
福岡市政記者各位
   令和３年 11 ⽉ 5 ⽇ 

経済観光⽂化局創業⽀援課  

DX 化モデルケース 取組み状況を発表します︕（取材依頼） 

福岡市は、公益財団法⼈九州先端科学技術研究所とともに、コロナ禍において、市内中⼩企業等がデジタル
技術を⽤いて経営基盤強化、ニューノーマルな社会に対応した事業再構築を進めるための補助事業を実施して
おります。 

この度、多種多様な採択モデルケースについて、進捗状況の発表を通じて、具体的な取組み内容など DX 化
の進め⽅を下記イベント内でお伝えします。 

これから DX 化に取り組もうと、今まさに検討している中⼩企業等の皆さまにとって必⾒です︕ 
詳細は別紙参照ください。また、登壇企業の個別取材も可能ですのでご連絡ください。 

１．概要 
イベント① FUKUOKA DX WORLD

    開催期間︓令和 3 年 11 ⽉ 8 ⽇（⽉）〜12 ⽇（⾦） 
    主催者︓FUKUOKA DX WORLD 実⾏委員会 
    発表⽇時︓11 ⽉８⽇（⽉）13 時 10 分〜14 時 10 分 

※オンライン開催

イベント② 第６回 ふくおか AI・IoT 祭り in SRP
    開催期間︓令和３年 11 ⽉９⽇ (⽕)〜11 ⽇ (⽊) 
    主催者︓FITCO（福岡市 IoT コンソーシアム） 
    発表⽇時︓11 ⽉ 11 ⽇（⽊）14 時 50 分~15 時 25 分 

※オンライン開催

イベント③ 明星和楽
    開催期間︓令和３年 11 ⽉ 18 ⽇（⽊）〜20 ⽇（⼟） 
    主催者︓明星和楽実⾏員会 
    発表⽇時︓11 ⽉ 19 ⽇（⾦）16 時〜17 時 

※オンライン開催

２．今後のスケジュール 
  令和４年２⽉頃に、採択されてからの取組みの成果報告会も別途開催いたします。 

● 中⼩企業 DX 促進モデル事業 福岡市  で a 検索 a 
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イベント① FUKUOKA DX WORLD 
 未来の働き⽅を創るための福岡発の地域最⼤級オンラインイベント 
  FUKUOKA DX WORLD は未来の働き⽅を創るために、多くの⼈や企業と協⼒して開催します。セミナー、研修、

デジタル展⽰会などさまざまな⼿法にて未来の働き⽅への⼀歩を推進します。 
 

【開催期間】 令和 3 年 11 ⽉ 8 ⽇（⽉）〜12 ⽇（⾦） 
【主催者】 FUKUOKA DX WORLD 実⾏委員会 
【ホームページ】 https://www.dxworld.jp/fukuoka/ 
【DX モデル事業発表会⽇時】 11 ⽉８⽇（⽉）13 時 10 分〜14 時 10 分 
【開催⽅法】 オンライン配信（登壇者は下の会場にて発表） 
【会場】 株式会社あつまる FUKUOKA OFFICE（福岡市中央区⼤名 2-4-22 新⽇本ビル 4F） 
【取材⽅法】 登壇後会場にて取材 
【登壇企業】 ⼩⾦丸⾏政書⼠事務所、ダブルエスワールド、株式会社はたなか、福岡運輸株式会社、 

リクルーティング・パートナーズ株式会社（五⼗⾳順） 
 

イベント② 第６回 ふくおか AI・IoT 祭り in SRP 
デジタル変⾰で創り出す福岡 〜FDX＝ふくおか×デジタル変⾰〜 

   オンラインにて３⽇間にわたり祭りを開催︕DX に取り組む先進企業、そして有識者が AI・IoT・ビッグデータの最新
活⽤事例やソリューションの紹介を⾏います。 

 
【開催期間】 令和３年 11 ⽉９⽇ (⽕)〜11 ⽇ (⽊)  
【主催者】 FITCO（福岡市 IoT コンソーシアム） 
【ホームページ】 https://www.fitco.jp/matsuri2021/ 
【DX モデル事業発表会⽇時】 11 ⽉ 11 ⽇（⽊）14 時 50 分〜15 時 25 分 
【開催⽅法】 福岡 SRP センタービル１階 SOIL スタジオよりオンライン配信 
【取材⽅法】 事前連絡のうえ、当⽇登壇後、福岡 SRP センタービル１階ロビーにて取材 
【登壇企業】 創ネット株式会社、福岡運輸株式会社、株式会社ふくや（五⼗⾳順） 
 

イベント③ 明星和楽 
 「異種交創」をコンセプトに、多様な⼈々が、交わり、新しいモノ・コトを創り出す「場」 

   リアルとオンラインのハイブリッドにて３⽇間にわたり開催︕『SYNTHESIZE』をテーマに、「リアルとバーチャル、異なる
種族・業種などのシンセサイズ」についてディスカッションする機会を創出します。 

 
【開催期間】 令和３年 11 ⽉ 18 ⽇（⽊）〜20 ⽇（⼟） 
【主催者】 明星和楽実⾏委員会 
【ホームページ】 https://myojowaraku.net/2021/ 
【DX モデル事業発表会⽇時】 11 ⽉ 19 ⽇（⾦）16 時〜17 時 
【開催⽅法】 オンライン配信 
【取材⽅法】 別⽇に⽇程調整のうえ取材 
【登壇企業】 アトム株式会社、ダブルエスワールド、株式会社プロステック、 

