
令和３年１１月１５日 

 

県内初となる本格的５Ｇ実証環境を提供 

次世代ネットワークの活用を促進し、新たなビジネス創出を目指す 

すでに東京のＩＴ企業が入居開始 
 

公益財団法人ふくい産業支援センター（理事長 東村健治）は、県産業情報センター（坂井市丸岡

町）内に、県内では初の本格的な５Ｇ実証環境「5G Base FUKUI」を整備し１１月２９日から提供

を開始します。 

当センターでは「5G Base FUKUI」を起点に、５Ｇを活用した新たなビジネス創出を目指します。 

 

＜リリース概要＞ 

○入居施設を伴った本格的な５Ｇ実証環境の提供は県内で初めて 

○「5G Base FUKUI」では、５Ｇスポット、実証用５Ｇルーターが無償で利用可能。ソフト支援

も同時に展開し、５Ｇのビジネス利用や新たなビジネス創出を幅広くサポートしていく 

○入居施設を伴う本格的５Ｇ実証環境は全国でも例は少なく、既に東京のＩＴ企業であるテック

ファーム(株)が入居を開始 

○当センターでは、「5G Base FUKUI」の開始とあわせてセミナーイベントを開催 

 

＜参考書類＞ 

資料１ ５Ｇ実証環境「5G Base FUKUI」について 

資料２ テックファーム(株)の入居について 

資料３ ５Ｇ Base FUKUI 開設記念セミナーの実施について 

 

 

 

【本リリースに関するお問合せ先】 

（公財）ふくい産業支援センター 新産業支援部 

ＤＸ推進グループ 担当：大木、太刀内 

電話 0776-67-7416 / Emaii：dx-g@fisc.jp 

 

 



＜参考資料１＞ 

５Ｇ実証環境「5G Base FUKUI」について 

５Ｇ実証環境「5G Base FUKUI」では、５Ｇのビジネス利用や新たなビジネス創出を幅広くサ

ポートしていくため、以下の環境を提供します。（提供開始日：2021年 11月 29日） 

 

＜5G スポット＞ 

○５Ｇ対応モバイル端末で誰もが５Ｇ回線を利用できます（対応通信業者：ＮＴＴドコモ） 

○５Ｇ対応アプリの開発、動作検証などに利用できます 

○設置場所：福井県産業情報センター（坂井市丸岡町熊堂 3-7-1-16） 

＜利用可能施設・日時・条件＞ 

① ふくいＤＸオープンラボ ＝無料、平日、第２・４土日の 9:00～17:00利用可 

② コワーキングスペース  ＝無料、平日の 9:00～21:00利用可 

③ スタートアップエリア(入居施設)  ＝有料、365日・24時間利用可 ※入居審査あり 

・通信環境 5G(3.7GHz帯)  ・整備業者（株）ＮＴＴドコモ 

 

＜５Ｇビジネス実証サポートプログラム＞ 

 ５Ｇを利用したアプリ開発やビジネスでの活用を検討する企業に以下の支援を行います。 

（１）５Ｇルーターの無料貸し出し 

「5G Base FUKUI」で実証実験を行う事業者は、実証用５Ｇルーターが無料で利用可能。 

（２）専門家によるアドバイス、窓口相談対応 

  ５Ｇおよび５Ｇの活用が有効な技術（ＶＲ、ＸＲ、ドローン等）に関して専門家がアド

バイスします。 

（３）ビジネス活用支援 

５Ｇ対応アプリ開発先、インフラ事業者など提携事業者の紹介やマッチングを行います。 

 

＜すでに利用を希望している企業について＞ 

入居施設を伴った本格的な５Ｇ実証環境の提供は県内初。このような本格的な施設は全国でも珍

しいことから、すでに東京のＩＴ企業が入居を開始、アプリの動作検証で利用していく予定です。 

●テックファーム(株) 

東京都新宿区に本社を置く IT サービス企業。親会社は持株会社であるテックファームホールデ

ィングス(株)（JASDAQグロース上場）。2021年１１月から県産業情報センターのスタートアッ

プエリアに入居し、同社が開発中の５Ｇ対応アプリの動作検証などで利用。県内企業との協業も

視野に活動していく予定。 

●(株)永和システムマネジメント 

福井市に本社を置くソフトウェア企業。2021年度５Ｇ実証事業補助金（福井県）採択企業。 

膨大で精密な画像を用いた医療教材アプリを(株)日本医学教育技術研究所（福井大学発ベンチ

ャー企業）と共同開発中で、同アプリの 5G環境下での動作検証で利用する予定。 

 

■本件に関する問い合わせ先■ 

（公財）ふくい産業支援センター 新産業支援部 ＤＸ推進グループ 担当：大木、太刀内 

電話 0776-67-7416 / FAX 0776-67-7439 / Emaii：dx-g@fisc.jp 



＜資料２＞ 

 

