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縄県知事 玉城デニー

ダイヤモンドスポンサー（幹事会員）

プラチナスポンサー（幹事会員）

幹事会員

主催：ResorTech Okinawa おきなわ国際IT見本市実行委員会

日程：2020年2月5日●・6日● 会場：沖縄コンベンションセンター水 木

同時開催

2019年度
プレ開催

国内外のテクノロジー企業が沖縄に集結
観光・宿泊・飲食・小売・製造・農業等向け課題解決

おきなわ国際IT見本市

商談内容来場者

下記企業・団体

● ホテル
● レストラン
● 飲食業
● 小売
● 旅行会社

● 観光協会
● 観光施設
● 商店街
● マリンアクティビティ
● 交通事業者

● 国・都道府県・市町村
● 製造業
● 医療・福祉
● 農業・水産業
　　　　…など

下記ＩＴテクノロジーサービス提供企業

● キャッシュレスサービス ● チャットボット/ＲＰＡ
● リアルタイム翻訳サービス ● 多言語コミュニケーション
● リコメンドサービス   ● ロボティクス
● ＡＩスピーカー    ● マリーンスポーツテック
● 水中ドローン    ● ドローン&ハイヤー
● スマートシティ・Ｍａａｓ ● 観光アプリ
● 社会課題を解決するＩＣＴソリューション など

出展者

来場者メリット

来場のながれ

◆ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット・ドローン・ＶＲ/ＡＲ等のＩＴテ
クノロジーを活用した業務効率化、付加価値向上

◆拡大するキャッシュレスへの対応

◆ＷＥＢやアプリを活用した宣伝広告

◆人手不足の解消

◆東京オリンピック等で増加が予想されるインバウンド
観光客への対応

（外国人客への多言語対応等） …など

ホームページへ
アクセス
来場登録ページへアクセス

し来場者基本情報を入力

https://www.resortech.okinawa/

リゾテック 検索

登録完了の
メールをチェック
登録情報に誤りがないかご

確認ください。

QRコード付きの
ご予約確認書を
プリントアウトして
ご来場ください。
ご来場の際にはQRコードを会場受付の

端末にかざしてご来場ください

予約確認・変更

ご予約確認書は
こちらより

1 2 3

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

ゴールドスポンサー    

 一般社団法人 宿泊施設関連協会／株式会社日立製作所 ・ 沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社／三井物産株式会社 ・ 三井情報株式会社／

