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19-② 求人開拓セミナー 11:10～12:00

2月19日 ①働き方改革 ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽの大誤解 10:00～10:50
②求人開拓セミナー 11:10～12:00
③SDGｓセミナー 13:00～14:00
④いま求められる情報漏洩対策 14:30～15:30

2月20日 ①女性活躍推進の取組み 10:30～11:30
② HACCP義務化対応セミナー 13:00～14:00
③着るロボットによる働き方改革セミナー 14:30～15:30

19-① 働き方改革 ワークライフバランスの大誤解 10:00～10:50

セミナー

【各20社】

働き方改革やワークライフバランスという言葉ほど世の中で誤解されている言葉はあ
りません。やりたいことを見定めて、実現させる為にテクノロジーで時間を生み出す方

法などを紹介します。
講師：ナレッジネットワーク株式会社 代表取締役 森戸裕一様

20-① リコージャパンのダイバーシティ 女性活躍推進の取り組み 10:30～11:30

19-③ SDGｓセミナー 13:00～14:00

20-② HACCP義務化対応セミナー 13:00～14:00

女性の活躍推進佐賀県会議会員であるリコージャパンの女性活躍の取り
組みについてリコーグループの実践事例を基に紹介いたします。
講師：リコージャパン株式会社 高田 佳司

～改正食品衛生法概要とHACCPクリエータのご紹介～
改正食品衛生法の概要をご説明いたします。HACCAP運用・構築イメージ
を交えHACCPクリエータの概要、導入事例をご紹介いたします。
講師：株式会社サン・プランニング・システムズ BPM推進部 玉林 郷様

SDGｓに対するリコーの取り組み、佐賀支社での地域の取り組みなどを
ご紹介いたします。
講師：リコージャパン株式会社 米谷 正児

19-④ いま求められる情報漏洩対策 14:30～15:30

20-③ 着るロボットによる働き方改革セミナー 14:30～15:30

社員による内部からの情報漏洩、マルウェアによる攻撃、PCの紛失・盗難
など企業が抱える情報セキュリティ課題について「外部から・内部から」の
視点で対策方法を考えます。
講師：Sky株式会社 システムサポート部 様

「物流、工場、農業など様々な現場での作業補助を行う“着るロボット”

パワードウェア導入と働き方改革が進んでいます。力の面での障壁が無い
“パワーバリアレス社会“実現にむけた取り組みについて紹介いたします。
講師：株式会社ATOUN 代表取締役社長 藤本弘道様

景気回復、高齢社会化が進む中で人材不足が深刻化しており、優秀な人材
の獲得が年々厳しくなっています。求人市場の現状から人材獲得に必要な
対策、ホームページ活用方法についてご紹介させていただきます。
講師：株式会社DSブランド 様



展示のご案内

■SpeedocV4 for RICOH /SIOS

■RICOH プロダクションプリンティング Pro C

働き方改革ゾーン

新しいスキャニングシステム“SpeedocV4 for RICOH”を始め、名刺連携・クラウド連携OCR変換等、複
合機を中心とした、様々な連携ソリューションを実現!働くを創造する!より良い働き方を実現するための機
能をご紹介いたします。

自身で作成したデータを特殊紙へ印刷することで、簡単にチラシやカタログ、パンフレットなどの製作
ができます。思い通りの販促物が製作 でき、また必要な時に必要な部数用意できるため、 
販促物製作に関わるお困り事を大幅に改善いたします。 

■テレビ・Web会議システム RICOH Unified Communication System

■クラウド型グループウェア サイボウズオフィス/cybozu
6万社がご導入!日本のビジネスニーズを細かく反映した
12年連続国内シェアNo1 必要な機能を必要なときに使えるニッポンのグループウェア!

リコーのテレビ会議・Web会議システムは、3ステップ操作でカンタン接続。
インターネットで接続できるので、専用回線が不要。
場所を選ばずいつでも・どこでも・だれもが直感的に使えるシンプル操作とスムーズな映像で
手軽にコミュニケーションが可能になります。

■RICOH Empowering Digital Workplaces
リコーのEMPOWERING DIGITAL WORKPLACESは、テクノロジーとサービスのイノベーションと、
さまざまなお客様のニーズにお応えしてきた実績により、お客様の課題に対して、クラウドを活用した
情報共有やリモートワークなど、あらゆる職場で時間や場所にとらわれない働き方を実現し、