テックファーム(株)の入居について 

 

１．概要 

入居者名  テックファーム株式会社 

入居施設  福井県産業情報センター ７階 スタートアップエリアＨ 

      （坂井市丸岡町熊堂３－７－１－１６） 

入居開始日 2021 年 11 月 1 日 

 

２．事業の概要 

所 在 地 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー 23 階 

代 表 者 代表取締役社長 千原信悟 

業務内容 独立系システムベンダーとして ICT ソリューション事業を推進。 

ドローンやＶＲ、５Ｇなどの最先端の分野でＮＴＴドコモやコクヨなどと

の実証実験も積極的に実施している。 

 業務支援向けシステムソリューションの開発・運用・保守 

 スマホ、タブレットや PC 等インターネットを活用したマーケティン

グソリューションの開発・運用・保守 

 システム・サービスコンサルティング 

 サーバ・ネットワークインテグレーション 

 自社プロダクトの開発及びサービス提供 

親会社は、テックファームホールディングス株式会社（JASDAQ グロース

に上場） 

 

３．入居しての活動 

・入居後は、５Ｇ対応アプリやシステムの実証環境として利用するとともに、県内に

おける５Ｇ、ＤＸ関連の事例創出を図っていく 

・福井県内でフルリモート勤務が可能なエンジニアの確保、開発体制の整備を目指し

ていく。将来的には当地での取引の拡大を通じて、地元の新卒採用を含めた雇用創

出、体制強化への展開を図っていく 

 

 

 

 

 

■本件に関する問い合わせ先■ 

（公財）ふくい産業支援センター 新産業支援部 ＤＸ推進グループ 担当：大木、太刀内 

電話 0776-67-7416 / FAX 0776-67-7439 / Emaii：dx-g@fisc.jp 



＜資料３＞ 

 

５Ｇ Base FUKUI 開設記念セミナーの実施について 

 

１．目的 

2021 年 11 月 29 日からの提供する５Ｇ実証環境「5G Base FUKUI」のスタートに

あわせてセミナーイベントを開催します。 

 

２．開催概要 

日 時 2021 年 11 月 29 日（月）13:00～16:30 （セミナーは 13:30～15:50） 

会 場 福井県産業情報センター ２階会議室ＡＢ、ふくいＤＸオープンラボ 

定 員 ４０名  参加費 無料 

主 催 （公財）ふくい産業支援センター   共 催 福井県 

協 力 (株)ＮＴＴドコモ、テックファーム(株)、(株)永和システムマネジメント 

ＵＲＬ http://www.fisc.jp/it/ 

 

３．内 容  

①事例セミナー １３時３０分～１５時５０分 

パート名 内容 

オープニング 

（10 分） 

主催者挨拶 

「5G Base FUKUI」および関連事業の説明 

基調セミナー 

（30 分） 

テーマ：「リアル」×「デジタル」で新たな価値を！ 

～スマート体験農園システムの挑戦～ 

講 師：（株）Ｒｏｏｔ（神奈川県南足柄市広町 45-1） 

代表取締役 岸 圭介氏 

事例セミナー 

（各 30 分） 

 

テーマ：「福井」×「テクノロジー」で新たなビジネスを！ 

～製造業、観光におけるＸＲ、ドローン活用事例～ 

講 師：テックファーム（株）（東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号 

東京オペラシティタワー23F） 

執行役員 遠藤 徳之氏 

テーマ：「デジタル」×「医療」で新たな波を！ 

～５Ｇ時代に向けた医療教材アプリ開発とビジネス展開～ 

講 師： (株)永和システムマネジメント（福井市） 羽根田 洋氏 

ディスカッシ

ョン（30 分） 

テーマ：地方の中小企業におけるデジタル活用について、聴講者も交 

えて意見交換、質疑応答を行う 

モデレーター：(株)ＮＴＴドコモ 5G エバンジェリスト 是永 大希氏 

   ※セミナー後、名刺交換の時間を多めに設けます  ※適宜、休憩をはさみます。 

   ※テーマは変更する場合があります 

 

②ＶＲ体験デモ １３時～１６時３０分 

隔地にいても 3D アバターとなって仮想ミーティングルームへ参加できる「XR

テレプレゼンスミーティング」を５Ｇ環境下で体験します。 

（協力：（株）ＮＴＴドコモ、テックファーム(株)） 

 

■本件に関する問い合わせ先■ 

（公財）ふくい産業支援センター 新産業支援部 ＤＸ推進グループ 担当：大木、太刀内 

電話 0776-67-7416 / FAX 0776-67-7439 / Emaii：dx-g@fisc.jp 