リクルーティング・パートナーズ株式会社（五⼗⾳順） 
 
 
 

別紙 

ホームページ 

ホームページ 

ホームページ 

 

＜取材について＞ 
・各イベントへの取材は、イベント主催者に直接ご連絡ください。 
・登壇企業への取材は、創業⽀援課にご連絡ください。 



 
福岡市中⼩企業等デジタルトランスフォーメーション促進モデル事業 

登壇企業⼀覧（※五⼗⾳順） 
 
 

登壇企業 DX 推進企業 事業概要 

 
 
アトム株式会社 

【⾷品製造・卸売】 

 
 
 
株式会社イーアイティー／ 
エコー電⼦⼯業株式会社 

FAX からデジタルへ受発注⽅式の再構築 
「⾷を通じてお客様に本物の感動を」独⾃の
販売網と⼯場直送による品質と低価格を実
現させた直売所スタイルの店舗展開を加
速。コロナ禍を乗り切る。複雑化する受発注
⽅式をデジタル推進、業種展開の加速を⽬
指す。 

 
 
⼩⾦丸⾏政書⼠事務所 

【⾏政書⼠】 

 
 
 
アークエルテクノロジーズ株式会社 

⾃動⾞登録・⾞庫証明等の事務の 
デジタル化 
デジタル庁開設や申請書の押印廃⽌など、
⾏政⼿続きのデジタル化に対応した業務転
換が急務となっている。事務デジタル化と共
に⾮対⾯接客等、新しい⽣活様式への対
応を⽬指す。 

 
 
創ネット株式会社 

【商社】 

 
 
 
⼀般社団法⼈  

IT 経営コンサルティング九州 

受発注システムと顧客データのデジタル化 
受注・⾒積⼊⼒や商品⼊荷処理のタイプレ
ス化、顧客データを活⽤したマーケティングオ
ートメーションの作成・販売を⾏い、顧客管
理の仕組みなどの他業界への展開を⽬指
す。 

 
 
ダブルエスワールド 

【アパレル】 

 
株式会社 CGworks／ 
スチームパンクデジタル株式会社／ 
ダズルワークス／ 
ふじたクリエイトスタジオ 

昭和ビンテージ洋品店のバーチャル店舗・ 
アバター接客による新しい顧客体験の 
提供 
主要な販売⼿法であった商業施設の催事
出展がコロナ禍で激減。バーチャル店舗・ア
バター接客により、「リアル接客と同等の満⾜
感」と「リアルにはない⾮⽇常」を感じられる、
新しい顧客体験の提供を⽬指す。 

 

参考 
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イベント③ 明星和楽 

イベント① FUKUOKA DX WORLD 
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イベント③ 明星和楽 



 

登壇企業 DX 推進企業 事業概要 

 
 
株式会社はたなか 

【弁当の製造・販売】 

 
 
 
SWANOIR 合同会社 

スマフォアプリを活⽤した、 
学校向けお弁当モバイルオーダーサービス 
コロナ禍により主事業である対⾯での弁当
販売量が減少。業態変換のため、スマフォア
プリを活⽤した、事前選択・発注システムの
新しい学校給⾷事業の展開を⽬指す。 

 
福岡運輸株式会社 

【物流】 

 
⼀般社団法⼈  
IT 経営コンサルティング九州／ 
株式会社ニッキ 

企業の垣根を超えた物流情報の 
連携プラットフォームの構築 
企業の垣根を超えた物流情報をシェア 
できる「物流情報プラットフォーム」を構築し、
物流全体での効率化・最適化により「⽌まら
ない物流」の維持提供を⽬指す。 

 
 
株式会社ふくや 

【⾟⼦明太⼦製造・販売】 

 
 
 
株式会社シティアスコム 

IoT を活⽤した⾃動在庫カウントの構築 
及び AI による発注計画の⾃動化 
「店舗」の棚卸と発注業務及び「物流」の 
多種多様な条件下で苦慮している商品発
注仕⼊業務を、⾃動在庫カウントツールと
AI 予測ツールで省⼒化と精度向上を 
実現、お客様にとって魅⼒的な商品提供・
売り場づくりを⽬指す。 

 
 
株式会社プロステック 

【医療機器の卸売・機器開発】 

 
 
 
アークエルテクノロジーズ株式会社 

⾃社開発医療機器の web サイトと 
顧客管理システム等の構築 
コロナ禍により医療機関への訪問営業等が
困難に。⾮対⾯型ビジネスモデルの実現に
向けた社内環境の整備と共に⾃社企画・ 
開発製品販売強化を⽬指す。 

 
リクルーティング・パートナーズ株式
会社 

【⼈材サービス】 

 
 
株式会社ローカルベンチャールーム 

求⼈検索サイト及び広告配信プラット 
フォームの構築 
求⼈広告を介さず求職者と企業が直接 
マッチングする求⼈検索エンジンが台頭。 
狭域（福岡）に特化し特⾊ある求⼈検索
サイトと広告配信スキームを構築し、業態転
換を⽬指す。 
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