
お問い合せ事務局

佐賀県商工会議所連合会
TEL.0952-24-5158
FAX.0952-26-2914

佐賀県商工会連合会
TEL.0952-26-6101
FAX.0952-24-0929

佐賀県中小企業団体中央会
TEL.0952-23-4598
FAX.0952-29-6580

2021.11.17[Wed]

https://www.saga-smart.jp/event/2021/20210924.html
10:00 17:00

（いずれかの方法でお申し込み下さい）

①佐賀県産業スマート化センターWebサイトからお申し込み
佐賀県産業スマート化センター 検　索

②参加申込書をFAXで送る（FAX：0952-26-2914）

お申込み方法

佐賀県産業スマート化センター
お申込みページ

Webサイト
お申し込みはコチラから

Webでのお申込が困難な方はFAXにて下の申込書をお送り下さい。

参 加 申 込 書

事業所名

住所

電話

参加者

参加者氏名 メールアドレス

参加者氏名 メールアドレス

参加者氏名 メールアドレス

参加者氏名 メールアドレス

参加者氏名 メールアドレス

参加者氏名 メールアドレス

6名以上でのお申込みは、
当ページをコピーして
ご利用下さい。

（　 　  　　　）　　　　    ー

業種

※ご記入いただいた情報は事務局からの各種連絡のために使用するか、参加者の実態調査において利用することがあります。

製造〒

所属団体

※該当する団体に○をつけてください

※該当する業種に　  をつけてください

商工会議所
商工会
その他

このパンフレットに掲載している出展企業の中で
興味のあるカテゴリに　をつけてください

DX推進

感染リスク対策 勤怠管理 情報セキュリティ テレワーク その他

クラウドサービス AI IoT 災害リスク対策 導入支援

サービス その他（　　　　　　業）

建設 卸 飲食 小売

佐賀県商工会議所連合会 佐賀県商工会連合会 佐賀県中小企業団体中央会

共催：佐賀市

後援：佐賀県、佐賀新聞社、サガテレビ、エフエム佐賀、NBC ラジオ佐賀、佐賀県高度情報化推進協議会、（公財）佐賀県産業振興機構
（一社）佐賀県観光連盟、佐賀県市長会、佐賀県町村会、佐賀県キャッシュレス化推進協議会、国立大学法人佐賀大学

協力：佐賀商工会議所 情報通信部会

主催
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県内企業の皆様の経営課題を解決できる I Tツールや商材・サービスが一堂に会する、県

内最大規模の I Tイベントです。生産向上に資する I T商材・サービスはもちろん、災害や感

染症等へのリスク対策や事業継続、情報セキュリティツール等に直接触れて、ご商談いた

だけます。ぜひご参加ください！

ここでは、あらかじめ来場エントリー受付後に配布
する専用URLへアクセスし、入室するだけで参加
できます。

会場内のどこで何を行っているかを表示するページです。ここ
を起点に足を運ぶフロアを選択して進んでいただきます。どの
フロアに入室しても画面上のフロアガイド表示を見て自由に
フロアを移動することができます。

プロフィール設定してください。企業名、氏名等を設
定します。サムネイル表示（顔写真や自社ロゴ）も貼
り付け可能です。

SAGA IT FAIR とは

2021 SAGA IT FAIR System Information

ログイン

フロアガイド

メインとなる出展企業のブースが並ぶフロアで
す。企業のブースに入室すれば随時、企業担
当者のプレゼンをZoom等とほぼ同等の仕組
みで聞いたり発言したりすることができます。

出展ブース
出展企業による展示のみのフロアです。ここで
は、動画のリピート配信や商材・サービスに係る
資料を常時閲覧が可能となりますが、出展企
業の担当者はこのフロアには在席しません。