沖縄電力株式会社／日本オラクル株式会社／西日本電信電話株式会社／NTTコミュニケーションズ株式会社／株式会社 JTB沖縄

コーラルスポンサー

株式会社りゅうせき／那覇空港ビルディング株式会社

／日本トランスオーシャン航空株式会社

※事前登録が必要です

来場 招待

入場無料

要事前登録

TM



A1 A2

スタートアップ ピッチ

前半

スタートアップピッチ

後半

A1 A2

スタートアップ ピッチ
前半

スタートアップピッチ
後半

SDGｓカードゲーム

&

シビックハッカソン

沖縄発スタートアップ
CEO と投資家による

トークセッション

沖縄県事業合同成果発表会
沖縄型オープンイノベーショ

ン創出促進事業
「INCEPTION BY THE 

MVP」
&

イノベーション創出人材育成
事業

「DIVE INTO」

『エンジェル投資家から見た沖縄～
さらなる成長ステージに向けて』

（個別セッション）

『スタートアップと
イノベーション』

（トークセッション）

ResorTech Okinawa
リゾート観光行動（Resort）

地域の社会活動（Social Activity）
I T （Technology）

リゾート観光行動を便利で楽しくするテクノロジー

地域の暮らしを便利で豊かにするテクノロジー

宿泊、購買、移動、アクティビティなど一連の観光行動を、便利で、楽しくするためのテクノロジー全般。 

マーケティング、同時翻訳、キャッシュレス、ストレスフリーな移動支援、省力化ロボット、海洋ドローンなど多岐にわたる。

成長する観光産業、技術革新が著しい IT 産業、沖縄の２大産業である両産業を成長のエンジンとし、

イノベーティブな社会変革を起こす。

交通 宿泊 飲食
買物

手続
参観

体験

仕事

イノベーティブな社会変革へ

快適な
「社会サービス」

快適な
「観光」

スケジュール

2月６日（木）

展示棟 ステージ
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展示棟 B1 B2 B5～B7 

オープニングセレモニー

TOPメッセージ

スポンサープレゼン❶ ダイヤモンド

ResorTech Award

スポンサープレゼン❸ プラチナ

スポンサープレゼン❹ プラチナ

スポンサープレゼン❷ ダイヤモンド

MOU 締結式❷

MOU 締結式❶

シンポジウム

見本市

1 日目

インダストリンク

IT ソリューション商談会

e スポーツシンポジウム アジア IT 事業

成果発表会

スペシャルセミナー
株式会社アマデウス・ジャパン

パネルディスカッション

展示棟 ステージ

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

展示棟 B1 B2 B5～B7 

スポンサープレゼン❶ ダイヤモンド

スポンサープレゼン❺ プラチナ

スポンサープレゼン❶ ゴールド

海外出展企業紹介

スポンサープレゼン❷ ダイヤモンド

見本市

2 日目

IOT 事業成果発表会

スペシャルセミナー

DiDi モビリリティジャパン株式会社

ＩＴＣ沖縄　

IT 経営カンファレンス 2020 

“儲かる経営体質” の

ヒントがここにある！

ITC 沖縄設立記念フォーラム

ResorTech Okinawa おきなわ国際IT見本市
実行委員会事務局 担当：柴崎・東口

ResorTech Okinawa おきなわ国際IT見本市
サポートデスク 担当：大城・和田

〒900-0004　沖縄県那覇市銘苅2丁目3―6 那覇市IT創造館4階

一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター内　

受付時間：9：30～17：00（土・日・祝日除く）

TEL：098-953-8154　E-mail：resortech@isc-okinawa.org

〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地3-1-1　日本生命那覇ビル

株式会社沖縄コングレ内

受付時間：9：30～17：30（土・日・祝日除く）

TEL：098-869-4220　FAX：098-869-4252　E-mail：resortech@okicongre.jp

お問い合わせ先
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インダストリンク

IT ソリューション商談会



展示棟 メインステージ2020年2月5日（水） 10:45-12:00　　

シンポジウム 2020年、近未来の旅 ーデザインする旅へー

JAL×ANA×Instagram×awsの競演

● ANAホールディングス株式会社
