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ショーケース・ギグ、初の地方自治体連携となる仙台拠点を開設
東北地方の IT 活用支援と雇用創出を目指す
～仙台駅牛たん通りにて行列解消を目的とした事前注文決済実証実験を 1 月より開始～

2018 年 11 月 28 日 立地表明式にて
左より ショーケース・ギグ 代表取締役 新田 剛史、郡 和子仙台市長、ショーケース・ギグ 取締役 CTO 石亀 憲

株式会社 Showcase Gig（本社：東京都港区、代表取締役：新田 剛史、以下「ショーケース・ギグ」）は、こ
の度、東北地方での IT 活用促進と雇用創出を目的に、仙台市内に拠点を設立することを決定いたしまし
た。本件がショーケース・ギグとして初めての地方拠点となります。開設に先立ち、本日、仙台市役所にて郡
和子市長に立地表明書を提出いたしました。
■仙台拠点開設の背景
仙台市ではこれまで多様な産業の振興に取り組み、143 件の市内立地が実現し、新たに 8,000 人を超え
る雇用が生まれています。（※平成 20 年～29 年累計）今後も進める中で「主に若手人材の首都圏流出」
「雇用受け入れとなる先進企業の誘致」などが課題となっておりました。ショーケース・ギグは、当社の強みで
あるモバイルオーダープラットフォーム「O:der（オーダー）」を仙台市をはじめとした東北地方に広げることで
実店舗の利便性向上・省人化支援に努めるとともに、次世代の人材育成の拠点として若手人材の雇用創出
の受け皿となるべく、仙台市内に拠点を開設するに至りました。
これにより、東北地方における若手 IT 人材を多数輩出し、企業誘致のさらなる促進などの効果を見込ん
でおります。
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■東北エリアにおける事業展開
仙台支社では東北エリアにおけるモバイルオーダープラットフォーム「O:der」および省人化店舗を中心と
した開発を強化し、飲食・小売店舗の利便性向上・省人化支援に努めてまいります。また、仙台におけるデ
ジタルを活用したイベント企画・運営を手掛けるショーケース・ギグの子会社 borderact 株式会社と連携し、
東北エリアの飲食・小売店への「O:der」導入やその販促活動を進めてまいります。
その第一弾として、全国に 18 店舗を展開する牛たん焼専門店『味の牛たん喜助』の JR 仙台駅店で
2019 年 1 月より「O:der」導入の実証実験を開始予定です。同店舗は仙台駅直結の『牛たん通り』内に位置
し、連日観光客などで賑わう一方で、行列による混雑と長い待ち時間が課題となっています。
今回の実証実験では、来店前に「O:der」のスマートフォンアプリ（iOS/Android 対応）から同店舗のお弁
当の注文と決済を済ませることで、店頭で待たずにできたて弁当の受け取りとキャッシュレス会計が可能とな
ります。また、店舗側では電話や口頭による注文受付のオペレーション削減に加え、会計業務の負荷も削減
できるため、店舗スタッフの省人化が図れるだけでなく、接客品質の向上や人件費削減と回転率向上による
売り上げ効果が見込めます。
実証実験概要
『味の牛たん喜助』 JR 仙台駅店
＜実証実験＞
期
間： 2019 年 1 月実施予定
対象商品： お弁当
＜店舗情報＞
住
所： 仙台市青葉区中央 1-1-1 仙台駅 3 階牛たん通り内
アクセス ： 仙台駅 北 1 番出口 徒歩 1 分
電話番号： 022-221-5612
営業時間： 11:00～22:00（L.O.21:30）
定 休 日 ： 無休