より豊かな生活に貢献していきます。

■電子黒板・クラウド型デジタルサイネージ

進化したホワイトボードが「映す」「書く」「共有する」で、ディスカッションを活性化します!
ディスカッションが変わると、働き方も変わる。 新しい創造の可能性が、新しいワークスタイルから始まります。
また、配信機器と連携することで、社内掲示板や広告用のサイネージとしても活用頂けます。

■Office365 /マイクロソフト

■SDGｓ・ViCreA
SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年9月の国連サミットにて採択された
国際社会共通の目標で、世界の貧困をなくし、持続可能な世界を実現するため、2030年までに
解決すべき17の社会課題から成り立っています。

ViCreAでは、社内実践事例を通して、お客様の価値創造へのお役立ちをさせていただきます。自ら実践
した内容だからこそ、成功事例はもちろんのこと、失敗談も含めた生のノウハウを、お客様に自信を持って
ご提供する事ができると考えております。

Office 365 はWord や Excel、PowerPointといった Office 製品に加えて、
チームワークを最大限に引き出す機能を追加したクラウドサービスです。
中でも、今CMで話題のTeamsは、チャット・ビデオ会議・ファイル共有といった
コミュニケーションの場所を選ばず実現することができます。
Office 365 を活用することで、必要なときに必要な場所から、
快適に業務を行うことが可能になります。

ViCreA

ミニセミナー
開催中

①10:30～
②13:30～
③15:00～

各15分

■box                                    /三井情報
『box』は容量無制限のクラウドストレージで、社内外を問わずマルチデバイスからアクセス・共有できるサービスです。
パソコンはもちろん、スマホやタブレットからもアクセス可能。各種外部機関の認定水準をクリアした、信頼性の高いセキ
ュリティ、ビジネス利用に最適な、充実のユーザー管理機能など、会社・組織を超えたコラボレーションを実現する、法人
向けクラウドストレージです。



展示のご案内
■企業向け ホームページ＆カタログ作成ソフト /DSブランド
専門知識が無くても、簡単に作成できる企業向けホームページ＆カタログ作成ソフト。「コスト削減」「業務効率化」「採
用強化」「集客力アップ」「セキュリティ強化」等ホームページを活用して「企業のお困りごとを解決する」 お手伝いをさせて
頂きます。

■RICOH ガーメントプリンター・ハンディプリンター・ビジネスプロジェクター
店内カウンターやイベント会場など、限られたスペースにも置けるコンパクトなガーメントプリンター!
使いやすい操作性で、衣類（garment）にプリントできるプリンターが誕生しました。

■クラウド管理型ネットワークソリューション /ダイワボウ情報システム
Webブラウザを通じて、離れた場所から機能拡張や障害対応の一元管理が実現可能です。IT管理者の負担を減らし、
他拠点への迅速なビジネス展開、運用コストの削減をします。クラウド管理でITをシンプルに。

■モバイルワーク・テレワーク /富士通
移動中の空いた時間を有効活用したい! 外出先からも事務所に届いたFAXを確認したい!
持ち運びに便利な、薄くて軽いノートパソコンが欲しい!
いつでもどこでもオフィスと変わらない環境の実現で業務の生産性を上げ効率的に活動しましょう!

●ビジネス版LINE 【LINE WORKS】 プライベートの確保も、自由な働き方もここから!
●自動AI清掃ロボット 【Whiz】 これまでの常識を一掃する、AI清掃ロボット

革新的ナビゲーションでAIが清掃の未来を切り開きます!!
●ソフトバンクのモバイル端末

SIMフリーPCやスマートフォンで、働き方改革をサポート! モバイルワーク環境の実現も可能です!

印刷したかったけどできなかった物、書きたかったけれど書けなかった場所、書いていたけど書くのが大変だった
作業…。リコーのハンディプリンタを使えば、書きたい場所に手軽に印字することができるので、作業効率が飛
躍的に向上いたします。

■ワークプレイスデザイン /Plus・イナバ
リコーが提唱するハドルワークプレイスのご紹介です。ハドルワークプレイスとは、いつでも必要なときに
サッと集まり、コラボレーションミーティングの後はパッと解散してすぐに仕事に戻る。さらに、映像や音声を
通して、離れた人ともいつでも繋がることができる環境のことです。

◆THETA: 360°すべてを撮影する「THETA」。ワンショットで360°写真や動画を撮影。
◆WG-60:本格防水、耐衝撃、防塵、耐寒。建設現場など過酷なシーンに対応するタフネスカメラ。

