
 

令和４年３月３１日 
市政記者各位                                          

福岡市総務企画局企画調整部 
福岡地域戦略推進協議会 

 

福岡市実証実験フルサポート 

事業採択プロジェクトの決定について 
 
福岡市と福岡地域戦略推進協議会（FDC）は、「福岡市実証実験フルサポート事業」におい

て、AI や IoT 等の先端技術を活用して社会課題の解決等を目指すプロジェクトを全国から募

集し、優秀なプロジェクトについて、福岡市での実証実験を様々な面でサポートしています。 

この度、新たにプロジェクトを採択しましたので、お知らせいたします。 

 
 

先端技術等を活用し、社会課題の解決等を目指す優秀なプロジェクトにつ

いて、関係部局等との調整や広報支援、実証フィールドの提供、国家戦略

特区を活用した規制緩和など、その社会実装に向けた実証実験を福岡市と

FDC がサポートし、新たなサービス・ビジネス創出を促進します。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kikaku/mirai/fullsupport.html 

 

採択企業とプロジェクト概要 

Gigi 株式会社、株式会社出前館 

 
こども未来支援サービス 

採択企業が民間企業等に寄付を募り、子育て世帯を対象に地域

の飲食店で食事を提供する仕組みについて、新たに、食事以外

の文房具等の提供や自宅への食事の配送機能を追加し、実証実

験を行うもの。 

【お問い合わせ先】 

福岡市総務企画局企画調整部 雪野・平城 

電話：092-711-4879（内線 1219） 

これまでのプロジェクトは 
WEBサイトをご覧ください 



福岡市実証実験フルサポート事業に、出前館とGigiによる「こども福岡市実証実験フルサポート事業に、出前館とGigiによる「こども
未来⽀援サービス」が採択未来⽀援サービス」が採択

⾷事や⽂房具を⽀援、デリバリーでも届ける新たな取り組みにスポンサーを募集⾷事や⽂房具を⽀援、デリバリーでも届ける新たな取り組みにスポンサーを募集

感謝や応援の気持ちを⾷事とともにお届けするフードテックサービス「ごちめし」「さきめし」「びずめし」を運営する感謝や応援の気持ちを⾷事とともにお届けするフードテックサービス「ごちめし」「さきめし」「びずめし」を運営する

Gigi株式会社(本社:福岡市、代表取締役:今井了介)は、⽇本最⼤級の出前サービス「出前館」を運営する株式会社出前館Gigi株式会社(本社:福岡市、代表取締役:今井了介)は、⽇本最⼤級の出前サービス「出前館」を運営する株式会社出前館

（本社:東京都渋⾕区、代表取締役社⻑:藤井英雄）と連携し提案した「こども未来⽀援サービス」が福岡市実証実験フル（本社:東京都渋⾕区、代表取締役社⻑:藤井英雄）と連携し提案した「こども未来⽀援サービス」が福岡市実証実験フル

サポート事業に採択されました。5⽉の実証実験開始に向けて、協賛企業を募集いたします。サポート事業に採択されました。5⽉の実証実験開始に向けて、協賛企業を募集いたします。

「福岡市実証実験 フルサポート事業」とは「福岡市実証実験 フルサポート事業」とは

福岡市実証実験フルサポート事業とは、福岡市と福岡地域戦略推進協議会がAI・IoTなどの先端技術を活⽤した社会課題

の解決や⽣活の質の向上などにつながる実証実験プロジェクトを全国から募集し、福岡市での実証実験を全⾯的にサポー

トするものです。

この度、当社と株式会社出前館（以下、出前館）が合同で提案する「こども未来⽀援サービス」が採択されました。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kikaku/mirai/fullsup/saitaitiran/R3_fullsupport_pj.html

(左から Gigi株式会社 代表 今井了介、株式会社出前館 執⾏役員 事業戦略推進本部 櫻井義⼤本部⻑ 、福岡市 ⾼島 宗⼀郎 市⻑）

PRESS RELEASE

報道関係各位

Gigi株式会社

https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kikaku/mirai/fullsup/saitaitiran/R3_fullsupport_pj.html


