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第 4回　生産性向上のためのITフェア

サガ アイティー フェア
SAGA IT FAIR
佐賀県商工会議所連合会 佐賀県商工会連合会 佐賀県中小企業団体中央会

共催：佐賀市、佐賀市地域雇用創造協議会

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、（公財）佐賀県地域産業支援センター、
（一社）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、国立大学法人佐賀大学

協力：佐賀商工会議所 情報通信部会
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第4回　生産性向上のためのITフェア

SAGA IT FAIR

県内企業の皆様の経営課題を解決できるI Tツールや商材・サービスが一堂に会する、

県内最大規模のI Tイベントです。生産性向上に資する IT 商材・サービスはもちろん、

災害や感染症等へのリスク対策や事業継続、情報セキュリティツール等に直接触れて、

ご商談いただけます。また、出展企業による PR タイムも実施します。ぜひご参加

ください！

SAGA IT FAIRとは

新型コロナウイルス
感染症拡大防止へのご理解・ご協力について

スペシャルブース
導入支援

業務整理

株式会社ワクフリ
【商材名】

参加ベンダー企業一覧
PRタイムの案内

PRタイムを実施する企業です。PRタイムスケジュールはP5 を
ご覧下さい。PR

PR

PR

IT導入補助金等登録ベンダー
I T導入補助金等に登録済みのベンダー企業です。補助金

PR 補助金

PR 補助金補助金

①. 以下に該当される方は、来場をご遠慮いただきますようお願い致します。

②. 会場内の新型コロナウイルス感染症対策について

・開催当日約1週間前までに海外への渡航歴または県外へのご移動履歴のある方
・開催当日、発熱（37.5℃以上）・咳などの症状がある方
・マスクを着用せずに来場される方やスタッフの指示に従っていただけない方

・参加される場合は、全員マスク着用をお願い致します。
・各会場の入口にてスタッフによる検温を徹底させていただきます。
・スタッフ、出展企業等関係者も、全員マスク着用を徹底致します。
・三密に近い状況と判断した場合は、適宜アナウンスし、注意喚起を図ります。
・アルコール除菌を各箇所へ設置しますので、ご利用下さい。
・開催時間中は会場全てにおいて換気を行います。
・開催後に感染者発生などが判明した際、保健所等関係機関への速やかな対応を図ると
　ともに、参加者全員への通知も行います。

なお、新型コロナウイルス感染症感染拡大状況によっては、中止または延期となる場合が
ございます。
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サガ アイティー フェア
SAGA IT FAIR

AI

勤怠管理

その他

クラウドサービス

感染症リスク対策

災害リスク対策

情報セキュリティ

商材カテゴリ

導入支援IoTRPA

テレワーク

感染リスク対策

QR名刺受付・イベント管理
「MyConnect クラウド」

株式会社佐賀電算センター
【商材名】

その他

LIVE 配信サポート付き
Webサイトの制作

株式会社EWMファクトリー
【商材名】

AI

「S-Smart 稼働管理」「S-Smart 作業支援」
「S-Smart 画像検査」「S-Smart 予兆保全」

株式会社システック井上
【商材名】

クラウドサービス

見守りあんしんくん＋ｅｙｅ

リコージャパン株式会社 佐賀支社
【商材名】

その他

会計システム

株式会社アイティーインペル
【商材名】

AI

HAMPANAI AI

ソホビービー株式会社
【商材名】

PR 補助金



ベーシックブース

第4回　生産性向上のためのITフェア

SAGA IT FAIR
参加ベンダー企業一覧

補助金

PR 補助金

PR 補助金

PR 補助金

AI

ベルズシステム株式会社
【商材名】質問回答人工知能 Roanna

AI

福博印刷株式会社
【商材名】AI-Scope

AI

株式会社 LightblueTechnology
【商材名】ヒューマンセンシングAIを活用した安全管理、業務効率化

AI

佐銀コンピュータサービス㈱
【商材名】画像認識システム

RPA

KPMGコンサルティング株式会社
【商材名】デジタルトランスフォーメーション（DX）支援

I oT

株式会社ウェッブアイ
【商材名】
工程表作成ツール「工程‘s」

勤怠管理

クロノス 株式会社
【商材名】就業管理システム「クロノスPerformance」

その他

その他

株式会社サガプリンティング
【商材名】ホームページ、ランディングページを「ペライチ」

その他

佐賀県産業スマート化センター
【商材名】施設機能全般

その他

株式会社ジェントルワークス
【商材名】バックオフィス代行およびI T導入を見据えた業務改善

クラウドサービス

テレワーク

東京海上日動火災保険株式会社 佐賀支店
【商材名】新型コロナウイルス等感染症による休業補償

情報セキュリティ

佐賀県警察本部
サイバー犯罪対策課
【商材名】
情報セキュリティクイズコーナー

情報セキュリティ

株式会社バッファロー
【商材名】安定と安心を提供できるバッファローの Wi-Fi

災害リスク対策

株式会社イーバイピー
【商材名】FILIST

I oT

株式会社オプティム
【商材名】OPTiM Land Scan

AI

株式会社 LIGHTz
【商材名】PincyPark

AI

株式会社佐賀電算センター
【商材名】AI-OCRソリューション「DX Suite」

PRタイムの案内
PRタイムを実施する企業です。PRタイムスケジュールはP5 を
ご覧下さい。PR

IT導入補助金等登録ベンダー
I T導入補助金等に登録済みのベンダー企業です。補助金

PR

PR

PR

PR

PRPR

PR

PR PR

PR

PR PR

株式会社 ソアー
【商材名】
ソアーあんしんクラウドシリーズ

その他

ダイワボウ情報システム株式会社
【商材名】Cisco Designed

株式会社とっぺん
【商材名】redeco

AI

Microsoft AI & Innovation Center SAGA
【商材名】AI・IoTを通じた新しい働き方の創出

テレワーク

Empowered JAPAN 
【商材名】テレワーク人材育成プロジェクト



出展企業によるプレゼン「PRタイム」も2つの会場で開催致します。出展企業の商材をもっと詳しく知ることがで
きるチャンスです。ぜひご参加下さい！（各社15分程度を目安としております）

