
2018 年 10 月 23 日 

 

第 4 回「NCB IT ビジネスセッション」の開催について 

 

当社の子会社である西日本シティ銀行（頭取 谷川 浩道）は、本日、「第 4 回『NCB IT ビジネス

セッション』の開催について」を公表しましたので、お知らせします。 

詳細は、別紙をご参照ください。 

以 上 

 



 

2018 年 10 月 23 日 

 

第 4 回「NCB IT ビジネスセッション」の開催について 

 
西日本シティ銀行（頭取 谷川 浩道）は、最新の IT 情報やビジネスモデルを提供する、第 4 回「NCB 

IT ビジネスセッション」を開催しますので、お知らせします。 

当行は、今後も引き続き、新しい時代を担うスタートアップ企業・先駆的な技術の発掘や新分野  

進出を目指す企業・投資家の皆さまに、良質なビジネスが創出できるようサポートし、地域経済の  

活性化に貢献してまいります。 

記 

■ 概要 

日 時 2018 年 11 月 27 日（火）16：30～19：00（受付開始 16：00） 

会 場 
The Company イベントスペース 福岡 PARCO 新館 5 階 

（福岡市中央区天神 2 丁目 11-1） 

内 容 

（予定） 

１．開会挨拶 

２．IT 企業によるプレゼンテーション 

①ベルズシステム株式会社 
『AI が人の言葉を理解する社会へ～質問回答人工知能「Roanna」』 

②メドメイン株式会社 
『DeepLearning による病理画像診断ソフト「PidPort」』 

③オングリット株式会社 
『社会インフラの維持管理を AI×IT 土木で人材不足を解消する 

アウトソーシング事業』 
④株式会社サーキュレーション 
『採用以外で企業の課題を解決！IC・FR・プロ人材のシェアリングサービス』 

３．質疑応答 

４．交流会 

定 員 40 名（先着順）※定員に達し次第、申込受付終了といたします。 

申込方法 
ご案内チラシの参加申込書欄に必要事項をご記入のうえお取引支店へご提出、 

または FAX・E‐mail にてリテール営業部ビジネスローン営業室にお申込みください。 

申 込 先  
西日本シティ銀行 リテール営業部ビジネスローン営業室 
FAX：092-476-2255  E-mail：b-support@ncbank.co.jp 

申込締切 2018 年 11 月 22 日（木） 

参 加 費  無料 

主 催 株式会社西日本シティ銀行 

後 援 株式会社シティアスコム・株式会社 NCB リサーチ&コンサルティング 

以 上 

 

 

本件に関するお問い合わせ先
リテール営業部ビジネスローン営業室 山口・松園 

TEL092-461-1845 FAX092-476-2255 



（18.10-0）T

西日本シティ銀行は、最新のIT情報やビジネスモデルを提供する、「第4回NCB ITビジネスセッション」を開催します。
ITスタートアップ企業のプレゼンテーションをご聴講いただいた後、登壇企業との交流会を開催します。

ご興味のあるITスタートアップ企業とのビジネス創造の機会となれば幸いです。是非、お気軽にご参加ください。

以下のいずれかで
お申込みください。

本申込書にご記入頂きました個人情報は、本イベント申込受付管理事務及びイベント開催前後の申込者様への連絡に利用いたします。

申込期限：2018年11月22日（木）17：00

E-mail

〒

参 加 申 込 書

貴社名

ご住所

ご担当者さま

電話番号

ご興味のある
企業

※注　当行とのお取引がある場合ご記入ください。

お取引支店
（※注）

当日の
ご参加人数

①　　　　②　　　　③　　　　④

（期限前に定員に達した場合は、締め切らせていただきます。）

①幣行担当者へ本書をお渡
しください。
②下記の宛先までFAXにて
本書を送信ください。
③Ｅ-mailにて下記の必要事
項をメール本文に記入の
うえ送信ください。