「こども未来⽀援サービス」について「こども未来⽀援サービス」について

背景背景

当社は、WEBでお⾷事を贈るギフトサービス「ごちめし」の仕組みを活⽤し、地域の飲⾷店をこども⾷堂として利⽤で

きる「街ごとこども⾷堂」を運営しています。

地域の飲⾷店の売上に貢献しながら地域コミュニティ全体でこどもを⽀援していく仕組みを構築し、多くの⽀援を届けて

きました。

そして、運営を続けるなかで多くの家庭にヒアリングをした結果、以下の課題を抱える家庭があることが浮き彫りになっ

ています。

●⼦育て世帯やこどものニーズは多様で、⾷事だけにとどまらない⽀援が必要とされている。

●忙しくて時間がとれない、近くに店舗が無くこどものみでの来店が難しいなど、移動そのものがハードルという状況も

存在する。

これらの課題を解決するため、当社の「街ごとこども⾷堂」の仕組みを拡⼤した「こども未来⽀援サービス」を、出前館

と共同で開始します。

今回の実証実験を通じて、福岡市における「こども未来⽀援サービス」の実現を⽬指します。

実証実験 概要実証実験 概要

① ⾷事に加え、⼦育てに必要な物資を⽀援

（例）おむつ、乳児⾷品、⽣理⽤品、⽂房具、カバン、体操服、など

② ⽀援物資の届け⽅に選択肢

直接来店することが難しい⽅にも⽀援を届けるため、デリバリー対応も実施

③ 対象

福岡市内在住の中学⽣以下のお⼦様がいるご家庭

１００名を⽬安にモニター募集（⽀援⾦の状況により変動）

④ 開始時期

2022年5⽉予定

「こども未来⽀援サービス」は、期間中、出前館の配達バイクに企業名やサービス名ロゴのラッピングなどが可能な協賛

プランを⽤意し、協賛企業を募集しています。

詳しくは、以下の特設サイトをご確認ください。

https://kodomomirai-fukuoka.hp.peraichi.com/https://kodomomirai-fukuoka.hp.peraichi.com/

この実証プロジェクトを通して、⼀⼈でも多くの福岡市のこども達に⽀援を届けることができるよう、皆さまのご⽀援、

ご協⼒をお願いいたします。

https://kodomomirai-fukuoka.hp.peraichi.com/


■「出前館」とは

「出前館」は、アプリやサイトから簡単に注⽂でき、さまざまなシーンで活⽤可能な全国47都道府県に展開する国内最

⼤級のデリバリーサービスです。サービスを開始以降、加盟店舗数は拡⼤し、現在100,000店舗以上になりました。フー

ドデリバリーサービスとして始まった『出前館』は、昨今では⽇⽤品の配達など"ラストワンマイル"の領域までサービス

を推し拡げ、進化し続けています。今後、フードデリバリーを起点とし、さまざまなシーンにフィットするサービスとし

て事業を拡⼤し、ライフインフラとして進んでまいります。（https://demae-can.com/）

【株式会社出前館 概要】

（コード番号：2484 東京証券取引所JASDAQ 市場）

所在地：〒151-0051 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕ 5丁⽬27番5号 リンクスクエア新宿 

代表者： 代表取締役社⻑ 藤井 英雄

WEBサイト：https://corporate.demae-can.com/

概要：⽇本最⼤級の出前サービス『出前館』の運営

資本⾦：1億円（2022年1⽉6⽇現在）

設⽴年⽉⽇：1999年9⽉9⽇

当社は、「ごちめし」「さきめし」「びずめし」を通じて、⼈とお店と地域にやさしいビジネスモデルを実現し、ʻPay 

it forwardʼ（ペイフォワード：恩送り・利他）の気持ちが社会に拡がり循環するサステナブルで新しい価値観を創造し

ていきます。

■「ごちめし」について■「ごちめし」について

「WEBを通じて・⼈さまに・お⾷事をごちそうできる」サービスです。

 

