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商工会

所属団体

所属なし
※該当する団体に○をつけてください

〒

製造

業種

住所

建設

サービス

卸

（

）

小売

そ の 他（

※該当する業種に

電話

飲食

業）

をつけてください

メールアドレス

ー

AI

このチラシに掲載しているシステムベンダーの中で
興味のあるカテゴリに をつけてください

IoT

RPA

クラウドサービス

キャッシュレス決済
導入支援

勤怠管理

その他

参加者
5 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。

※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。
※当日受付にて名刺を２枚頂戴いたしますので、ご持参をお願いいたします。

お申込み方法（いずれかの方法でお申し込み下さい）
① 参加申込書を FA X で送る（FAX：0952-26-2831）

Web サイトお申し込みはコチラから

② メールにて参加申込書を送付（アドレス：it-fair@saga-smart.jp）

佐賀県産業スマート化センター
お申込みページ

③ 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
（URL：https://www.saga-smart.jp/it-fair-entry）

お問合せ先（事務局）

会場 M A P

※ 駐車場は台数に限りがあるため、満車の場合は臨時駐車場（アバンセ）
、
または会場周辺の有料駐車場をご利用下さい。

佐賀県商工会議所連合会

↑至大和

TEL：0952-24-5155
FAX：0952-26-2831
佐賀県商工会連合会

TEL：0952-26-6101
佐賀県産業スマート化センター

TEL：0952-97-9120

堀江南

7

2

グランデはがくれ
２Fフラワーホール

〒840-0815
佐賀市天神 2 丁目 1 番 3 6 号

佐賀駅

人手不足解消や消費税軽減税率対策、キャッシュ
レス化、働 き 方 改 革、多言語対応など、5 0 社を
超える I T 企業が貴社の経営課題を解決します！
消費税率引上げ前の設備投資を検討されている
方も必見です！
！
また、
参加企業によるミニセミナーも実施します。
この機会にぜひご参加下さい！

ホテルルートイン
ファミリーマート

264

29

臨時駐車場
佐賀市立
図書館

朝日生命ビル

神野東一丁目

P
アバンセ
天神橋

267

主催

アパホテル

駅前交番西

グランデはがくれ

市役所南

佐賀県商工会議所連合会

佐賀県商工会連合会

協力 / 佐賀県中小企業団体中央会、佐賀商工会議所情報通信部会
唐人一丁目北

後援 / 佐賀市、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、

公益財団法人佐賀県地域産業支援センター、一般社団法人佐賀県観光連盟、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
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生産性向上のための I Tフェア

SAGA IT FAIR

[ 商材カテゴリ ]

サガ アイティー フェア

参加ベンダー企業一覧
木村情報技術株式会社

Kotozna 株式会社

AI

RPA
勤怠管理

IoT

株式会社システック井上

株式会社オプティム

ミニセミナー案内
キャッシュレス決済
クラウドサービス

福博印刷株式会社

導入支援

ベルズシステム株式会社

ミニセミナーを実施する企業です。

ミニ
セミ

その他

商品名：OPTiM AI Camera
紹

ミニセミナースケジュールはホームページから
ご確認下さい。

リコージャパン株式会社 佐賀支社

株式会社 NTT データ CCS

介：AI+ネットワークカメラを使っ
て多岐にわたる課題を解決。
学習モデルの搭載により短期間
での導入開始が可能です。

さくらインターネット株式会社

商品名：AI-Q

商品名：Kotozna Chat（ことつなチャット）

商品名：S-Smart 稼働管理（S-Smart シリーズ）

商品名：MAGELLAN BLOCKS（マゼランブロックス）

商品名：質問回答人工知能「ロアンナ」

商品名：RICOH Cloud OCR for 請求書

商品名：TRACE MOTION

商品名：sakura.io ／セキュアモバイルコネクト

紹

紹

紹

紹

紹

紹

紹

紹

ミニ
セミ

介：24時間AIお問合せチャットボット
で検索時間の短縮による業務効
率化を実現。24時間 365日対応
で き 残 業 時 間・人 件 費 の 削 減、
品質向上に効果的です。