西日本シティ銀行リテール営業部
ビジネスローン営業室　山口

092-461-1845TEL 092-476-2255FAX

b-support@ncbank.co.jpE-mail

お問い合わせ・お申込先

参加申込方法

2018年11月27日（火）
16：30～19：00（16：00～受付）

The Company 福岡PARCO新館５階
福岡市中央区天神2丁目11-1
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日　時

会　場

40名定　員 無料参加費

株式会社西日本シティ銀行主　催

株式会社シティアスコム
株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング

後　援

詳細については裏面をご参照ください。登壇企業

①ベルズシステム株式会社
『AIが人の言葉を理解する社会へ
  質問回答人工知能「Roanna」』

②メドメイン株式会社
『DeepLearningによる病理画像診断ソフト「PidPort」』

③オングリット株式会社
『社会インフラの維持管理をAI×IT土木で
  人材不足を解消するアウトソーシング事業』

④株式会社サーキュレーション
『採用以外で企業の課題を解決！ IC・FR・プロ人材の
 シェアリングサービス』

16：00～16：30 受付 (名刺をお持ちください) 
16：30～16：40 開会の挨拶
16：40～18：20 スタートアップ企業による
　　　　　  プレゼンテーション
18：30～19：00 交流会

当日のスケジュール



登壇企業一覧

①ベルズシステム株式会社 『AIが人の言葉を理解する社会へ　質問回答人工知能「Roanna」』

設　立 2001年4月

本社所在地 福岡市博多区博多駅南

沿　革

提携したい
業種

システム販売企業、コンサルティング企業、コールセンター
サービス企業、Web制作企業

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。
主な活用シーンとしては以下にフォーカスしています。
①社内問合せ自動対応
　働き方改革として社内の質問回答を自動化し、更に業務ナレッジもAIが蓄積します。
②WebサイトのFAQ
　既存のホームページに指定のコードを埋め込むだけで簡単に設置することが可能です。
③コールセンターの効率化
　お問合せの回答をSMSで送信することで対応時間を劇的に短縮することが
可能になります。
④店舗や施設のデジタルサイネージ
　多言語に対応し、訪日外
国人の方々の質問に対
して自動でAIが回答し
ます。

②メドメイン株式会社 『DeepLearningによる病理画像診断ソフト「PidPort」』

設　立 2018年1月

本社所在地 福岡市中央区荒戸

沿　革

提携したい
業種 医療関係（主に病院）

Medmainは、2018年1月に設立した福岡発の医療ITのスタートアップで
す。DeepLearningを用いた病理画像診断ソフト「PidPort」と医学生向け
のクラウドサービス「Medteria」の開発を行なっております。Medmain
は、世界中から集まった経験豊富なメンバーとともに、AI技術を通じて次世
代の医療をみなさまにご提案いたします。
今回出展させていただく「PidPort」は、現在開発中の病理画像診断ソフト
です。AI技術の１つであるディープラーニングと独自の画像処理技術に
よってスピーディーで高精度な病理診断を実現します。メドメインは、1年
以内に日本をはじめ世界各国の医療機関へ「PidPort」を提供することを目
指しています。

2018年  1月
2018年  5月
2018年  5月
2018年  8月

2018年10月

メドメイン株式会社設立
医学生向けクラウドサービス「Medteria」をリリース
Medmain USA Inc. （米国法人）を設立
AI特化VCの「DEEPCORE」と九州特化VC「ドーガン・
ベータ」より1億円の資金調達を達成
病理画像診断ソフト「PidPort」のα版リリース

2017年 2月
2018年 3月
2018年 5月
2018年 6月

2018年 9月
2018年 9月

2018年10月

ふくおかよかとこビジネスプランコンテストファイナリスト選出
オングリット株式会社設立
フクオカベンチャーマーケットマンスリーアワード受賞
北九州女性創業支援ひなの会ビジネスプランコンテ
スト優秀賞受賞
STARTUPWORLD CUP九州ロードショーファイナリスト選出
Startup GoGo西日本フィナンシャルホールディングス
賞受賞
YYコンテストグランドチャンピオン大会優勝