様々な思いやりを⼿軽に「ごちる」という形に変え、

⼈から⼈へ「ありがとう」「頑張ってね」「応援しているよ」などの気持ちを届けることが

できます。

「ごちめし」ギフトサイト 「ごちめし」ギフトサイト https://gochi.online/https://gochi.online/

＜公式アカウント＞

「ごちめし」公式サイト：https://www.gochimeshi.com/

Twitter        ：https://twitter.com/gochi_meshi

Facebook        ：https://www.facebook.com/gochimeshi.official

Instagram        ：https://www.instagram.com/gochimeshi_staff/

LinkedIn           : https://www.linkedin.com/company/gigi-inc/

■「びずめし」について■「びずめし」について

「ごちめし/さきめし」から⽣まれた飲⾷店の社⾷提供サービス「びずめし」は、地域コミュニティに企業と社員

 

がつながる新しい社⾷スタイルを提案するサービスです。

オフィスエリアも、社員の居住エリアでも、地域の飲⾷店を社⾷として利⽤することができます。

本社、拠点などでの勤務、外回りの多い部署や在宅など多様化する勤務形態に応じて、公平な福利厚⽣として導⼊いただ

けます。

また、飲⾷店に⾜を運ぶことで、新型コロナウィルスによる⼈々の⽣活の変化により影響を受けた地域経済を応援でき、

地域コミュニティの⼀員として企業・社員が地域に貢献できるサステナブルな取り組みにつながります。

「びずめし」サイト： 「びずめし」サイト： https://bizmeshi.jphttps://bizmeshi.jp

https://demae-can.com/
https://corporate.demae-can.com/
https://gochi.online/
https://www.gochimeshi.com/
https://twitter.com/gochi_meshi
https://www.facebook.com/gochimeshi.official
https://www.instagram.com/gochimeshi_staff/
https://www.linkedin.com/company/gigi-inc/
https://bizmeshi.jp


■「さきめし」について■「さきめし」について

さきめしは、「ごちそうさまの先払い」。

また⾏きたい「あのお店」で、また「ごちそうさま」を伝えるために。応援したい飲⾷店へ「また⾷べにいくからね」、

「がんばって乗り越えようね」という想いをこめて⾷事代を先払いし、後⽇お店を訪れてもらうサービスです。

「さきめし」公式サイト：「さきめし」公式サイト：https://www.sakimeshi.com/https://www.sakimeshi.com/

【受賞歴】

2020年 7⽉     ⽇本ギフト⼤賞2020  緊急特別賞「飲⾷店応援賞」

2020年10⽉  グッドデザイン・ベスト100 / グッドデザイン・グッドフォーカス賞 【新ビジネスデザイン】

2020年11⽉  2020 60th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS「ACCブロンズ」

2021年3⽉      TANGRAMS STRATEGY & EFFECTIVENESS @Spikes 2021 ブロンズ受賞

2021年4⽉    Forbes 30 Under 30 Asia 2021 Retail-Ecommerce部⾨（受賞者：ファウンダー 古川賢⼈）

※   ごちめし®※   ごちめし® ︎  さきめし®  さきめし® ︎  びずめし®  びずめし® ︎ は、Gigi株式会社の登録商標です。 は、Gigi株式会社の登録商標です。

■Gigi株式会社 会社概要

代表取締役    ：今井了介

本社所在地    ：福岡県福岡市中央区⼤名2-6-11

設⽴        ：2018年9⽉13⽇

事業内容    ：インターネットサービス事業

ホームページ    ：https://www.gigi.tokyo/

プレスリリース : https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/45433

Gigi株式会社のプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/45433

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

Gigi株式会社 PR 担当：猪野

email：marketing@gigi.tokyo

https://www.sakimeshi.com/
https://www.gigi.tokyo/
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/45433
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/45433


 

 
【本リリースに関する報道関係者からのお問合せ先】 

株式会社出前館／広報担当：小宮・杉本 Mail:pr@demae-can.co.jp 

報道関係各位 

2022 年 3 月 31 日 

株式会社出前館 

 日本最大級の出前サービス『出前館』（運営：株式会社出前館）は、感謝や応援の気持ちを食事とともにお届けするフードテックサービス

「ごちめし」「さきめし」「びずめし」を運営する「Gigi 株式会社」(本社:福岡市、代表取締役:今井了介、以下「Gigi」)と連携し提案した「こども

未来支援サービス」が、福岡市実証実験フルサポート事業に採択されました。この実証実験の 5 月の開始に向けて協賛企業を募集いたします。 

「福岡市実証実験フルサポート事業」とは、福岡市と福岡地域戦略推進協議会がAI・IoTなどの先端技術を活用した社会課題の解決や

生活の質の向上などにつながる実証実験プロジェクトを全国から募集し、福岡市での実証実験を全面的にサポートするものです。この度、『出

前館』と「Gigi」が合同で提案する「こども未来支援サービス」が採択されました。※ 

※・・・福岡市 HP：https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kikaku/mirai/fullsup/saitaitiran/R3_fullsupport_pj.html 