ソフトバンク株式会社

介：異なる SNS 間を跨ぎ、異なる言
語同士のチャットおよび口頭で
の会話を可能にします。
QR コー
ドを読み取るだけで簡単に会話
を始めることができます。

ミニ
セミ

データテクノロジー株式会社

介：IoT・A I 技術を通じて製造設備
の稼働状況を『見える化』する
ことで、現場カイゼンへつなが
る『気づき』や『行動』を生むこ
とができます。

ミニ
セミ

株式会社 大西

介：プログラミングなど専門知識は

不要のA I 機械学習ツールです。
需要予測や画像分類など基本的
な A I 機能を幅広い分野で手軽
に活用できます。

ミニ
セミ

株式会社佐賀電算センター

介：質問の意味を理解して回答する

「ロアンナ」。「業務改善」「働き
方改革」「生産性向上」などの
課題を解決します。

株式会社ソアー

介：複合機で請求書をスキャン。AI
OCR のデータ抽出で、記載情報
内容を判別してテキスト化。生
成データを業務システムと連携
することで、作業効率アップ。

西日本電信電話株式会社 佐賀支店

介：様々な数値を BLE ビーコンデー

タをもとに可視化し、
パソコンや
スマートフォンから閲覧すること
ができる位置情報・センサー情
報モニタリングシステムです。

ミニ
セミ

クロノス 株式会社

介：IoT に必要な機能・運用を代行

できる、専用モジュールとプラッ
トフォームを開発。本当にやり
たかったことに集中できるよう、
誰もが使える設計にしました。

株式会社戸上電機ソフト

商品名：フリックケア（製造ラインみまもりサービス）

商品名：SenSu シリーズ＆みまわり伝書鳩

商品名：ipaS（アイパス）

商品名：デジタル変革を加速する RPA 活用術

商品名：DocuWorks®とRPA による 定型業務の自動化

商品名：「働き方」 ＩＣＴ

商品名：クロノスPerformance（就業管理システム）

商品名：勤怠管理システム

紹

紹

紹

紹

紹

紹

紹

紹

介：様々なセンサーデバイスの情報

を収集し、可視化することで製
造業様が抱える課題を解決、ま
た新しい価値を創出するサービ
ス。

ミニ
セミ

アリペイジャパン株式会社

介：環境計測と監視システムを、簡
単に使えて安価に提供。高層建
築工事の現場から農業現場まで
あるゆる場面で活躍でき、端末
設定や更新は全てサーバで管理。

株式会社コムラスグループ

商品名：ALIPAY

商品名：マジレジ

紹

紹

介：グローバルパートナーを合わせ

たアクティブユーザー数 10 億人
以上の世界有数の決済及びライ
フスタイルプラットフォームです。

ミニ
セミ

株式会社リクルートライフスタイル

介：アンドロイドOS 採用の低価格+
高機能なレジ！ハンディオーダー
やセルフオーダーなど店舗様のご
要望に沿ったご提案をさせていた
だきます。

介：パソコン上の定型作業をソフト

ウェアロボットが24時間365日、
ミスなく実行します。IT 知識が
なくても作れる、現場スタッフが
使いやすい RPA ツールNo.１
！

ミニ
セミ

東芝テック株式会社 九州支社

介：定 型 的 な 作 業 を自動 化できる
RPA と、手 書き文 字をデジタル
データ化するAI - OC Rツールを
組合せて、生産性向上やコスト削
減等をご提案します。

凸版印刷株式会社 九州事業部

介：DocuWorks と RP A を組み合
わせることによりDocuWorks
で定義した定型化された業務と
そこに関連する一連の業務を自
動化することができます。

ミニ
セミ

株式会社 ビジコム

介：お客様の日々の業務をＡＩで分
析し、定型的なパソコン作業等
の業 務を 自動 化する こ とに よ
り、業務効率化をサポートする
サービスをご提案いたします。