 デジタル・デザイン・ラボ
 チーフ・ディレクター兼 アバター準備室長

 津田 佳明 氏

● Facebook Japan株式会社
 Travel
 Client Partner Manager

 希代 翔 氏

● アマゾンウェブサービスジャパン株式会社
 パブリックセクター営業本部
 本部長

 大富部 貴彦 氏

● 日本航空株式会社
 デジタルイノベーション推進部
 イノベーション推進グループ
 グループ長

 清水 俊弥 氏

● ファシリテーター

 崎山 一葉 氏

テーマ

先進DX企業経営者からのメッセージ

DX（デジタルトランスフォーメーション）を牽引する企業経営者
から、核心的なDXの取り組み、ResorTechや沖縄への期待を
語っていただきます。

テーマ

講師

展示棟 メインステージ2020年2月5日（水） 14:00-15:00　　

ResorTech AWARD

展示される技術、製品、サービスの中から

とくに優れたものを表彰する。

出展者が事前に応募した出展品・案件につ

いて、「ResorTech Award  審査委員会」

が有益性・市場性・将来性の観点、技術的観

点等から、イノベーション度が高く優れて

いると評価できるものを審査・選考し、表

彰するものである。

・総合グランプリ　1点

・イノベーション部門　1点

・海外部門　1点

テーマ

先端技術体験ゾーン

■ ANAホールディングス株式会社
 ANA　アバター（遠隔コミュニケーションロボット）　
 アバターロボットを活用した観光誘致及び
 新観光サービスの開発

■ 株式会社日立製作所
 接客や案内サービスを行うコ
　 ミュニケーションロボット「EMIEW」

■ 株式会社セルテック
 協働ロボットによる微少ワーク作業支援システム

■ Lilz株式会社
 CEATECH AWARD 2019
 “トータルソリューション部門”グランプリ受賞
 アナログメータからデジタルメータまで値を
 自動読み取りする「LiLz Gauge」

先端技術については、県内で実際に体験できる機会

が少ないことから、本見本市において先端技術体験

ゾーンを設置し、新たなサービス・価値創造や、人手

不足対応等の社会課題解決に資する先端技術の可能

性を、来場者等に体験いただく。

25歳定年とも言われるeスポーツ選手を、セカンドキャリアも踏まえた上で大学・高校一貫で行っ

ている台湾eスポーツ教育の第一人者であるHsun-Hung Chan博士を招き、その教育方針を学ぶ

事でゲームをどう社会生活でプラスに活用するかを考える。

・特定非営利活動法人ITコーディネータ協会

　ITを活用した中小企業戦略～ITがもたらした新時代とITCの役割

・基調講演１  “沖縄発！世界のブランド創り”　

　　　　　　株式会社コーカス（SuiSavon 首里石鹸）　

　　　　　　代表取締役 緒方 教介　　　　　　

・基調講演２ 「食」を通じて地域を豊かにするTrunqの挑戦

　　　　　 株式会社トランク（ワイン食堂トランク、プーゾチーズケーキセラー）

　　　　　 　代表取締役社長 野間 謙策

・基調講演３ “今取り組むべき人間尊重経営におけるIT活用”

　　　　　 有限会社大宮工機　

　　　　　 専務取締役　 宮城 光秀氏

・パネルディスカッション

※内容は現時点での案であり、諸事情により変更となることがあります。

展示棟 メインステージ2020年2月5日（水） 9:00-9:30　　

オープニングセレモニー
・オープニングアクト  ・関係者挨拶
・テープカットセレモニー ・海外連携協定（MOU）締結式

展示棟2020年2月5日（水）・6日（木）

ファシリテータ

パネルディスカッション（3キャリアカンファレンス）

会議棟B12020年2月5日（水） 15:00-16:00　　

テーマ

eスポーツシンポジウム

eスポーツと教育（詳細内容調整中）

会議棟B12020年2月5日（水） 13:00-14:30　　

パネリスト

特定非営利活動法人ITコーディネータ沖縄
設立記念フォーラム

ITC協会担当部長　山川元博
北海道ITC協議会　赤羽幸雄
NPO ITC茨城理事長　大久保賢二
NPOヒューリット経営研究所理事　川野太
ファシリテーター　ITC沖縄代表理事　比嘉智明

会議棟B12020年2月6日（木） 10:30-12:00

テーマ

IT経営カンファレンス 2020 in 沖縄

”儲かる経営体質”のヒントがここにある！

会議棟B12020年2月6日（木） 13:00-17:00

展示棟 メインステージTOPメッセージ 2020年2月5日（水） 9:30-10:00
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SCSK株式会社
代表取締役 社長執行役員
最高執行責任者

