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主催

SAGA
IT FAIR
［第6回］生産性向上のためのITフェア

ITってなんだかこむずかしくて、何のための導入なのかわからない。

そう、ITはストレスレスで使う人を楽にする

ものでなくてはいけないと私たちも思います。

かつて難しそうに見えたスマホが、

触ってみたら意外と簡単だったように、

このフェアでいろんなデジタル技術に触れてみてほしい。

社内の煩雑な処理の解消からDXの導入例まで、

わかりやすく、理解しやすい、

どなたでも安心して参加できる体験型フェアなのです。

 

そんなあなたのためのフェアなのです。
「 ITとか解らんし…」。

入場
無料

2022.11.18

グランデはがくれ 2F フラワーホール

[Fri]
10:00 17:00

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



出展企業一覧

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。

RPA

テレワーク

その他

DX推進

クラウドサービス

AI

IoT

キャッシュレス決済

出展カテゴリー

順不同

● 株式会社EDAHA

● ロボフィス株式会社

●株式会社ワクフリ

● SCSK株式会社

● 株式会社ハピクロ

● サンビット株式会社

● 佐賀県産業イノベーションセンター

● 株式会社イーバイビー

● GROWIT株式会社

●株式会社Qtnet福岡・佐賀支店

●株式会社シマブン

● 佐銀コンピュータサービス株式会社

● 株式会社オービックビジネスコンサルタント 福岡支店

● 株式会社ソアー

● 株式会社アイティーインペル

●株式会社ネットコムBB

● 中島商事株式会社

● 株式会社コムラスグループ

● 株式会社佐賀電算センター

● リコージャパン株式会社 佐賀支社

● 福博印刷株式会社



補助金

ロボフィス株式会社

WinActor商材名

RPA/ローコードツールの内製化サポートを得意としています。IT
人材の不足がちな中小企業の皆様のDX推進を支援します。

DX推進

株式会社ワクフリ

業務改善の伴走支援 ～DXをまるっとお任せ！徹底サポート～商材名

ツール選定から環境構築・導入・運用までサポートします。最適
な補助金のご案内や代行申請も可能です。

DX推進

商材名

チャットボットや各種等DXソリューションのご提供を通じ、IT人材
の育成・DX推進活動を行います。

DX推進

株式会社佐賀電算センター

ARIA.chatbot 商材名

インターネットプロバイダとして創業しWEB、サーバ運用、ネット
ワーク構築などすべて1社で完結できます。

DX推進

株式会社ネットコムBB

ZAiSEKI

商材名

SCSKのノーコード開発サービスCELF（セルフ）はエクセルがあ
れば、誰でも3分でアプリを開発ができるクラウドサービスです。基
幹システム周辺で多くみられるExcel業務の非効率を簡単に改
善できます。

DX推進

SCSK株式会社

CELF 商材名

企業の利益を最大化させるための特許出願済みのDX化クラウ
ドサービスです。オフィス業務での「見積もり・契約・納品・請求」
を大幅に省力化しDX化をサポートさせていただきます。

DX推進

株式会社EDAHA

企業の利益を最大化するためのDX化サービス



補助金

補助金

商材名

事業課題をこれまでに培ったノウハウとIT/IoTで解決するソ
リューションを安価にご提供いたします。

DX推進

株式会社ハピクロ

食品衛生管理ソリューション FOOD CAPTAIN 業務DX化・経営力支援ソリューション商材名

バックオフィス業務のDX化・経営力支援のお手伝いを致しま
す。些細な事でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

DX推進

株式会社 ソアー

商材名

新型コロナの影響を受けつつも、生産性向上に取組む中小企
業、小規模事業者をインボイス制度への対応、電子帳簿保存法
にスムーズに移行できるサポートを。

DX推進

中島商事株式会社

DX推進ソリューション 商材名

リコージャパンはSDGsを経営の中心に据え、デジタルサービス
にてお客様の業務課題を一緒に解決してまいります。

DX推進

リコージャパン株式会社 佐賀支社

RICOH kintone plus

商材名

県内中小企業におけるAI・IoT技術の導入促進を支援する事
業を実施しています。

IoT

佐賀県産業イノベーションセンター

IoT実践キット「凌風丸」商材名

今まさに課題となっているDXに繋がるマーケティング強化ツー
ルとインボイスに向けてのPOSシステム提案。

DX推進

株式会社コムラスグループ

CGlink(エリアマーケティング強化ツール)

補助金



desknet's NEO（AppSuite）商材名

銀行の関連会社である強みを生かし佐銀グループ全体でお客
様の課題整理からシステム導入までをサポート。

クラウドサービス

佐銀コンピュータサービス株式会社

AI×DM商材名

広告ターゲティングや製造現場の業務効率化など、課題解決
に最適なAIモデルの構築から実装支援が可能です。

AI

福博印刷株式会社

商材名

毎日の仕事をスムーズにするPuT。ネット環境の安心を見える化
するUTM。二つのデジタルアイテムが未来を守る。

クラウドサービス

株式会社シマブン

クラウドファイル共有システム　PuT

補助金

商材名

奉行クラウドは、中小中堅企業のバックオフィス業務のDXを支
援し、具体的な生産性向上を実現できます。

クラウドサービス

株式会社オービックビジネスコンサルタント 福岡支店

奉行クラウドDX Suite

補助金

商材名

SUNBITは最新テクノロジーを駆使し、あらゆるビジネスの現場
で、生産性の向上を実現します。

AI

サンビット株式会社

DX支援サービス

商材名

手をかざすだけでセキュアな支払いを実現！「手のひら静脈認証
のキャッシュレス決済PaonPay」。

キャッシュレス決済

株式会社イーバイピー

Paonpay（パオンペイ）



補助金

RPAツール【BizRobo!】商材名

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。業務効率化・生産性向上を
図るソリューションを、自社内活用を通じて蓄積した開発運用ノウハ
ウと共にお客様にご提供いたします。

RPA

GROWIT株式会社

商材名

自社保有の光ファイバケーブルを利用した光インターネット
「BBIQ」と併せて「セキュリティ」「テレワーク」など様々な種類の
サービスをご提案可能です。是非お気軽にご相談ください。

テレワーク

株式会社QTnet 福岡・佐賀支店

BBIQ

商材名

佐賀で唯一のＩＴ利活用でお客様を笑顔にする会社です。

その他

株式会社アイティーインペル

見守りあんしんくん＋eye



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

（いずれかの方法でお申し込み下さい）

スケジュール

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

感染予防対策にご協力ください。

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。

会場進行スケジュール

受付開始

オンライン配信

九州経済産業局 地域経済部 デジタル経済室 係長

原 朋子 氏　

14:30～15:00

田島㈱ 総務管理部 企画課

蘭 舜也 氏

14:00～14:30

㈲旅館あけぼの 取締役　

音成 亜美 氏

『老舗旅館のアナログ脱却大作戦！』

『文理不問！今日からできるDX人材の育て方』

『サービス等生産性向上IT導入支援事業
（IT導入補助金2022）の概要』

11:15～11:30

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

9：45
10：00

配信開始
セミナー❶配信

各ブース紹介

会場内ブースを回り
出展内容をご紹介いたします。

セミナー❷配信

11：00
11：15

11：40

14：00

セミナー❸配信

配信終了予定

14：30

15：00

開場（開会）ブース出展

17：00 閉場（終了）ブース出展

セミナー❶

セミナー❷

セミナー❸