PayPay 株式会社

介：あらゆる形態の勤務環境におい

て、メンバーの時間にまつわる
情報を完全に掌握し活用する、
最新の就業管理システムで業務
運用効率を改善します。

株式会社ＵＳＥＮ

介：「出退勤の管理を電子化したい」
というニーズに合う勤怠管理シ
ステムです。ＩＣカードによる
出退勤管理と給与計算に必要な
集計機能があります。

楽天ペイメント株式会社

商品名：スマートレシート
（電子レシート）

商品名：マルチスタンプ（PAS＋）

商品名：小売・専門店向けオールインワン POS レジ「BCPOS」

商品名：PayPay

商品名：U レジ

商品名：楽天ペイ（実店舗決済）

紹

紹

紹

紹

紹

紹

株式会社 EWMファクトリー

介：①１３か月分のレシートがスマホ
でいつでも見れます。②簡易家計
簿の機能があります③環境にや
さしいペーパーレス④お客様の囲
い込みに貢献します。

介：お客様のスマホの画面にスタン

プを押すという簡単な操作で利
用できるスマホ認 証サービス。
店舗スタッフのオペレーション教
育の負荷を軽減できます。

NBC 情報システム株式会社

株式会社インフォマート

介：販売しながらレジ画面で在庫や

顧客の購入履歴などを確認でき、
免税販売機能も標準搭載。多彩
なキャッシュレス決済に対応。
自
動釣銭機と連動できます。

ミニ
セミ

株式会社オプロ

介：スマホひとつでカンタン・おトク

にお支払いができるモバイルペイ
メントサービス（QR コード決済）
になります。初期導入費、決済手
数料、入会手数料、無料！

ミニ
セミ

サンビット株式会社

介：軽減税率に対応した、多機能で

低価格なタブレットPOSレジで
す。店 舗 オペレーション 向 上、
売上管理や情報分析等店舗運営
にお役立てください。

介：買い物の際に楽天スーパーポイ

ントが「使える」
「貯まる」
ことが
特徴のQR コード決済です。また
加盟店様への入金は最短翌日と
なりご好評頂いております。

ダイワボウ情報システム株式会社

ソリッドワークス・ジャパン株式会社

商品名：Airレジ

商品名：Reque（リキュー）

商品名：BtoBプラットフォーム請求書

商品名：よかdesk。

商品名：soarize（ソアライズ）

商品名：Salesforce（セールスフォース）

商品名：SOLIDWORKS 2019

商品名：CISCO Strat シリーズ

紹

紹

紹

紹

紹

紹

紹

紹

ミニ
セミ

介：０円でカンタンに使えるPOSレジ

アプリ。会計にまつわるお店の業
務負担を軽減し、商業活動をもっ
とカンタンに、
そして「おもてなし」
に注力できるお手伝いをします。

株式会社トレタ

介：ク ラ ウ ド 型 依 頼・タ ス ク 管 理

ツ ー ル で す。業 務 で 発 生 す る
メール、電話、FAX などの依頼
連絡手段をクラウドで一元管理
することできます。

ミニ
セミ

介：企業間で発生する請求書の受け

渡し業務をひとつのWebシステム
上で行 い、
これまで時間・コスト・
手間のかかっていた経理業務を
大きく改善する仕組みです。

株式会社 富士通マーケティング

株式会社ブイキューブ

介：様々なビジネスシーンでご活用い

ただける、カスタマイズ可能なグ
ループウェアです。オプション機
能も充実しており、社内情報の一
元管理を実現します。

ミニ
セミ

マイクロソフト AI & イノベーションセンター佐賀

介：企業間や社内の円滑なコミュニ
ケーションを実現する、コミュニ
ケーション重視型クラウド販売管
理システムです。販売管理業務＆
購買管理業務の効率化を実現。

ミニ
セミ

株式会社マリエッタ九州営業所

介：世界シェア No.1の営業支援・顧

客管理ツール。顧客情報や商談
の状況を一元管理し営業活動の
生産性をアップさせます。

※IT導入補助金の対象ツールです。

介：3次元設計・製品設計・図面作成・
コミュニケーション機能を兼ね備
えた3次 元CAD。
日本国内シェア
48% を誇り、
製品開発時間の短
縮、コスト減が実現できます。

特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ協会

ナレッジネットワーク株式会社

介：クラウド運用のネットワークセ

キュリティ、Web 会議、ビジネス
チャット等、多様な働き方の実現
や生産性を高める機能を提供し
ます。

働き方改革推進コンソーシアム

商品名：トレタ

商品名：V-CUBE One

商品名：Knowledge Suite

商品名：Microsoft HoloLens

商品名：WebCAD

商品名：ＩＴを活用した経営相談及び補助金活用相談

商品名：地域課題解決型新事業開発コンサルティング

商品名：働き方改革推進コンソーシアム

紹

紹

紹

紹

紹

紹

紹

紹

ミニ
セミ

介：紙の予約台帳に置き換わる iPad

予 約 台 帳アプリ「トレタ」
。予 約
管理・顧客管理の面から飲食店
のI T化を牽引する
「予約サービス
のインフラ」を目指します。

株式会社ワクフリ

介：Web 会議「V-CUBE ミーティン
グ5」
（双方向遠隔コミュニケー
ショ ン ツール）、
Webセミナ ー
「V-CUBEセミナー」
（映像ライブ
＆オンデマンド配信システム）

株式会社アイ・オー・データ機器

介：国内唯一！ユーザー数無制限で
利用出来るビジネスアプリケー
ション。5,300社の導入実績 !
グループウェア、SFA、名刺管理、
全てが統合し業務効率向上！
！

