


出展事業者一覧

1.ミツイワ株式会社

2.株式会社サガプリンティング

3.う吉の器

4.クロカミスクリーン印刷株式会社

5.株式会社オフィス・タカハシ

6.株式会社北島青果

7.有限会社松浦漬本舗

8.合同会社土壌診断用バイオセンター研究会

9.日本建設技術株式会社

10.ルアー＆フライエリア・フィッシングパーク平之

11.九州経済産業局

12.フレル株式会社

13.株式会社ルミナス佐賀

14.株式会社まるきん

15.株式会社AIT物産

16.木になる絵本屋さん

17.中島商事株式会社

18.株式会社佐賀電算センター

19.サンビット株式会社

20.moriguchi

21.株式会社シマブン

22.特定非営利活動法人愛未来

23.佐賀県産業イノベーションセンター

24.一般社団法人佐賀県中小企業診断協会

25.佐賀県DX・スタートアップ推進室

26.佐賀県よろず支援拠点

27.ジェトロ佐賀 （独立行政法人日本貿易振興機構佐賀貿易情報センター）

28.独立行政法人中小企業基盤整備機構

29.一般社団法人ディーセントワーク・ライフプランプロデュース協会

30.株式会社ネットコムBB

31.株式会社KMTec

32.有限会社伊万里グリーンファーム

33.岩瀬コスファ株式会社

34.農業生産法人グレイスファーム株式会社

35.嶺川養蜂園

36.西研グラフィックス株式会社

37.Noutje

38.有限会社Futaba

39.IMARI株式会社

40.有限会社織島



1. ITベンダー

日常業務をITの活用により、業務の効率化／改革
するお手伝いができるソリューションのご紹介。

ミツイワ株式会社 株式会社サガプリンティング

2. アプリ・ホームページ

ノーコードオリジナルアプリ紹介・制作（スタンプラ
リー・ポイント、クーポンは勿論、様々なWEBサービ
スとの連携ができるサービス！・リッチ通知、個々へ
の対応、配信ができ双方向での対応が可能・個人
情報の取得不要！）

う吉の器

3. 医療・生活

VR医療の研究と成り立ち（仮）

クロカミスクリーン印刷株式会社

4. 印刷・製本業

スクリーン印刷はさまざまな印刷分野で無限大
の可能性を持っています。
スクリーン印刷特殊製品・デジタルプリント製品

株式会社オフィス・タカハシ

5. 卸売業

研究開発型販売なので、開発された商品の陳列
および説明

株式会社北島青果

青果物を使ったコンポート・ジャム・ドライフルーツ
腸活が出来るスムージー（仮）

有限会社松浦漬本舗

松浦漬・粕チーズなど粕漬商品をメイン

合同会社土壌診断用バイオセンサー
研究会

8. 環境・エネルギー

土の健康診断について、パソコン上で動画による
内容を紹介します。①畑の土の病害を抑止する力。
②田んぼの土が痩せてるか肥えてるか（地力≒収
量予測）を評価します。装置をバージョンアップす
るための協力者を探しています。

6. 卸売業

7. 卸売業

https://www.mitsuiwa.co.jp/
https://s-print.co.jp/
https://www.kurokamis.jp/
https://www.saga-shop.co.jp/
https://www.matsuurazuke.com/
https://soil-biosensor.com/


日本建設技術株式会社

9. 環境・エネルギー

FWG透保水性舗装工法は、路盤に吸水性ミラクルソルを
敷設することで降雨時に水を蓄え、晴天時に水が気化する
際に、”打ち水”のように熱を奪って路面の温度上昇を抑
制する手法です。 SAGAサンライズパークの一画で、透保
水インターロッキングブロックと吸水柱で地下水を利用し
た試験区において、密粒度アスファルト区と比べ、最大
13.5℃の温度差がみられた事例を紹介します。