◆サーモグラフィカメラ :物体の温度分布を写真で表現。目に見えないトラブル箇所を発見し熱分
布画像で確認できます。

◆デジタルカメラ G900:GPSと電子コンパスを搭載し、画像クリップによる小黒板撮影やアプリ連携
の工事用電子小黒板機能搭載

■RICOH デジタルカメラ サーモグラフィカメラ

■インカム /BONX
BONX for BUSINESSは、スマートフォンのインターネット回線を使った『グループ通話ソリューション』です。独自のグ
ループ通話アプリ『BONX for BUSINESS』と、マイク付きイヤフォン『BONX Grip』を組み合わせることで、30人まで
のグループコミュニケーションを簡単に実現します。

■動画制作サービス /エスプロジェクト
スマホで動画を見ることが一般的になってきた昨今、企業には、狙いを定め・適切に情報を伝える『映像力』が求められて
います。企業イベント、社員教育、広告・プロモーションなど、動画制作から、表示・演出・活用も合わせてご提案致します。

■イベントソリューション 紙アプリ
紙に書いた絵が動き出す、新感覚のお絵かき体験、紙アプリシリーズは『お絵かき』の楽しみを広げるコミュニ
ケーションツールです。スキャナで読み込んだ絵は、形状・色使い等がデータとして解析され、その解析結果
が動きやゲームの展開を左右します。
商業施設や店舗イベントの集客や販促など、子供も大人も楽しめるソリューションです。

■企業向けLINE・スマートフォン・タブレット・Whiz /SoftBank

■モバイルエッジコンピューティングデバイス /Dynabook
業務最前線に展開するモバイルエッジコンピューティングが、企業のデジタルトランスフォーメーションを加速。
Dynabookが提案する『モバイルエッジコンピューティング』は、IoT時代における通信インフラの削減・現場での慢性的
な労働力不足・多様な働き方に対応する高度なコミュニケーションスキル・ツールの必要性といった社会課題の解決を
目指した新しいコンピューティングのカタチです。

20日のみ展示



展示のご案内

社内のヘルプデスクやお客様からの問い合わせなどへの適切な対応は、満足度の向上、機会損失の防止など大きなメ

リットにつながります。リコーのチャットボットは、大量の問い合わせを自動で回答、問い合わせ対応の課題を解決します。

■ランサムウェア対策・統合型脅威管理機器 ゲートウェイセキュリティパック/リコージャパン

「SKYSEA Client View」は、さまざまなIT機器やソフトウェア資産を一元管理することで情報漏洩対策や
IT資産の有効活用を支援するソフトウェアです。わかりやすい操作画面と運用しやすい設計で、日々の管理業務を
サポートします。

あなたのオフィス狙われていませんか?今オフィスにアクセスコントロールが求められています。オフィスのセキュリティ対策と
して、ＩＣカードを利用したドアセキュリティや勤怠管理システム打刻など各種オフィス機器の連携をご提案いたします。

顔認証、指紋認証、暗証番号の他、ICカードリーダーを内蔵するハイブリット型の入退室管理システムです。オフィスから
ショップ、研究施設、工場、戸建、施設等のセキュリティ対策がスタンドアローンやネットワークで利用できます。

セキュリティ対策ゾーン

■クライアント運用管理ソフトウェア SKYSEA ClientView /Sky

■ＩＣカード入退室管理・勤怠管理システム /ＡＭＡＮＯ

■顔認証カメラ（入退室管理）マルチアイシステム /ドッドウェル ビーエムエス

■労務勤怠管理システム クロノスパフォーマンス/クロノス(PCA）

■クラウド型基幹システム PCA 財務会計・販売管理・給与計算システム / PCA
PCAクラウドシリーズは、インターネット経由で財務会計・給与管理・販売計算等の基幹業務ソフトが利用できる

サービスです。クラウド型なので自社にサーバー不要、低コストでの導入が可能になります。

■クラウド型基幹システム 財務会計・給与計算・販売管理 大臣シリーズ/応研
大臣NXクラウドは、契約者様ごとに専有環境をご用意し、大臣NXシリーズを利用する為に必要な環境構築・
製品導入・サポート等をトータルで提供いたします。

勤務環境での時間に関するあらゆる情報を完全に掌握・活用するための、最新の就業管理（勤怠管理）システムです。
勤務時間等の自動集計や給与ソフトに連動するデータの作成ができ、貴社のコンプライアンスのもと、業務の効率化・
高速化・人件費の適正化をバックアップします。