2001年 4月
2001年 5月
2002年 1月
2003年 1月
2004年 9月
2006年 3月
2010年11月
2015年 1月
2018年 2月

福岡県福岡市中央区天神にて設立
CampusBellz（学内情報コミュニケーションシステム）販売開始
ウェブサイト開発事業を開始
福岡県福岡市中央区渡辺通に移転
ネット通販トータルサポートサービス開始
福岡県福岡市博多区博多駅南に移転
ＥＣ-基幹統合型通販システムを開発
BUSINESS ROOMをリリース
質問回答人工知能「Roanna」をリリース

③オングリット株式会社 『社会インフラの維持管理をAI×IT土木で人材不足を解消するアウトソーシング事業』

設　立 2018年3月

本社所在地 福岡市中央区大名

沿　革

提携したい
業種 建設コンサルタント、医療関係(主に大学系列病院)

④株式会社サーキュレーション 『採用以外で企業の課題を解決！IC・FR・プロ人材のシェアリングサービス』 

設　立 2014年1月

本社所在地 福岡市中央区大名(九州支社)

沿　革

提携したい
業種

IT人材を必要とする企業、業務改善を検討している企業
企業経営者とのネットワークを保有している企業

【事業内容】
プロフェッショナル人材のシェアリングサービス
・経営支援アドバイザリーサービス/実働サービス 
・人材紹介サービス
・リサーチ・市場分析サービス/・プロジェクトチーム組成サービス
【企業PR】
『人材紹介・派遣ではありません! フリーランス・プロ人材のシェアリングサービス』
採用市場に出回らない優秀な人材のデータベースを1万人保有しております。 
その人材を採用・雇用と言った固定費で計上する
モデルではなく、業務委託、変動費で計上できるモ
デルにて、企業の経営、事業課題を短期的にスポッ
ト、PJTベースにて解決する新しいビジネスモデル
です。コンサルでも、顧問サービスでも、派遣でも、
人材紹介でもない、アメリカやイギリスでは一般化
されつつある注目のサービスです。

橋梁・トンネル等の点検事業をメインに、土木関連機器の開発、CAD図面
作成のテレワーク事業の3ラインナップで事業を展開しております。5年程
かけ国交省の点検要領をデータベース化し、AIを使用して、専門性の高い
土木用語や、知識を有しない未経験者でも作成可能なシステムを構築し実
際の点検現場で稼働させております。今まで土木業界に携わっていない未
経験者の方でも、テレワークで業務ができるため、就職困難者を含む社会
的弱者にアウトソーシングで委託し、その仕組
みを国内で構築した後、将来的には日本の社
会インフラの報告書作成を全国から受託し、
途上国にてサービスを展開させることによっ
て、日本の土木業界が抱える将来に渡る人材
不足と途上国での貧困問題を部分的にでも解
決できると考えます。日常生活に欠かせない
橋や道路を安全に末永く通行できる当たり前
の未来へ継承するのが、私たちオングリットの
純然たる理念です。

2014年 1月
2015年 3月
2015年 9月
2016年10月

2017年 1月
2017年 3月
2017年 5月
2018年 1月

渋谷にて創業
本社を丸の内に移転
ベストベンチャー100にて大賞 北尾賞受賞
東京大学・IBMとの共同開発プロジェクトがカットオーバー   
※業界初のAIツールを活用したマッチングサービスを展開
関西支社設立
東海支社設立
九州支社設立
本社を原宿へ移転

※「ガイアの夜明け」、NHK、NHK WORLDなどで放映。「プレジデント」「日経新聞」掲載。
その他テレビ・ラジオ出演、ビジネス誌、新聞などのメディア取材実績多数。