谷原 徹 氏

沖縄セルラー電話株式会社
常務取締役

山森 誠司 氏

Program Guide

● 株式会社ＮＴＴドコモ

 本高 祥一 氏
 法人ビジネス戦略部　部長
 ５Ｇで実現する’産業革命’について（仮題）

● 沖縄セルラー電話株式会社

 國吉 博樹 氏
 執行役員　営業本部ビジネス開発部長
 沖縄セルラーアグリ&マルシェ　代表取締役社長
 ５Ｇで描く沖縄のSocity5.0（仮）

● ソフトバンク株式会社

梅村 淳史 氏
法人プロダクト&事業戦略本部
法人５Ｇ推進室室長兼同本部　
モバイルＥＳ統括部　統括部長
来る５Ｇ時代に向けた、ソフトバンクの取組のご紹介

デビッド・シェーン氏



お得なホテルパックをホームページで案内中!エクスカーションも今後案内予定！ https://www.resortech.okinawa/ リゾテック 検 索

会議棟B2スペシャルセミナー 2020年2月5日（水） 11:00-12:00

アマデウスが考える
未来のスマート・ツーリズム、
そしてスタートアップへの取組

Okinawa Inception（はじまり、発端、開始）

都市化とオーバーツーリズム

が世界規模で課題となる中、快

適でスマートなトラベルエク

スペリエンスやエコシステム

とは何でしょうか。最先端のテ

クロノジーを提供している弊

社事例に加え、未来の旅行を形

作る担い手となるスタート

アップのサポートプログラム

をご紹介します。 

“ResorTech”をテーマに集まった国内外のスタートアップ30社によるDemoDayを実施予定。
世界をよりよくするサービスと新たなムーブメントが期待されます。

2018年6月に世界最大級のモビリティプラットフォームの
DiDi Chuxingと、AI分野への事業展開を経営戦略として進める
ソフトバンクの合弁会社として、DiDiモビリティジャパンが誕
生しました。DiDiはスマートフォン一つで、タクシーの配車か
ら移動、決済までが可能となるMaaS（Mobility as a Service)
テクノロジーを用いた革新的なタクシー配車プラットフォー
ムサービスです。

Eric Wei（エリック・ウェイ）氏

DiDiモビリティジャパン株式会社
事業開発本部
本部長 

講　師テーマ

概要

沖縄ルーツでシリーズBレベルの資金調達に成功しているスタートアップが登場してきました。
ここ数年の沖縄スタートアップシーンにおいては、「行政の支援施策の拡充」、「金融機関による
アクセラレーションプログラム」「民間ベースによる起業家育成イベントの支援」など、成長エコ
システムが形成されています。この動きをさらに広げていくうえで、スタートアップ成長ステー
ジにおける最初の資金調達先となるエンジェル投資家と沖縄の現状を共有しつつ、さらなるス
タートアップを生み出すための仕組みづくりについて専門家によるセッションを実施します。

概要

登壇者

株式会社Luup、株式会社タイミー、株式会社FullDepth、
ZAZA株式会社、株式会社EBILAB、株式会社ナイトレイ

登壇および出展予定企業

県外企業

株式会社ファン・ナウ・ジャパン、Realeyes、Via Mobility Japan株式会社、TGO
※その他参加企業は調整中（台湾から10社、参加予定）

海外企業

CBcloud株式会社、株式会社Payke、株式会社Alpaca.Lab、株式会社Link and Visible、NO 
MARK株式会社、トレバリ 株式会社、U&I株式会社、OKTコミュニケーションズ株式会社、Lev 
Ovchinnikov、EF POLYMER PRIVATE LIMITED

県内企業

テーマ

会議棟B2スペシャルセミナー 2020年2月6日（木） 11:00-12:00

モビリティテクノロジーと
DiDi日本市場での事業戦略
～沖縄経済にどのように貢献ができるのか～

これから数年後、または非常に

近い未来において重要な役割

を担い、さらに様々な進化の可

能性を持つのはモビリティの

領域だと考えています。 DiDi

の日本での事業状況また沖縄

経済にどのように貢献ができ

るのか、今後の事業戦略をご紹

介します。

アマデウスは欧州4航空会社の共同出資により、中立的な旅行予約
システムとして1987年誕生。現在「旅行コンテンツ流通」「エアライ
ンITソリューション」「ホテル向けソリューション」「空港やスター
トアップなどのニュービジネス」という４つの中核事業があり、
2017年の年間収入は日本円で約5,868億円、従業員19,000以上
と、旅行コンテンツ流通では世界市場の43.9％を占める、世界最大
手の旅行関連ITソリューションプロバイダーです。

