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最新のITツールを活用すれば、
企業の明るい未来が見えてくる！
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経営にITを活かす！

佐賀県商工会議所連合会 TEL 0952-24-5155
佐賀県商工会連合会
TEL 0952-26-6101
E-mail : info@saga-cci.or.jp
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※駐車場は台数に限りがございます。満車の場合は恐れ入りますが周辺
の有料駐車場をご利用ください。

至武雄

至九州佐賀国際空港

県内外のITベンダー企業が佐賀市内に
一堂に集結！
『体験・相談・商談』ができるチャンスで
す！より生産効率を上げるためにITの導
入をご検討されたり、事業課題をITによっ
て解決したいとお考えの県内中小・小規
模事業所の皆様は、この機会に、ぜひお
越し下さい。
直接、最新のITツールに触れ、きっと自社
に合ったツールが見つかるはずです！
お問合せ先 佐賀県商工会議所連合会

●JP中央郵便局

県庁●

あなたの会社の生産性を向上させる最新のITツールがきっと見つかる！！
昨年、大変好評をいただきました当フェアがまた佐賀にやってきます！

至鳥栖

佐賀県商工会連合会

きる
で
相談
体験できる

TEL 0952-24-5155
TEL 0952-26-6101

FAX 0952-26-2831
FAX 0952-24-0929

主催／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
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
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ITを導入すると生産性が向上する！ そのヒントがココにあり！！
経営力向上 業務の効率化 残業の縮小

身近なＩＴの活用術や業務ごとに適したＩＴツールの展示、実際の
ＩＴツール導入事例などわかりやすくご紹介。
ＩＴ導入で変わる未来を会場で体感してみてください！

ITツールを提供するシステムベンダー（順不同）
1）株式会社九州コーユー
ITツール

【小城市】

インメタルタグ

2）川口弘行合同会社
ITツール

【佐賀市】

ファイル無害化アプライアンス「サニタイザー」

主な対象業種 建設業

主な対象業種 全業種

紹介ツール 工業・土木・インフラ分野でのIT管理をあ
きらめていませんか？金属製品にも屋外の過酷な状況下
でも使える、インメタルタグ。インメタルタグを活用すれ
ば、資産管理や保守点検管理等で業務の効率化と高度
化が図れます。

紹介ツール 社内ネットワークとインターネットを分離し
ている環境下で、ネットワーク間の安全なファイルの受け
渡しを実現するソフトウェアで、
「セキュリティの強靭化」
を図ることができます。

6）西日本電信電話株式会社
ITツール

【佐賀市】

セキュリティおまかせプラン

主な対象業種 全業種

3）株式会社ブイキューブ
ITツール

【福岡県】

V-CUBE One

技術伝承・手順書作成・動作改善 動画分析ソフトウェア「OTRS」

紹介ツール 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」
（一方
向での映像ライブ＆オンデマンド配信システム）のパッケージ。
会議、セミナー、教育研修など企業内のあらゆるシーンでのコミュニ
ケーションを図り、移動時間の短縮、効果的会議等を実現します。

8）株式会社富士通エフサス
ITツール

【佐賀市】

価値ある時間を創り出す「ＴＩＭＥ CREATOR（タイムクリエイター）」

紹介ツール 作業改善/技能伝承/手順書作成に利活用で
きます。動画による動作・時間分析で作業時間短縮・省
力化・コスト低減につながるソフトウェア。業務改善を推
進し、コストダウンと競争力強化を実現します。

紹介ツール 「TIME CREATOR（タイムクリエイター）」は、業務時
間外の残業申請や未申請時のPCシャットダウン機能などの「残業抑止」
を目的とした機能に加え、PCの操作ログをベースに、業務内容を見える
化する「働き方可視化」機能を備えたソフトウェアです。業務の見える化
で、個人と組織が時間を作り出し、新たな価値を生み出す」きっかけに！