展示ブース

商談・個別相談ブース セミナー会場

基 調 講 演

株式会社佐賀玉屋
営業企画部 部長

米倉 博一氏

DXで変わる佐賀玉屋

10:30～11:15

～地方百貨店の挑戦～

1

プロフィール設定2

PC設定3
PC環境設定です。カメラやマイク、音量等の設定を
確認後に入室していただきます。

出展企業との商談フロアです。ここでは、商談
を希望する来場者と出展企業担当者がトーク
を行う部屋を準備しています。

はじめに

参加する

同時開催のセミナー会場です。このフロアで
は、開催時間ごとに実施するセミナーを視聴
することが可能です。

名刺交換アプリの活用

リアルでの名刺交換が不可能であることから、
(株)佐賀電算センターが提供するDXソリュー
ションのひとつである名刺交換アプリ「My 

Connect」を出展企業・来場者にダウンロード
を推奨し、当フェアを通じて更なるビジネス
マッチングを目指し活用します。
Event Inのプロフィール設定時に共有コード
12ケタを入力することで、フェア当日にオンラ
インで名刺交換ができるようになります。

システムインフォメーション

※画像は全てイメージです。

講師

11:15～12:00

13:00～14:00

14:00～15:00

株式会社野村総合研究所

百武 敬洋氏

再考・DX／第4次産業革命
～今、地方中堅企業に求められる視点～

講師

有限会社インテリジェントパーク 
代表取締役

荒添 美穂氏

コロナ禍での発想をビジネス展開へ繋げる！
中小企業におけるエコシステムの今後の展望

～協力協業・資源集約で、中小企業が楽に変身する“エコシステム”とは～ 講師

日本マイクロソフト株式会社

宮崎 翔太氏

デジタルトランスフォーメーション最前線
～誰一人取り残さないDXに必要なもの～

講師

1

2

3

4



参加ベンダー企業一覧

IT導入補助金等登録ベンダー補助金
IT導入補助金等に登録済みのベンダー企業です。

商材名

DX推進

アステリア株式会社

ASTERIA Warp 商材名

アステリア株式会社は1998年に設立した国内
パッケージ開発ベンダーです。弊社製品では、“つ
なぐ”を意識したパッケージを開発し、ノーコードでで
きるアプリケーションを提供しております。

