０１９－６２２－１２６６
下記申込書にご記入の上
送信ください。

お問合せ ＴＥＬ：080-8601-7579 岩手銀行法人戦略部（担当：松井・小澤）

【申込書】

申込締切 2021年1月22日（金）必着

参加会場
□ オンラインセミナー □ エスポワールいわて

※どちらか一方の会場名を申込メールへ記載、または申込書をチェックしてください。

会社名 業種

参加者 氏名 役職

連絡先
電話番号 電子メール

＠

事前質問
※第1部セミナーまたは第2部パネリストへの質問をご記入ください。

【個人情報の利用について】ご記入いただきました個人情報は、本セミナーの円滑な運営および各種情報提供の
目的のためにのみ利用します。ご記入内容に不備がある場合は、内容確認のお電話をさせていただくことが
あります。お申込みいただいた方の個人情報の開示、削除のお申し出等、お問い合わせにつきましては上記の
「お問合せ」までお願いします。お申込者が反社会的勢力と判明した場合にはご参加をお断りさせていただきます。