△店舗外観

拠点概要
1. ショーケース・ギグ 仙台支社
名称：株式会社 Showcase Gig 仙台支社
所在地：仙台市青葉区内に開設予定
営業開始日：2019 年 2 月より開始予定
事業内容：東北エリアにおける O:der プラットフォームの開発・提供、省人化店舗開発／省人化店舗プラット
フォーム、デジタルサービス開発
2. borderact 株式会社
会社名：borderact 株式会社（読み：ボーダーアクト）
株主構成：株式会社 Showcase Gig 100％子会社
所在地：仙台市青葉区国分町 3-4-20 SEIWA BLDG.5F
代表者：代表取締役 葛西 義信
事業内容：企業向けマーケティングプロモーション、販促物制作、マスメディ
ア・ソーシャルメディアと連動したリアルイベントの企画・運営、デジタルを活
用した店舗運営支援の販促 など
企業 URL：https://www.borderact.jp/
△borderact ロゴ
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■コメント
仙台市長 郡 和子 様
このたびモバイルオーダーサービスのパイオニアである株式会社 Showcase Gig 様が、新田様と石亀様の
故郷である本市に全国初となる地方拠点開設を決定いただいたことに心からお礼を申し上げます。高い技
術力とノウハウを持った Showcase Gig 様の進出は本市経済の活性化に大きく寄与するものと考えており、
仙台の魅力を益々高め、ひいては東北地域全体の活性化へと繋がっていくことと期待しております。
株式会社 Showcase Gig 代表取締役 新田 剛史
このたび、仙台市の皆様の支援を受けて、私と CTO の石亀が生まれ育った故郷で、Showcase Gig 初の支
社を構えることになったのは大変に感慨深い想いがあります。子会社として新設した borderact 株式会社と
ともに、これから仙台および東北における産業のデジタル化を盛り上げ、IT 人材の育成及び雇用創出に
ついて、注力していきたいと思います。

■「O:der（オーダー）」とは
モバイルオーダープラットフォーム「O:der」とは、飲食・小売店の省人化、キャッシュレス、顧客満足度向
上を実現するサービスです。POS レジやデジタルサイネージなど、従来の端末とも連携可能で、モバイルオ
ーダープラットフォームとしては国内ナンバーワンの実績を有しています。
機能紹介
①モバイルオーダー...個人利用者は来店前にアプリで注文し、店舗はそれを受け指定された時間に提供
できるように商品を用意。
②事前決済...アプリ内のクレジットカード決済が可能でレジでの支払いが不要
③スタンプカード...アプリ内でのデジタルカード上にスタンプを付与
④ニュース／クーポン配信...独自のお得な情報を配信
⑤その他...注文管理、顧客管理、POS レジ連携、売上管理など

O:der
iOS 版（App Store）
Android 版（Google Play Store）
※App Store もしくは Google Play ストアより「オーダー」で検索の上、ダウンロードいただけます。
※「App Store」は、米国および他の国における Apple Inc.の商標または登録商標です。
※「Google Play」は、Google Inc. の商標または登録商標です。
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■株式会社 Showcase Gig について
ショーケース・ギグは、オムニチャネル・モバイルペイメント領域に数多くの実績とノウハウを持ち、企業の
デジタル戦略支援やモバイルオーダーイプラットフォーム「O:der（オーダー）」を提供しています。その他に
も、小売・飲食・鉄道などの運営者向けにスマートフォンにおける事前注文・決済機能による店舗オペレーシ
ョンの効率化や AI を活用したチャットボット接客サービスなど、IoT を駆使したデジタルプラットフォームを提
供しています。
概要
会社名： 株式会社 Showcase Gig（ショーケース・ギグ）
所在地：東京都港区青山 4-1-6 セブン南青山ビル 4F
代表者： 代表取締役 新田 剛史 設立：2012 年 2 月
事業内容：O:der プラットフォームの開発・提供、省人化店舗開発、省人化店舗プラットフォーム、デジタル
サービス開発
企業 URL：https://www.showcase-gig.com/
創業者プロフィール
代表取締役 新田 剛史（にった たけふみ）
1978 年 3 月生まれ、仙台市出身。東京ガールズコレクションのプロデュサーとしてビジネス面の責任者を務
めた後、2009 年、株式会社ミクシィ入社。ソーシャルビジネスの責任者として、NIKEiD とコラボレーションし
た “ソーシャルバナー”や“mixiXmas”などのヒットコンテツを生み出し、オンラインから店頭への送客施策に
おいては数々の実績を残す。2012 年、株式会社 Showcase Gig 設立。
取締役 CTO 石亀 憲（いしがめ あきら）
1978 年 12 月生まれ、仙台市出身。大学卒業後、システム会社を立ち上げ、エンジニアとしてモバイルを中
心とした各種開発業務に携わった後、株式会社ミクシィとのジョイントベンチャー、株式会社 tuth を設立、副
社長に就任。mixi、Facebook、Twitter を横断したマーケティングプラットフォーム“StageSync”やソーシャル
アドソリューション“エキスパンドバナー”システムなどを開発し、数多くの企業において導入実績を残す。
2012 年、株式会社 Showcase Gig を共同設立。

本件に関するお問い合わせ先
株式会社 Showcase Gig 広報 高堂(たかどう) Email：press@showcase-gig.com ／ TEL：03-5772-2947
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