業務生産性向上ゾーン
■チャットボット/AI OCR/RPA /リコージャパン

コンパクトな筐体に先進のセキュリティとネットワーク機能を統合した次世代ファイアウォール/UTMです。中小規模の企業
や分散拠点を持つ企業を保護するさまざまな機能と特⾧を備え効果的で効率性の高いセキュリティを提供します。

■勤怠管理クラウドシステム 奉行クラウド/OBC

■V&D ITKeeper HITACHI/リコージャパン
インフラ構築からセキュリティまで働きやすい環境の整備や働き方の見直しによる生産性上・
健康増進を目的とした”働き方改革”をSmartコミュニケーションで多様化するニーズに
お応えし、ワークライフバランス実現を応援します。

OBCの勤怠管理クラウドシステムで「2020年4月施行の残業時間上限規制への対策」や「業務削減・生産性
向上」など、お客様が早急な対応を実現するためにご支援致します。

■楽楽精算 / ラクス
経費・交通費・出張費・旅費・交際費など、お金にかかわる全ての処理を一元管理できるクラウド型の交通費・経

費精算システムです。様々な業種・規模の企業様にご利用いただいています。

■シュレッダ『Securet』 /石澤製作所
紙での情報漏洩は、企業の最初の防衛線では「シュレッダ」が最重要!Securetは、オフィス向け全機種採用の安全装
置（特許）に加え、チップ処理装置や紙・メディア対応タイプなど、多彩なラインアップでオフィスの期待にお応えします。

■セキュリティカメラ /エルモケイグランデ
優れたセキュリティ製品・セキュリティサービスをお届けすることで、社会に貢献することを使命としています。カメラ監視
システム、映像管理システムの開発・輸入・販売その他関連機器全般の販売・施工・メンテナンスまでを行っています。



展示のご案内
業種課題解決ゾーン 製造業

■パワースーツ / ATOUN

現場での作業による身体的負担に悩む方が多くいらっしゃいます。腰の動きをセンサーがとらえ、パワフルな
モーターの力で重量物をもったときにかかる腰部への負担を軽減する作業用パワーアシストスーツです。

業種課題解決ゾーン 福祉業

◆介護保険制度請求対応ソフト◆障害者総合支援法請求対応ソフト
◆iPadと最新式Bluetooth搭載バイタル機器を利用する事で簡単!便利!紙より早く!
どこでも記録!出来ます!!
また、外国人介護士様にも配慮した入力支援を準備しております。
◆VoiceFun:キーボード入力の代わりに、声で話すだけで文字入力が簡単にできます。

■福祉業務支援システム、タブレット型記録システム、音声入力支援システム/NDソフトウェア

一歩進んだ先読みの介護、始めませんか?
リコー みまもりベッドセンサーシステムは、利用者様のベッド上の状態（位置、体動、姿勢など）と
24時間の生活リズムを把握して、安心と健康生活を支援します。

■みまもりベッドセンサーシステム / リコージャパン

介護従事者の負担軽減に向けた”介護ロボット”見守り支援システム「眠りＳＣＡＮ」
『睡眠』や『動作』のリアルタイムモニタリングで入居者を見守り介護従事者の負担軽減をサポートします。
〈睡眠・覚醒と在床・離床を見える化〉

■介護用ベッド、見守り支援システム「眠りＳＣＡＮ」 / パラマウントベッド

Comuoon（コミューン）は、話す側から聴こえの支援ができる新しいカタチの対話支援機器です。
マイクから入力された音を明確に分析し、聴き取りやすいクリアな音へと変換します。
是非、会場でお試しください。

■対話支援機器コミューン / ユニバーサル・サウンドデザイン

■HACCPクリエーター / サン・プランニング・システムズ

歌う・体を動かす・遊ぶ・見る・癒すなどの、幅広いコンテンツで補完代替医療の実施をサポートします。
利用者が楽しみながら介護予防に取り組むだけで無く、スタッフ様の業務効率アップのサポートもします。

■音楽療養コンテンツ 健康王国 / エクシング

HACCAP制度化に向け効率的にHACCP文書を作成できます。改正食品衛生法によりHACCP対応の
企業様、FSSC、ISO22000、JFSなどの企画を取得、または取得されようとしている企業様にお勧めです。

■3Dプリンタ・３Dスキャナ・３D CAD・切削機 / リコージャパン

昨今の日本のものづくり現場では、ものづくりの各工程において、3Dプリンターが活躍する領域がますます拡がってきて
います。ご利用中の2D CAD(AutoCad等)で作成した図面をオリジナル形成のまま読み、3D化し、検討修正も
可能となり、多品種小ロットの高付加価値製品へのシフトがますます加速しています。

屋内の「ヒト」や「モノ」、屋外の大型物品の現在位置をMAP上に表示。
また蓄積データを分析したレポートの提供により、現状の可視化・業務改善に貢献します。

■位置情報サービス / リコージャパン



展示のご案内
業種課題解決ゾーン 建設業

わかりやすい。使いやすい。徹底した現場視点で開発された施工管理システムのベストセラー。写真管理のみ、
施工管理のみなど必要機能だけを選択して導入可能。 電子小黒板、iconstructionへも対応!