加藤 祥子 氏

株式会社アマデウス・ジャパン
オンライントラベル部門
ディレクター

講　師 テーマ

会議棟A

会議棟B22020年2月5日（水）・6日（木）　13:00-17:00

沖縄県実証事業成果発表会

アジアITビジネス活性化推進事業
IoT利活用促進ネットワーク基盤構築・実証事業

沖縄県の実証補助事業者による成果発表

2020年2月5日（水）・6日（木）　10:00-17:00

2020年2月5日（水）・6日（木）　10:00-17:00

インダストリンク・ITソリューション商談会

インダストリンクは、沖縄県の委託事業にて構築され、沖縄ITイノベーション戦略センターが運営する

マッチング・サイトです。主に県内IT事業者が保有する200以上のソリューションが登録されています。

インダストリンク登録企業による展示・商談会を開催します。（当日のフリー商談等も予定しています）

会議棟B5-B7

同時
開催

同時
開催

無料シャトルバス運行予定

●那覇空港⇄会場 ●県庁北口⇄会場 

●おもろまち駅⇄会場

58

那覇空港

県庁北口 おもろまち駅

沖縄コンベンションセンター沖縄コンベンションセンター　http://www.oki-conven.jp/会場へのアクセス
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スタートアップ　ブース出展＆ピッチ　

なぜSDGsが必要なのか、それによってどんな変化や可能性があるのかを体験的に理解するための「SDGs
ゲーム」を行います。それを踏まえ、ITテクノロジーを活用し、社会を構成する面々がともに地域課題を解決
する「シビックテック」。沖縄の未来創始に向けた課題解決のチャレンジを「ハッカソン」として開催します。

概要

2020年2月5日（水）　10:00-17:30

SDGsカードゲーム&シビックテックハッカソン

2020年2月5日（水）　15:45-17:00

個別セッション
『エンジェル投資家から見た沖縄
～さらなる成長ステージに向けて』

※2019年11月22日時点 登壇企業のブース展示も実施します。

【エンジェル投資家、3名】 ①株式会社スマートラウンド 代表者　砂川 大 氏

   ②さくらインターネット株式会社 代表取締役社長　田中 邦裕 氏

   ③株式会社StartPoint 代表取締役　小原 聖誉 氏

【沖縄の支援機関、2名】 ④琉球銀行 法人事業部 地方創生グループ　小川 真司 氏

　    ⑤一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター ストラテジスト　兼村 光

【モデレータ】   　ファウストビート株式会社  代表取締役CEO　嶋根 秀幸 氏

一般聴講可能！ ※内容は現時点での予定であり、諸事情により変更となることがあります。

サステイナブルな視点から”ResorTech”の未
来をデザインする

会議棟A1

会議棟A1

会議棟A2

会議棟A2

～ FutureCenter × CivicHackNightOkinawa × CodeForOkinawa ～世界の目標であるSDGsによってどんな社会変化の可

能性があるかを体験的に理解するためのカードゲーム「2030SDGs」を開催！ゲームで得た学び・気づきをもとに、市民目線で

社会課題を解決する「シビックテック」のワークショップも実施！沖縄の未来創造に向けたチャレンジしていきましょう！

概要

2月5日（水）　10:00-17:00

シビックテック ハッカソン

　東京大学、科学技術大学院大学（OSIT）、琉球大学の各アカデミア機関でスタートアップやイノベーション創出する取り組みを担っ
ている方々のトークセッションを実施します。　各大学で取り組んでいる科学的アプローチによる起業家育成や、イノベーションが
起こる環境の創生などを通して、今後の想定される未来を踏まえて沖縄の可能性について語っていただきます。