ルアー＆フライエリア・
フィッシングパーク平之

10. 環境・サービス業

当施設は、疑似餌（ルアーやフライ）を使った釣り
専用（の管理釣り場）で、釣った魚を生かしたまま
放流する「キャッチ＆リリース」を基本としており、九
州では、数少ないスポーツフィッシングが楽しめる
場となっています。今回、動画（等）を用いた自社
紹介をいたします。

九州経済産業局

11. 官公庁

九州経済産業局は、経済産業省の九州地域7県における
ブロック機関であり、経済産業施策の総合的な窓口機関
です。 設備投資補助金（ものづくり補助金、事業再構築
補助金）、研究開発補助金（Go-Tech事業）等の補助制
度のほか、スタートアップ支援施策、特許・知的財産関連
相談窓口等についてご案内します。

フレル株式会社

12. 教育・研究業

考えることは楽しいをテーマに子供と考えながら遊べる玩具
を開発するフレル・エデュテインメント・ゲームスでは、パズル
ゲーム「RoRop(ロロップ)」の試遊展示を行います。ゲーム
ルールや操作はシンプルで簡単！だけど戦略は奥深く、大人も
子どもも楽しめます！先を読む思考力や、勝つための判断力、
計算力が鍛えられ、プログラミング教育への入口に最適な玩
具をぜひお試し下さい。

株式会社ルミナス佐賀

13. 金属製品製造業

アルミダイカスト品、亜鉛ダイカスト品、マグネシウムダイ
カスト品、プレス品、ゴム品などの製造。
特にアルミダイカストは、金型設計から表面処理までの
一貫生産体制により、
お客様のご要望に沿った提案ができます。全ての工程
を自社で行うため、高品質の製品を安定供給できます。

株式会社まるきん

14. 小売・製造業

・釣り用ウキのプラスチック成形、製造技術。
・中国や韓国からの物品の輸入、輸出、商品取扱
見本の展示
・金型加工、NC旋盤加工技術。
・塗装技術

株式会社AIT物産

15. 小売業

低温プラズマ技術を用いた製品を展示予定

木になる絵本屋さん

16. 小売業

佐賀県内の人物を題材とした絵本。その人物の人生そのも
のの事実を表現するのではなく、その方の人生に着想を得て
創作ストーリーを展開している。ふるさと納税の返礼品にも
なっている。どこかに実在する人物から着想を得ている点、方
言等を交えた地域性が現れている点に作風としての特徴が
ある。現在までに５作品を出版しており、今後も毎年２～３冊
ペースで作品を生み出していきたい。

http://www.nkg-net.co.jp/
https://fishingparkhirano.com/home-2/
https://fishingparkhirano.com/home-2/
https://www.kyushu.meti.go.jp/
https://fulelu-edutainment.games/
http://luminus-saga.jp/
https://www.kz-kizakura.com/
https://www.ait-saga.co.jp/
https://kininaruehonyasan.com/


中島商事株式会社

17. 小売業

中小企業のDX化移行をスムーズにわかりやすく
サポート

株式会社佐賀電算センター

18. サービス業

サンビット株式会社

19. サービス業

DX支援サービス

moriguchi

20. 食料品製造業

背振のサラダピーマンを使って米麴ピーマン味噌
を作っています。
そのまま使って食べても万能調味料としても色々
使えます。ピーマン嫌いの方や子供達も食べてくれ
る米麴ピーマン味噌です。

株式会社シマブン

21. 製造業・ITシステム関連

・ユーザー数無制限のファイル共有システム
「PuT（プット）」

・セキュリティシステムのCheckpoint社の「UTM」

特定非営利活動法人愛未来

フェアトレード商品（貧困をなくしフェアな社会をめざす：
チョコレート、コーヒー、ドライフルーツ、山羊革財布等)
ミルンとコラボ（セイロン紅茶使用キリテイアイスとパラ
オノニジュース使用ノニアイス）
スリランカのスパイス(ターメリック、ブラックペッパー、シ
ナモン等）

22. NPO団体

佐賀県産業イノベーションセンター

ヒト・マシン・モノから発生する様々なデータの収集
が可能。皆様の生産現場をスマート工場へ！今すぐ
できる！佐賀県独自のIoT実践キット！「古い設備か
らのデータ収集」、「異常発生時のアラーム通知」、
「収集データのデータベース保存」など生産現場の
「困った」を解決！