■土木業・設備業向けシステム デキスパート/建設システム

「ATLUS」シリーズが、「ATLUS REAL Evo（アトラス レアル エボ）」として新登場。
画像形式の設計書データを取り込み、OCRで解析し積算する機能や、自動解析の精度を高める積算アシ
スト機能等を搭載し、より高精度で効率化した積算業務が可能になりました。

■土木積算システム ATLUS REAL Evo / CST

ARCHITREND ZEROは間取りや屋根などの基本データから、瞬時に3Dモデルを作成し、各種図面や
申請書類、建築CGパースなどを一気通貫で作成する建築CADソフトです。
VR連携も可能であり、住宅展示場に比べて圧倒的なコストパフォーマンスを実現します。

■3D建築CAD・施工図・BIM ARCHITREND ZERO・GLOOBE・VR/

■使えるクラウド勤怠管理for建設業2.0 / アサクラソフト

クラウドを使って簡単どこでも日報入力＆一度の処理で勤務集計と工事ごとの労務費集計を実現!残業・
有給届出などの各種申請をワークフロー機能を使って電子化して承認作業の効率化。残業時間や有給取
得数の見える化も可能で、働き方改革対策に最適な建設業向け勤怠管理システムです。

建築業向けプレゼンソフト。AIを活用することにより、専用の方眼紙に手書きした間取り図を写真撮影する
だけで、すぐに３Dパースが作成可能。スピーディーかつインパクトのあるプレゼンを実現します。

■住宅プレゼンシステム ALTA/ CST

■３D設備CADを活用して業務の効率化 CADEWA Smart/富士通四国インフォテック

社会インフラゾーン

衛生空調電気

業界初の「かしこさ」を備えたフル3次元CADで工期短縮!わかりやすい・はやい・かしこい 電気設備、
空調衛生設備業様向け 設計図、施工図、竣工図が簡単に作画できます!
開発元 株式会社四電工/株式会社富士通四国インフォテック

■CIM・i-Construction対応 武蔵・TREND CORE・VR /福井コンピュータ

I-Constructionの対応から施工管理まで現場の生産性向上をトータルサポート。CIMコミュニケーショ
ンシステムをご紹介します。点群データをVRで実感して頂けます。

■現場とオフィスをつなぐ施工管理アプリ 「＆ANDPAD」/リコージャパン
「＆ANDPAD」は工事関連情報の一元管理・共有をリアルタイムで行うクラウドサービス。パソコン、スマホ
から簡単に操作でき 施工管理の品質向上を実現します。RICOHの複合機と連携することで施工会社、
工事関係者の働き方改革を強力にサポートします。

福井コンピュータ
アーキテクト

■空調/高性能空気清浄機 ダイキン/ダイレクトジャパン
モントリオール議定書・オゾン層保護法に基づき、2020年、フロンガスのひとつであるR22冷媒全面撤廃により、
古い空調の修理が困難になることが予想さます。 お客様の環境経営・消費電力低減を実現します。
『施設内の臭いが気になる』『施設内の感染対策が気になる』 こんなお悩み解決します!

■電力/照明･空調制御システム「RICOH Smart MES」 リコージャパン

■AED/LED/補助金コンサル ルクス/ＧＮＥ/リコージャパン
心肺停止には、電気ショックの適応となる心室細動と呼ばれる心臓の痙攣(こまかくふるえている状態)に
よるものと適応できないものがあります。AEDはこの電気ショックの適応の有無を自動的に判断してくれます。
水銀使用製品である水銀灯・蛍光灯のLED化により水俣病を教訓とした水銀条約への対応ならび
電気量低減を実現します。