DX推進

佐賀県産業スマート化センター

DXリサーチ、マッチング商材名

県内企業へのDX推進、マッチング、イベント・セミ
ナー企画

DX推進

株式会社LayerX

LayerX インボイス商材名

LayerX インボイスは、請求書の受け取りから経理
の会計処理・支払処理をまとめて自動化するクラウ
ド型経理DX支援システムです。

DX推進

NTTビジネスソリューションズ株式会社

リモート作業支援（V-CUBEコラボレーション）商材名

スマートファクトリー実現に向けたDX推進として、現
場特化の遠隔作業支援システムをご紹介いたしま
す。

クラウドサービス

株式会社ＡＩＴ物産

GreatSign（グレートサイン）商材名

ＡＩＴ物産はベンチャー企業様の営業をしており、九
州内でも馴染みが無い最先端商品を取り扱ってお
ります。

クラウドサービス

サンビット株式会社

Salesforce商材名

地域密着型のスタイルで佐賀の中小企業のDX、
課題解決をサポートします。

クラウドサービス

Empowered JAPAN 実行委員会

Microsoft Power Platform商材名

各種クラウドツール（コラボレーションツール
Teams、ローコード・ノーコード開発ツールPower 
Platform）をご紹介します

クラウドサービス

株式会社ワクフリ

ワクデミー商材名

ワクデミーではクラウドサービスを利活用し、企業の
業務改善を達成に導ける人材の創出・育成を行い
ます。

DX推進

株式会社佐賀電算センター

AI-OCR「DX Suite」商材名

私たちは「ICTで社会に貢献する」を企業理念に伝
統に創造を加えるイノベーションカンパニーとして
豊かな未来のために挑戦し続けます。

DX推進

株式会社システック井上

DX支援商材名

企業が抱えている課題は何か？、あるべき姿（目的）
を考え、DX実現・変革に向けた支援を行います。

DX推進

GROWIT株式会社

RPAツール「BizRobo!シリーズ」商材名

デジタルで想像を超える“商い”へ
中小企業様や個人事業主様のDX推進を支援す
ることを目的に、充実したITサービスの提供を目指
します。

DX推進

株式会社ウェッブアイ 長崎オフィス

工程's
企業内の工程管理、プロジェクト管理に関する製
品のご提案、運用のご支援等をワンストップで行っ
ています。

補助金 補助金

補助金

DX推進

感染リスク対策 勤怠管理 情報セキュリティ テレワーク その他

クラウドサービス AI IoT 災害リスク対策 導入支援

出展フロア



有限会社トコシエ

コラボプラザ商材名

"非接触型ビジネス転換【玉手箱】
【１】ホームページ作成・運用
【２】資格試験のＷｅｂ化
【３】月極駐車場の空きをＱＲコード検索

クラウドサービス

凸版印刷株式会社 九州事業部

NAVINECTクラウド商材名

凸版印刷が開発・実装・運用してきたデジタル化の
ノウハウを汎用化した「クラウド型製造DXサービ
ス」です。

クラウドサービス

シーシーエス株式会社

AIスターターキット商材名

目視検査の負担改善や効率化、AIを活用した外観
検査自動化まで、お困りごとの解決策をご提案いた
します。

AI

福博印刷株式会社

AI×DM商材名

AI需要予測による見込客ターゲティングや、画像認
識による検品業務効率化により、貴社のDX化を支
援します。

AI

リコージャパン株式会社 佐賀支社

おりこうブログAI商材名

ホームページソリューションで中小企業が抱えてい
る課題について、少しでも解決のお手伝いをいたし
ます。

AI

株式会社オプティム

OPTiM Geo Scan商材名

LiDARセンサー付きiPhoneで測量対象物をス
キャンして高精度3次元データを取得できる
「OPTiM Geo Scan」を提供しています。

IoT

株式会社イーバイピー

非接触体温測定静脈認証システム
Paonsafe

商材名

お客様が安心して利用できるシステムとサービスを
提供すること。それが、私たちの存在意義です。

災害リスク対策

株式会社ユニティクス 佐賀事務所

設備監視システム商材名

中小の工場を対象としたIoTや自動化技術を提供
し、お客様の問題を解決していく地元に特化した企
業です。

IoT

株式会社佐賀IDC

データセンターサービス商材名

今こそBCPにアクションを！堅牢なファシリティとセキュ
アな環境で安心安全のデータ管理を提案します。

災害リスク対策

株式会社宮園電工

デジタルソリューション導入支援商材名

地域密着型の当社だから出来る、あらゆる提案と
支援、導入後のサポートで課題解決やDXに貢献
いたします。

導入支援

株式会社ワクフリ

kintone導入支援商材名

ワクフリのkintone導入サポートは業務全体を仕
組み化が可能か整理を行い、その中でどこを
kintoneに置き換えたら良いか考え、取り組むこと
で導入の効果を最大限に発揮いたします。

導入支援

株式会社From1to1

来場者管理システム「イーべ！」商材名

来場者管理システム「イーべ！」 クラウド型セミナー・
イベント管理。QRコード非接触受付で感染症対策
に。クレジット決済連携可能。イベント開催時の受
付支援丸投げOK！

感染リスク対策

クロノス株式会社

クロノスPerformance商材名

通常勤務や時差出勤、テレワークといった様々な
スタイルに対応した勤怠管理についてご紹介いた
します。

勤怠管理

株式会社アイセル

AppGuard（アップガード）商材名

BtoB業務支援システム 開発を得意とし、セキュリ
ティ 製品 も提供する ソフトウエアベンダーです。

情報セキュリティ

株式会社ソアー

ソアーおまかせテレワーク商材名

オフィス周りのお困り事はソアーにお任せください。
次世代型オールインワンボードMAXHUBをご紹介！

テレワーク

株式会社アイティーインペル

見守りあんしんくん＋eye商材名

「期待値以上の顧客満足度」をモットーに、お客様
の問題を解決する事が一番の強みです。

その他

株式会社とっぺん

MRコンテンツ制作商材名

MRやVRなど、最先端技術を駆使し、新たな付加
価値を付けたコンテンツ制作を行います。

その他

株式会社ブイキューブ

テレキューブ商材名

オフィスのWeb環境をより快適にします！

その他

補助金 補助金

補助金 補助金 補助金

補助金

補助金

補助金