①東京大学／馬田 隆明 氏（東京大学 産学協創推進本部 本郷テックガレージ、FoundX ディレクター）
②沖縄科学技術大学院大学（OIST）／Lauren Ha 氏
　（Associate Vice President for Technology Development and Innovation、
　技術開発イノベーションセンター 准副学長）
③琉球大学／大角 玉樹　氏（イノベーション・ラボ イノベーション ベンチャー起業論　教授）

【モデレータ】和波 俊久　氏（Lean Startup Japan LLC　代表社員プロセスコンサルタント）

概要

講師

2月5日（水）　12:30-13:45
『スタートアップとイノベーション』

（トークセッション）

沖縄にルーツがあるスタートアップで、シリーズBクラスの資金調達を実現したスタートアップ
のファウンダーおよび、投資家に登壇いただきます。創業からこれまでの経緯や資本政策、今後
の展開等について、双方の立場から語っていただきます。

①株式会社Payke 代表取締役・CEO　古田 奎輔 氏

②CBcloud株式会社 代表取締役CEO 最高経営責任者　松本 隆一 氏

③OLTA株式会社 代表取締役 CEO　澤岻 優紀 氏

概要

登壇者

2月6日（木）　12:00-13:30

沖縄発スタートアップCEOと投資家による
トークセッション

「プラン」ではなく「実際に社会のために働いてみたことで得た結果や実感」を語る今までにはないDIVE INTO 2/6 形の
ビジネスプランコンテストです！

スタートアップの成功確率を高めるためにはじめに取り組むべきこととして、ロー
コストかつ短期間で、サービスの前提とする仮説を検証することが大事である。当事
業の採択事業者の取り組むサービスの仮説検証の報告です！

イノベーション創出人材育成事業成果発表会

沖縄型オープンイノベーション創出促進事業成果発表会

2月6日（木）　10:00-16:00沖縄県事業合同成果発表会

DIVE INTO

INCEPTION BY THE MVP※

※MVP:Minimum Viable Product

イベント詳細はIndustlink内の特集ページをご参照ください。 (https://industlink.jp/news/1572592864/)

お問い合わせ先：インダストリンク運営事務局　TEL：098-859-1831　EMAIL：it-matching@isc-okinawa.org YouTubeLive 当日の報告会を実況配信します！



SCSK株式会社

SCSKは昨年、創立50周年を迎えました。 半世紀にわたり、ITサービスのプロフェッショナル集団として、

多くのお客様の企業価値向上に貢献してきました。その豊富な経験と先進のAI・IoTテクノロジーで、新時

代の“ResorTech”を切り開き、夢ある未来を共に創ります。

株式会社沖縄銀行

沖縄銀行では、県内のキャッシュレスインフラを広め、県内事業者様の消費拡大

やインバウンド需要を取り込むべく、事業者向けにマルチ決済サービス「おきぎ

んStarPay」と消費者向けにスマホ決済サービス「OKIPay」を展開しておりま

す。おきぎんStarPayは様々なQRコードに対応しております。専用端末機をご利

用することで決済オペレーションもワンストップでスムーズにご利用頂けます。

株式会社カヌチャベイリゾート

ITソリューションをリゾートホテルではどのように活用出来るのか?