11）株式会社佐賀電算センター

12）株式会社プライム

13）KDDIまとめてオフィス西日本株式会社 九州支社【福岡県】

ITツール

RPAツール「WinActor」

ITツール

主な対象業種 製造業

【佐賀市】

スマートフォンアプリ企画・開発・運営

主な対象業種 全業種

ITツール

MAGELLAN BLOCKS

ITツール

【佐賀市】

SNSを活用した販促業務の運用代行サービス

まとめてネットワークカメラ

ITツール

主な対象業種 全業種

店舗用アプリ

紹介ツール お店の情報発信に役立つお店専用の単独
アプリの構築を安価で行います。クーポンやイベント情
報・商品メニューの紹介・来店ポイントのスタンプ機能
などお得意様に特典をつけたサービス情報発信に役立
ちます。

10）株式会社サガプリンティング
ITツール

【佐賀市】

ホームページ作成ソフト
「ペライチ」

主な対象業種 全業種

紹介ツール 企 業 の 販 促 ツー ルとし て 効 果 的 な S N S
（Facebook・Instagram・LINE@）の運用を代行いたします。
併せて、イベント企画提案とそのネット広報に効果的なLP
（ランディングページ）の作成についても運用代行を行い、
生産性向上につながる企業の販売促進に貢献するサービスです。

14）freee株式会社

【伊万里市】

主な対象業種 小売業、サービス業

紹介ツール 専門知識不要、ノンプログラミングで利用
できるクラウドAIサービスです。需要予測や見込客抽出、
画像分類によるマーケティング面でのAI機械学習活用が
可能です。

9）合同会社佐賀SBC

5）株式会社三光
ITツール

主な対象業種 小売業

紹介ツール 不正なサーバとの通信やウイルス攻撃に対
する備えとして、ゲートウェイ装置での防御や企業向けセ
キュリティ対策ツール、サポートセンターでの通信監視・
復旧支援を行う遠隔サポートサービスをご提供致しま
す。
【佐賀市】

【佐賀市】

主な対象業種 製造業、小売業、金融業

主な対象業種 全業種

主な対象業種 製造業、サービス業、運送業

4）福博印刷株式会社
ITツール

主な対象業種 全業種

7）株式会社富士通マーケティング 【福岡県】
ITツール

※主な対象業種は導入割合にて記載しておりますが、
ご紹介しているITツールはある程度、
全業種に対応可能となっております。
詳しくは、各ベンダーのブースにてご相談ください。

【東京都】

会計 freee

紹介ツール 驚くほどカンタン！誰にでも使いやすい操作であっと
いう間にホームページの作成ができ全世界に公開できます！ペライチ
で作られたホームページはスマホ・タブレットに自動で対応しており、
専門知識がなくてもＳＥＯに最適化したページが作れます。オプショ
ン形式の料金プランで必要に応じた最適な形でご利用できます。

15）株式会社マイネット
ITツール

主な対象業種 全業種

【福岡県】

Venus Cloud

主な対象業種 全業種

紹介ツール WinActorは、純国産のRPA（RoboticProcess
Automation）ツールです。人間がパソコン上で行う定型的な作業を自動
化します。既存のシステムを変更することなく、業務効率化を実現し、処
理スピードや正確性が向上します。働き方改革を進める上で、労働生産
性向上を実現することが期待できるツール（ソフトウェアロボット）です。

紹介ツール 販路拡大・売上UP・業務の効率化、また地
域活性化など、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。ホーム
ページ管理や顧客管理などとの連携や、システムの一元
管理も可能です。

紹介ツール ネットワークを通して離れたところから画
像の視聴が可能。専門業者不要で簡単設置が可能で、
HD画質・30フレーム/秒の高画質画像を、オンラインバン
ク並みの暗号化でセキュリティも確保。また、リーズナブ
ルな価格を設定しています。

紹介ツール 「自動で経理」を活用して会計ソフトへの
入力・仕訳の手作業を大幅に削減できます。
また、販売管理も備えた会計ソフトです。

紹介ツール 中小企業向けに最適なSFA/CRM（営業・
顧客・業務支援ツール）です。バラバラに管理された情報
が一元管理され、各部署・担当者が必要な情報が共有
化され業務効率がＵＰします。
また見積書作成ツールなど
も統一され、
リアルタイムな 数値管理が実現します。