23. 支援団体

一般社団法人佐賀県中小企業診断協会

24. 支援団体

佐賀県中小企業診断協会の活動紹介
・プロフェッショナル人材事業（内閣府/県受託）：企業と
プロフェッショナル人材のマッチング支援
・地域活性化雇用創造プロジェクト（厚労省/県受託）：
企業の経営力強化や職場環境の改善を通じた雇用の
創出や県内就職の促進
・他：事業承継円滑化支援事業（見える化支援）、建設業
経営力協会支援事業（セミナー、経営相談）、など

自社開発のチャットボット（ARiA：アリア）・AI－OCR・
RPA・PowerBIなどのDXソリューションのご提供、ま
たお客様のIT投資計画策定や業務改善を目的とした
ITコンサルサービスの提供を行います。ITに関するお
悩みをお持ちの方やこれからIT投資計画をお考えの
方に寄り添った最適なご提案を行います。

http://www.nakashima-com.co.jp/
https://www.sdcns.co.jp/
https://www.sunbit.co.jp/
https://shimabun.jp/put/
https://shimabun.jp/utm/
https://aimirai.jimdo.com/
https://infosaga.or.jp/
https://www.saga-shindan.com/


佐賀県DX・スタートアップ推進室

25. 支援団体

佐賀県では全国に先駆けてDX推進とスタートアップ支援
の2つの政策に取り組み、数多くの非IT企業へのデジタル
技術導入の支援や、全国規模のビジネスアワードの受賞
者輩出などの成果を挙げてきました。展示ブースでは、こ
れまでの取組を動画でご紹介するほか、募集中、今後開
催予定の支援イベントをご案内します。DXや起業に興味
関心がある方は是非お立ち寄りください。

佐賀県よろず支援拠点

26. 支援団体

中小企業、小規模企業者の皆様の経営上のあらゆる
ご相談にお応えするために、国が設置した無料の経営
相談所です。
佐賀県産業イノベーションセンター内及び唐津市、鳥栖
市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼
市、有田町の商工会・商工会議所等にサテライトを設置
しています。お気軽にご相談ください。

ジェトロ佐賀
（独立行政法人日本貿易振興機構佐賀貿易情報センター）

ジェトロは貿易・投資促進を目的に、農林水産物・食品
の輸出や中堅・中小企業等の海外展開などの支援を
行なう独立行政法人です。輸出入や海外進出について、
些細な点でもご不明点やご相談などございましたら、
アドバイザーが常駐しておりますので、お気軽にお立ち
寄りください。

27. 支援団体

独立行政法人中小企業基盤整備機構

28. 支援団体

一般社団法人ディーセントワーク
・ライフプランプロデュース協会

当協会の活動（起業家サポート、SDGs活動、マル
シェ開催など）、今後展開していく事業などについて
PR。当協会に所属の会員数名による、各個人事業
のPR（サロン、作品展示など）

29. 業界団体

株式会社ネットコムBB

30. 通信業

株式会社KMTec

31. 電気機械器具製造業

防災用ポータブル蓄電池E-SAFA RIKUの展示
とデモ運転、開発中製品 EV三輪車の展示と試乗

有限会社伊万里グリーンファーム

32. 農業

ねぎ加工品（カットねぎ・乾燥ねぎ、香ねぎスープ・香ねぎ
塩・他）
佐賀県伊万里市ねぎ名人前田さんJGAP認証ハウスで
生産した小ねぎをHACCP加工場で加工した【伊万里
香ねぎ】や食の安全安心を追求した、ねぎ加工品（カット
ねぎ・乾燥ねぎ）などを国内外へ販路拡大を目指す農業
生産法人です。 （仮）