リゾートホテルには業界特有の様々な課題、そしてユニークなビジネス可能性が存在します。カヌチャ

は様々な実証実験/本番稼働を通してリゾートホテル×ITのポテンシャルを証明していきます。今回の

ResorTechでは、我々が導入してきたソリューションと課題解決の全貌をお見せいたします。

トランスコスモス
株式会社
「Quick Ticket」は、既存のチケット販売・管理システムで「メール等で発券して簡単

にモギれる電子チケットサービス」を簡単に開始できるクラウドサービスです。チ

ケットを購入する観光客は専用アプリをダウンロードする手間なく電子チケットを

利用できます。さらに、サブチケット機能や電子チケットを起点としたコミュニケー

ションによって、他施設・アクティビティへの誘客等も実現できます。

アビームコンサルティング
株式会社
リゾート業界は、多くの人に特別な体験を提供しています。弊社の提唱するイベントマネ

ジメントシステムは、リゾートにおけるイベントやエンターテインメントにて、キャッシュ

レス決済をベースに人々の行動や購買動向をデータ化し、データに基づいたサービス、

プロモーションの改善を促進します。これにより、より多くの人々に特別な体験を提供す

る機会を創り出し、消費活性化、コストダウンによるビジネス拡大をサポートします。

日本電気株式会社

NECは生体認証を活用した共通のIDを使って、旅の複数の場面を繋ぎ便利で快適な体験を提供しま

す。ブース内では、国内観光地で実証中の「手ぶら」「キャッシュレス」体験や、笑顔パワーゲームで、世界

No.1の顔認証※を体験できます。一方、大型商業施設や観光地では、個人を特定しないデータを使い人

の流れを可視化することで、防災やマーケティングに活用できます。沖縄県内で実証実験中の「人流解

析」映像もご覧ください。※注）米国国立標準技術研究所(NIST)主催の評価テストで5回連続世界第1位

株式会社琉球銀行

琉球銀行は、クレジットや電子マネーを含む23ブランド（国内最多

水準）のお取扱いが可能なマルチ決済端末RPG-Tを提供しています。

タッチパネルで操作性も良く、コンパクトでレジ周りもスッキリ！

りゅうぎんブースへお越し頂き、ぜひ一度お試しください。

沖縄セルラー電話株式会社
KDDI株式会社
当ブースでは、「沖縄の観光をもっと楽しく、もっと便利に！」をテーマに、KDDIグループで取り組んでい

るMaaS（Mobility as a Service）を活用した新しい移動体験、観光体験を提案します。

さらに、IoT/xRなどの先端技術やデバイスを活用した、体験型アトラクションもご用意していますので、

是非、お立ち寄りください。

株式会社リクルート
ライフスタイル沖縄
リクルートライフスタイルが提供する業務支援サービスを、見て・触って・体感し

ていただけるブースです。カード・電子マネー・QR・ポイントが使えるお店の決済

サービス『Airペイ』や、0円でカンタンに使えるPOSレジアプリ『Airレジ』をはじ

めとするAirシリーズは、お店の業務負荷を軽減することで、国内外から観光にい

らしたお客様の満足度向上に貢献する「お店づくり」の実現を応援しています。

当たるんです
マーケティング株式会社
「当たるんです」は経済産業省が所管する小型自動車競走法に基づき地方自治体が主催する公営競技（オート

レース）をロトくじ感覚で楽しめる高確率の重勝式投票券です。 「当たるんです」の売上は、当選者への払戻

金のお支払いや、サイト及び関連システムの運営に関わる必要経費を差し引き、地方財政への貢献、機械工業

の振興、社会福祉の増進、またリゾート地の経済振興や環境保護など課題解決の財源として役立てられます。

沖縄パナソニック特機
株式会社
映像と音響、コミュニケーション技術に画像認識／音声認識技術と

ＡＩを融合して、言葉の壁を越えた感動と、安心・安全・快適な日本の

「おもてなし」の実現を目指すソリューションを提案致します。

富士通株式会社
株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング
この度、富士通グループは医療分野を強化したハンズフリーの『多言語音声翻訳シ