第４回生産性向上のための IT フェアと連動して、佐賀市地域雇用創造協議会主催の協賛セミナーを開催致します。
基調講演に続き、ITフェア出展各社による PR タイムも開催しますので、ITフェア出展ブースの見学と併せて、本
セミナーにも是非、足をお運びください。

PRタイムのご案内PRタイムのご案内

佐賀から始める、最先端 IT経営導入セミナー佐賀から始める、最先端 IT経営導入セミナー

【会場】［1階］ハーモニーホールA、［2階］脊振【会場】［1階］ハーモニーホールA、［2階］脊振
PRタイムスケジュールPRタイムスケジュール

第4回　生産性向上のためのITフェア

サガ アイティー フェア
SAGA IT FAIR

会場レイアウト図会場レイアウト図

【1階】
ハーモニーホールA［左：PRタイム会場、基調講演会場］
ハーモニーホールB［右：ITフェア会場］

④
【2F】脊振［PRタイム会場］

【2階】フラワーホール［ ITフェア会場］

①

③

②

11：30～11：50

12：00～12：20

12：30～12：50

13：00～13：20

13：30～13：50

11：30～11：50

12：00～12：20

12：30～12：50

13：00～13：20

13：30～13：50

会場 ハーモニーホールA 背振の間

開催日時

対象出展社

時間帯 ③ ④②①

スペシャルブース出展社向けベーシックブース出展社向け

株式会社ウェッブアイ

株式会社イーバイピー

株式会社 LIGHTz

株式会社サガプリンティング

Empowered JAPAN

株式会社ウェッブアイ

株式会社イーバイピー

株式会社 LIGHTz

株式会社サガプリンティング

Empowered JAPAN

ベルズシステム株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社

株式会社佐賀電算センター

株式会社 Lightblue Technology

佐賀県産業スマート化センター

ベルズシステム株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社

株式会社佐賀電算センター

株式会社 Lightblue Technology

佐賀県産業スマート化センター

株式会社アイティーインペル

株式会社ワクフリ

株式会社システック井上

株式会社佐賀電算センター

ソホビービー株式会社

株式会社アイティーインペル

株式会社ワクフリ

株式会社システック井上

株式会社佐賀電算センター

ソホビービー株式会社

株式会社ジェントルワークス

株式会社オプティム

MAIC SAGA

クロノス株式会社

東京海上日動火災保険㈱佐賀支店

株式会社ジェントルワークス

株式会社オプティム

MAIC SAGA

クロノス株式会社

東京海上日動火災保険㈱佐賀支店

2月25日

50名

木 10：00～11：00

定員になり次第お申込みを
締め切りますので、ご了承願います。

【お問合せ】佐賀市地域雇用創造協議会

ホテルグランデはがくれ

「佐賀から始めるDX
　～地方のハンディとアドバンテージ～」

「withコロナ時代におけるAI/IoTの活用」

導入セミナーお申込みはコチラから

基調講演

佐賀県産業労働部産業政策課

北村 和人 氏

開催場所

ハーモニーホールＡ

佐賀市駅前中央１丁目8-32 i スクエアビル5F

・無料
・ITフェアに来場される方

参加費・参加対象

定員（先着順）

日本マイクロソフト株式会社
政策渉外・法務本部
地方創生担当部長
（働き方改革・地方創生・医療政策担当）

DX・スタートアップ推進室

宮崎 翔太 氏

14：00～17：00 オンラインセミナー

基調講演のみのご参加の
場合は、右記のQRコード
よりお申込み下さい

申込締切日：2月１９日（金）１7時まで



（いずれかの方法でお申し込み下さい）

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：0952-26-2831）

お申込み方法

お問い合せ事務局

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

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

※駐車場は台数に限りがあるため、満車の場合はお近くの有料駐車場をご利用下さい。

佐賀駅

堀江南

↑至大和

天神橋

264

神野東一丁目

唐人一丁目北

駅前交番西

ファミリーマート

朝日生命ビル

アパホテル

グランデはがくれアバンセアバンセ

佐賀市立
図書館
佐賀市立
図書館

ホテルルートイン

市役所南

大財三丁目

大財北町

267

29

会場MAP

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

Webでのお申込が困難な方はFAXにて下の申込書をお送り下さい
参 加 申 込 書

事業所名

住所

電話

参加者

参加者指名 メールアドレス

参加者指名 メールアドレス

参加者指名 メールアドレス

参加者指名 メールアドレス

参加者指名 メールアドレス

参加者指名 メールアドレス

6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。

（　 　  　　　）　　　　    ー

業種

※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。
※三密対策として来場者多数の場合、受付にて入場制限を行う場合があります。

製造〒

所属団体

※該当する団体に○をつけてください

※該当する業種に　  をつけてください

商工会議所
商工会
その他

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

AI IoTRPA 勤怠管理導入支援
感染症リスク対策

クラウドサービス
災害リスク対策情報セキュリティ その他テレワーク

サービス その他（　　　　　　業）

建設 卸 飲食 小売

新栄小学校前

マリトピア

208