16）株式会社ドコモCS九州 佐賀支店 【佐賀市】

17）マイクロソフトイノベーションセンター 佐賀 【佐賀市】

18）株式会社ソアー

19）佐銀コンピュータサービス株式会社 【佐賀市】

20）株式会社アイティーインペル

ITツール

オフィスリンク

主な対象業種 サービス・金融・保険・医療・福祉・卸売・製造・公共業
紹介ツール 全国のFOMA／LTEエリアをオフィスの内

ITツール

Microsoft HoloLens

主な対象業種 教育、医療、建設、ゲーム制作業
紹介ツール 「HoloLens」はワイヤレスで頭につけるタイプのホ

ITツール

MR-EP(エムアール・エンドポイントプロテクション)

主な対象業種 全業種

ログラフィックコンピューティングです。
自分がその場にいながらバー
チャルな空間と融合した世界が体験できます。Windows10が搭載
されており、インターネットやいくつものアプリケーションが操作可能
です。
これまでの業務や教育の大幅な変革が期待できます。

21）サンビット株式会社

22）佐賀県産業スマート化センター サポーティングカンパニー
【福岡県】
凸版印刷株式会社 九州事業部

ITツール

Sales force

主な対象業種 製造・建設業
紹介ツール セールスフォースは、世界シェアNo.1の顧客管理・営

業支援ツールです。18年以上に渡りお客様がセールスパイプラインを
作り、受注を増やし、売上を拡大するお手伝いをしてきました。セール
スフォースで取引先や営業活動を管理すると、商談成約率の29%増
加、営業の生産性の36%向上、売上精度の45%向上を実現します。

ITツール

ビジネスエンドポイントプロテクションをベースにしたセ
キュリティサービスです。ウィルスチェック・リアルタイム
監視・Webフィルタリング等の機能をPC1台あたり月額
200円でご提供します。

顔認証カメラ

主な対象業種 流通・サービス業
紹介ツール カメラに顔認証機能を付与し、
「顔登録情報」と照合すること
で、防犯機能を強化すると共に、マーケティング等への活用をご提案致しま
す。

ITツール

総合業務管理システム（ＦＢ連携【入金消込、振込データ作成】・与信管理）

主な対象業種 全業種

紹介ツール MR-EPはウェブルート セキュアエニウェア

線エリアとして利用できるサービスです。iモードケータ
イ・スマートフォンのFOMA／LTE同士はもちろん、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。

【佐賀市】

【佐賀市】

ITツール

「ＦＢ入金データ自動照合システム」が追加されました。
金融機関のＦＢデータを活用し、この機能を利用する事
で売掛金の入金消込作業が大幅に簡略化できます。入金
消込業務にお困りのお客様に便利な機能です。

質問回答人工知能「Roanna」

主な対象業種 サービス業（教育・研修事業者）
紹介ツール 自然言語（人間の話言葉）での質問に対して自動的にAIが回答
することを実現したサービスです。AIが24時間365日人の代わりに働きます。
「ロアンナ」を導入することで劇的に生産性を向上させることが可能です。

見守りあんしんくん+eye

主な対象業種 サービス業（病院、介護施設、ディーサービス、医療機器レンタル）

紹介ツール 総合業務管理システムの新たな機能として

23）佐賀県産業スマート化センター サポーティングカンパニー
【福岡県】
ベルズシステム株式会社

ITツール

【佐賀市】

紹介ツール 「見守りあんしんくん+eye」はシステムが
常に対象者を見守る事で、転倒転落徘徊を早期発見でき
ます。さらに対象患者と施設スタッフの双方の負担を大
幅に軽減することが可能になります。モバイル通知機能
で早期対応が可能！

24）佐賀県産業スマート化センター サポーティングカンパニー
【東京都】
株式会社リクルートライフスタイル
ITツール

Airレジ

主な対象業種 飲食業、小売業
紹介ツール Airレジは、0円でカンタンに使えるPOSレジアプリです。必要なのは、iPadまたは

iPhoneとインターネット環境だけ。誰もがいますぐに使いはじめられます。さらにレシートプリンターとキャッ
シュドロアがあれば、より便利にお使いいただけます。Airレジを導入することで、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。