照明･空調制御システム「RICOH Smart MES」は、人びとが働き集うさまざまな空間で、電力消費の
抑制と快適な空間作りをめざすシステム。



三愛グループのご紹介及び
展示のご案内

三愛グループ

■SBSリコーロジスティクス 株式会社

■佐賀ガス 株式会社

■株式会社 トスプロ

■株式会社 エフエム佐賀

■三愛オブリガス三神 株式会社

■佐星醤油 株式会社

■リコークリエイティブサービス 株式会社
■サイバーリスク対策（保険の活用） / 【標的型メール攻撃】や【ウェブサイトの改ざん】や【DDoS攻撃】など

いろいろなサイバー攻撃があります。企業がどれだけ対策を講じてもリスクはゼロにはできないが実情です。
このゼロにしきれないリスクの移転に、≪保険は有効な手段≫です。

三愛オブリガス三神 株式会社は、お客様に「安心」・「信頼」・「満足」を提供することを使命に、地域に必要とされる環境総合エネルギー
企業を目指します。LPガス・灯油小売・簡易ガス事業・太陽光発電装置販売施工・電気の小売、石油機器販売施工・電気製品販売
施工・住宅設備機器、水栓金具販売施工・浄水器・洗剤、鍋などの生活用品の販売・消火器などの防災、防犯設備の販売施工、上
下水道、空調の管工事全般の設計施工、新設工場や新築戸建住宅の設計施工、国道等の公共工事（特定建設業）など。

創業明治30（1897）年の老舗醤油醸造元。初代・吉村吉郎氏が醤油醸造のほかに富国徴兵保険の代理店（吉村
商会）と理研感光紙の九州総代理店を兼業しており、市村が保険外交員だった時に、ここで理研と出合いました。その後、
理研感光紙の九州総代理店の権利を譲り受けた市村は、その販売で力を発揮し、理研の大河内博士から認められること
になります。リコーの原点はここからです。

SBSリコーロジスティクス株式会社は、精密機器メーカー・リコーグループの物流サービスを主力事業としながら、沖縄県
を含む九州全県に拠点を構える広範なネットワークを生かして、様々なお客様の商品を配送・保管を行っております。

三愛グループの佐賀ガス（株）は、平成15年に佐賀市から事業を譲受。以来、地元に役立つ事業展開を心掛けています。
地域にお住まいのお客さまから店舗、学校などの業務用および大口需要家まで、環境に優しいクリーンなエネルギー「天然ガス」を
お届けしてまいりました。これからも事業活動を通じて、社会の持続的発展に貢献してまいります。

創業62年。地域の皆様に育てて頂いております。皆様のお役にたてるよう、LPガス・上下水道工事・
リフォーム工事・天然水宅配事業、すべての部門においてプロフェッショナルを目指して頑張っております!!

■三愛石油 株式会社

■リコーリース 株式会社

三愛石油グループは「顧客、地域、社会と共に、良い関係を結んでいく」ことを決意し『エネルギーサービスNo.１カンパニー』を目指します。
そのために、お客さまからいただいた「ありがとう」の言葉を大切に受け止め、自らのエネルギーに変えて地域社会の発展のために邁進して
いきたいと願っています。この「Obbli（オブリ）」は三愛石油グループが提供する高品質な「エネルギーサービス」の象徴であると同時に、
未来への希望と誓いのシンボルでもあります。

エフエム佐賀は、佐賀県を放送対象地域とするFMラジオ放送事業を行っている放送事業者です。開局は92年4月で、
全国38社が加盟する国内最大のFMラジオネットワークである全国FM放送協議会（JFN）としては全国で29番目と
なります。

●従業員給与前払いサービス RiLTA
～人材採用・人手不足にお悩みの企業様へ～ 福利厚生を充実させて求人応募数、定着率アップ!

●集金代行サービス ～請求・集金業務でお困りの企業様へ～ 口座引落やコンビニ支払いで効率化!

■株式会社 サガテレビ
サガテレビは、佐賀県で唯一の民間テレビ放送局です。開局以来、地元の報道機関としての役割はもとより、
様々な番組やイベントを通じて地域に密着した情報・文化を発信しています。

■株式会社 ビープラスト（サガテレビグループ）

■株式会社 エンターアイ（サガテレビグループ）
佐賀で30年以上培ってきたノウハウと地盤を武器に、世界一「佐賀」に詳しいプロモーション会社を標榜する総合広告
代理店です。CM、印刷物だけでなく、魅力を最大限に発信するためのプロモーション実績をご紹介します。

サガテレビの地域情報コンテンツを取り入れたデジタルサイネージをご紹介します。直感的な操作で配信管理、
素材制作が可能で、オフィスでの情報共有や屋外での広告など、様々な用途でご活用いただけます。