スマホやパソコンから行動予定を確認できるクラウド
サービス、ZAiSEKIをご紹介。社内の行動予定表をアッ
プデートしませんか？
さらに多機能＋低コストで働き方改革・テレワークを支え
る国産グループウェア「desknets's」、
大容量のファイルを安心・安全に共有できる
「GIGABOX」をご紹介致します。

https://www.pref.saga.lg.jp/list00618.html
https://yorozu-saga.go.jp/
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/saga/
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/saga/
https://dlpa.or.jp/
https://dlpa.or.jp/
https://www.netcombb.co.jp/
https://www.kmtec.jp/
https://zaiseki.jp/


岩瀬コスファ株式会社

唐津市浜玉町産の「あらげきくらげ」のご紹介です。
白色と黒色のあらげきくらげを、自社ハウスで栽培
しています。安心安全・品質にこだわった「シャクう
ま」食感のあらげきくらげを、通年栽培でお届けい
たします。

33. 農業

農業生産法人グレイスファーム株式会社

34. 農業

佐賀県産"白いきくらげ"を活用した粉末の優れた
物性・機能性について（特許取得済み）

嶺川養蜂園

35. 農業

蜂蜜

西研グラフィックス株式会社

36. ビール販売

ビールの製造販売（仮）

Noutje

37. フラワー販売、空間装飾、レッスン

枯れない花（アーティフィシャルフラワー、ド
ライフララワー）の作品展示
フラワー空間装飾展示、レンタルフラワーア
レンジ展示、オリジナルギフト、企業ノベル
ティフラワーなどの展示

有限会社Futaba

38. 理容業

温度調節機能とすべりどめ機能がついたヘルメット
下インナーキャップの展示（仮）

IMARI株式会社

39. 家具・装備品製造業

プラスチックダンボール収納ケース、ダンボール
家具等（仮）

有限会社織島

40. その他

https://www.cosfa.co.jp/
http://gracefarm.biz/
https://www.minekawa-beefarm.jp/?mode=pc
https://noutje.shopinfo.jp/


①佐賀県ベンチャー交流ネットワークWebサイトから お申し 込み

佐賀県ベンチャー交流ネットワーク

②参加申込書をFAXで送る（FAX:0952-34-4412）
佐賀県ベンチャー交流ネットワーク

お申込みページ

Webサイト
お申し込みはコ チ ラ から

発熱や風邪など体調

不良の方は、ご来場を

お控え下さい。

入場時の手指消毒、

マスクの着用にご協力

ください。

会場内では社会的距離

を確保し、会話は控えめ

でお願いします。

今後の感染状況によっては、

開催を中止又は変更する場合

がございます。

※その際は、HP等でご案内いたします
。

お申込み方法（いずれかの方法でお申し込み下さい）

出展者プレゼンテーシ ョン ス ケジュー ル

お問い合せ事務局

事務局：
吉村、羽根 宛

✉ keiei@mb.infosaga.or.jpホームページ：https://www.sagaven.jp/

検索

☎ 0952-34-4422
（佐賀県産業イノベーションセンター内）

感染予防対策にご協力ください。

09:50 - 10:00 開会式

10:30 - 10:40 出展者プレゼン 1.調整中

10:45 - 10:55 出展者プレゼン 2.調整中

11:00 - 11:10 出展者プレゼン 3.調整中

11:15 - 11:25 出展者プレゼン 4.調整中

11:30 - 11:40 出展者プレゼン 5.調整中

11:45 - 11:55 出展者プレゼン 6.調整中

休憩

12:30 - 12:40 出展者プレゼン 7.調整中

12:45 - 12:55 出展者プレゼン 8.調整中

13:00 - 13:10 出展者プレゼン 9.調整中

13:15 - 13:25 出展者プレゼン 10.調整中

13:30 - 13:40 出展者プレゼン 11.調整中

13:45 - 14:55 出展者プレゼン 12.調整中

15:00 - 15:10 出展者プレゼン 13.調整中

15:15 - 15:25 出展者プレゼン 14.調整中

展示ブース以外に会場内に出展者が自社製品等をプレゼンテーションする場所を設けています。
ご興味がある方は是非ご覧ください。

時間 内容 プレゼン実施者
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