 
 

『出前館』、「Gigi」と連携した「こども未来支援サービス」が 

福岡市実証実験フルサポート事業に採択 

～食事や文房具を支援、デリバリーでも届ける新たな取り組みにスポンサーを募集～ 

 

mailto:pr@demae-can.co.jp
https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kikaku/mirai/fullsup/saitaitiran/R3_fullsupport_pj.html


 

 
【本リリースに関する報道関係者からのお問合せ先】 

株式会社出前館／広報担当：小宮・杉本 Mail:pr@demae-can.co.jp 

 

■「こども未来支援サービス」について 

＜背景＞ 

「Gigi」は、WEB でお食事を贈るギフトサービス「ごちめし」の仕組みを活用し、地域の飲食店をこども食堂として利用できる「街ごとこども食堂」

を運営しています。地域の飲食店の売上に貢献しながら地域コミュニティ全体でこどもを支援していく仕組みを構築し、多くの支援を届けてきまし

た。そして、運営を続けるなかで多くの家庭にヒアリングをした結果、以下の課題を抱える家庭があることが浮き彫りになっています。 
 

・子育て世代やこどものニーズは多様で、食事だけにとどまらない支援が必要とされている。 

・忙しくて時間がとれない、近くに店舗が無くこどものみでの来店が難しいなど、移動そのものがハードルという状況も存在する。 
 
これらの課題を解決するため、「Gigi」の「街ごとこども食堂」の仕組みを拡大した「こども未来支援サービス」を共同で開始します。今回の実証実

験を通じて、福岡市における「こども未来支援サービス」の実現を目指します。 

 

＜実証実験 概要＞ 

① 食事に加え、子育てに必要な物資を支援 

（例）おむつ、乳児食品、生理用品、文房具、カバン、体操服、など 
 
② 支援物資の届け方に選択肢 

直接来店することが難しい方にも支援を届けるため、デリバリー対応も実施 
 
③ 対象 

福岡市内在住の中学生以下のお子様がいるご家庭 

100 名を目安にモニター募集（支援金の状況により変動） 
 

④ 開始時期 

2022 年 5 月予定 

「こども未来支援サービス」は、期間中、『出前館』の配達バイクに企業名やサービス名ロゴのラッピングなどが可能な協賛プランを用意し、協賛

企業を募集しています。詳しくは、特別サイトをご確認ください。（https://kodomomirai-fukuoka.hp.peraichi.com/） 

 

この実証プロジェクトを通して、一人でも多くの福岡市のこども達に支援を届けることができるよう、皆さまのご支援、ご協力をお願いいたします。 
 
【『出前館』とは】 

『出前館』は、アプリやサイトから簡単に注文でき、さまざまなシーンで活用可能な全国 47 都道府県に展開する国内最大級のデリバリーサービスです。サービスを開始以降、加

盟店舗数は拡大し、現在 100,000 店舗以上になりました。フードデリバリーサービスとして始まった『出前館』は、昨今では日用品の配達など“ラストワンマイル”の領域までサービス
を推し拡げ、進化し続けています。今後、フードデリバリーを起点とし、さまざまなシーンにフィットするサービスとして事業を拡大し、ライフインフラとして進んでまいります。
（https://demae-can.com/） 

 
【株式会社出前館 概要】 
（コード番号：2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場） 

所在地：〒151-0051 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕ 5 丁目 27 番 5 号 リンクスクエア新宿  
代表者： 代表取締役社長 藤井 英雄 
WEB サイト：https://corporate.demae-can.com/ 

概要：日本最大級の出前サービス『出前館』の運営 
資本金：1 億円（2022 年 1 月 6 日現在） 

※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

mailto:pr@demae-can.co.jp
https://kodomomirai-fukuoka.hp.peraichi.com/
https://demae-can.com/
https://corporate.demae-can.com/
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