ミニ
セミ

株式会社アイティーインペル

介：ワイヤレスで頭につけるタイプの

ホログラフィックコンピューティ
ングです。VRと異なり、バーチャ
ルと現実が融合した世界を体験
いただけます。

ミニ
セミ

株式会社Ｅ＆Ｉ

介：インターネットを利用した図面作

成ツール。施主様と業者様、設計
者様、支社、本社間取りに関係す
る方々を結ぶ、建築に特化した業
務支援ツールです。

inaho株式会社

介：どのような改善がお客様にとって

有効なのか、
そのためにどのよう
なＩＴツールが効果があるのか、
それに補助金が活用できるか、
な
どお気軽にご相談いただけます。

ミニ
セミ

インターテクノ株式会社

介：地域の特性や既存課題を踏まえ

た課題設定から課題解決までの
各種プロセスにおいて、先端テク
ノロジーの導入支援を行うコンサ
ルティングサービスです。

ミニ
セミ

株式会社ウェッブアイ

介：働き方改革や少子高齢化におけ

る知見の共有、個別テーマをベー
スにした分科会活動などを行って
います。現在約 80 社で 活 動 を
行っています。参加費は無償です。

合同会社 佐賀SBC

商品名：クラウドサービスを活用した業務改善コンサル

商品名：てれたっち

商品名：YEBISU「販売管理システム」

商品名：FAVIC

商品名：自動野菜収穫ロボット

商品名：プロスカット PCM -15N

商品名：工程 's（こうていず）

商品名：SNSを活用した販売促進業務の運用代行サービス

紹

紹

紹

紹

紹

紹

紹

紹

ミニ
セミ

介：kintone や 業 務 を 自 動 化 する
RPA「アシロボ」
、
マネーフォワー
ドクラウドシリーズ、クラウド勤
怠等を体験できます。

株式会社サガプリンティング

介：46 型から 80 型までの大画面テ

レビに取り付け、タッチパネルディ
スプレイにするユニット。専用ペ
ンを使ってタッチ操作が可能。
コ
ストを抑えて、
電子黒板を実現。

ミニ
セミ

佐銀コンピュータサービス株式会社

介：見積・受注・発注・売上・仕入・在庫・
入金・請求・支払管理の基本機能
を備えています。業務の効率化に
必要な機能を追加できるカスタ
マイズ型の販売管理システム。

ミニ
セミ

株式会社ジムコ

介：ワンクリックで顧客と担当者、新

人担当者とベテラン担当者（サ
ポート）を接続するビデオ通話シ
ステム。効率のよい遠隔メンテナ
ンス作業を行うことができます。

株式会社ドコモCS 九州

介：農業の年間作業時間の約 6割を

占める「収穫作業」をロボットに
より完全自動化。
導入費用は無料。
ロボットが収穫した収穫高から売
上の15%を受け取るRaaSモデル。

株式会社とっぺん

介：プロスカットを導入することによ
り、カードカッター・名 刺内 製
化 によるコスト削 減 及 び 販 促
カード作成による売上、集客増
に繋がります。

ミニ
セミ

株式会社バッファロー

介：工程表編集ソフト、使い勝手は優
しく、機能はプロフェッショナル。
バーチャート
（工程表）上で、プロ
ジェクト、
生産計画の工程を作成、
編集、
シミュレーションができます。

ピツニーボウズジャパン株式会社

介：販促ツールとして効果的な SNS

の運用代行。イベント企画提案と
そのネット広報に効果的な L P 作
成 についても運用 代 行を行い、
企業の販売促進に貢献します。

株式会社プライム

商品名：ホームページ制作ソフト「ペライチ」

商品名：総合業務管理システム

商品名：知財創庫 ®

商品名：オフィスリンク

商品名：プラスVR

商品名：キキNavi

商品名：郵便料金計器 DM100S+

商品名：スマートフォンアプリ企画・開発・運営

紹

紹

紹

紹

紹

紹

紹

紹

ミニ
セミ

介：無料から作れるホームページ制

作ソフト「ペライチ」。１日でコ
ンテンツ作成・更新が簡単にで
き、自社の情報発信ツールとして
活用できます。

介：総合業務管理システムに「FB 入
金データ自動照会システム」を追
加。売掛金の入金消込作業が大
幅に簡略化できます。

介：台帳記帳と様々な付帯書類のデ

ジタルによる一元管理を、カード
型データベースと追記型完全記
録方式による記録管理で実現し
た台帳管理システムです。

介：全国のFOMA ／LTE エリアをオ
フィスの内線エリアとして利用で
きるサービスです。オフィスの固
定電話とも料金を気にせず通話
が可能です。

介：弊社の VR 開発技術を、みなさま

の課題に活かしませんか？エント
リープランから、フルオーダーメ
イドのシステムまで、VRをプラス
して事業をもっと活発に！

介：インターネットを経由して遠隔地

にある「TeraStation」
（NAS）
と
その管理者をつなぐリモート管理
サービスです。NAS 管理者の負
荷を大きく軽減します。

介：お客様オフィスで切手発行が可

能。後納郵便や切手と比較して
最大 85% の間接コストを削減
できます。
（月処理 500 通目安）

介：地域活性化や業務効率化、販路
拡大や売上UPなど、
お客様の様々
な要望に合わせたスマートフォン
アプリの企画・制作・運営を行っ
ています。

※ 企業名はカテゴリ別の 50 音順です。 ※ 各企業の商材に関しては、一部変更する場合がございます。