ステム』、Wi-Fi で人の流れを見える化する『Wi-Fi人流動可視化サービス』、旅先の

状況に応じて便利な情報を発信する観光アプリプラットフォーム『たびしるべ』を

出展致します。これからも、常に変革に挑戦し続け、快適で安心できるネットワーク

社会づくりに貢献し、豊かで夢のある未来を世界中の人々に提供してまいります。

株式会社NTTドコモ

NTTドコモでは、2020年春に開始予定の５Gを活用し、現実世界と

仮想世界を融合させて新しい体験を実現する最新テクノロジーをご

紹介します。幅広くビジネスパートナーの皆様と新たなビジネスの

創出を目指す取り組みを行っています。ぜひ当社ブースにて５G時代

の新たなサービスをご体験ください。

ソフトバンク株式会社

ソフトバンクは「情報革命で人々を幸せに」の経営理念の下、ライフ／ワークスタイルに変革をもたらす、

さまざまな通信サービスやソリューションを提供しています。5Gネットワークで通信事業を強化するとと

もに、AIやIoT、ビッグデータなどの活用や、グローバルに事業を展開するグループのテクノロジー企業群

とのコラボレーションで、革新的な新規事業の創出を目指します。本イベントでは、モビリティを中心にご

紹介します。

ダイヤモンドスポンサー

プラチナスポンサー

Corporation Guide
商談マッチングシステムにて、掲載企業との事前商談予約が可能！ 要来場登録
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一般社団法人　宿泊施設関連協会

「手ぶら観光×空港ホテルチェックイン」那覇空港に着いたら、大きな荷物を抱えてレン

タカー屋に移動し、レンタカーを借りたら、荷物を下ろすためにホテルに向かう。この、

沖縄旅行ではアタリマエの流れを変えると、『プラス5時間』沖縄を楽しむ時間が長くな

る。空港に着いたら、その場で荷物を預けてホテルに遠隔チェックイン。あとは、手ぶら

で時間を気にせず楽しむだけ。宿泊施設関連協会からの新たな旅の形のご提案。

沖縄電力株式会社／沖電グローバルシステムズ株式会社／
ファーストライディングテクノロジー株式会社／兼松エレクトロニクス株式会社 
沖電グループは、総合エネルギー事業をコアとして、ビジネス・生活サ

ポートを通した新しい価値の創造を目指し、 地域に生き、共に発展す

ることを目指しています。今回のブースでは、沖縄県のリゾート地を

支えるエネルギー事業と IT関連事業を中心にご紹介いたします。

西日本電信電話株式会社

ＮＴＴ西日本は、社会を取り巻く環境変化がもたらす様々な課題に

対し、先頭に立ってＩＣＴの力で解決をしていく「ソーシャルＩＣＴ

パイオニア」をめざしています。本ブースでは、観光による地域活性

化をＩＣＴでサポートするソリューションや、将来の応用を期待す

るＮＴＴ研究所の技術について、ご紹介いたします。

大連華信計算機技術股份有限公司（中国）/
株式会社沖縄ハイシンク
大連華信グループ20年来の日本向け開発品質は、すでに多数のお客

様にご愛顧いただいております。弊社グループの新たなチャレンジ

として、保有する各種ITコア技術／ソリューションを、沖縄からサー

ビスとして発信いたします。

チェコ共和国

チェコはヨーロッパでも屈指のIT先進国です。ロボットという言葉

もチェコで誕生しました。本ブースでは、世界的知名度の高い企業を

始め、チェコの有数なIT企業と技術をご紹介いたします。 

ギャラクシーソフトウェアサービス（台湾）

Vital CRM 顧客関係管理システムで、顧客の心を把握し、売上倍増！

Vitals ESP 情報共有のプラットフォームで、効率向上！

データタング株式会社（中国）

Datatangは世界トップクラスの人工知能データサービスプロバイ

ダーです。画像、音声、テキストを含む２５００ＴＢのAI開発向け学

習データを保有し、データカスタマイズサービス及びソリューショ

ンを提供しております。

LIAA
（ラトビア投資開発公社／ラトビア共和国）

ラトビアは安全かつ急速に成長する北欧のビジネスセンターとなります。ラトビア

でのモバイル通信とインターネットアプリは世界でも最も先進的です。ラトビアは

バルト諸国の中でも最大の情報通信技術サービスおよびその製品の輸出国です。新

規企業のエコシステムには活気があり、革新的な外資系起業に対し、国はさまざまな

タイプの支援（スタートアップビザ、税金の払い戻し、起業支援）を行っています。

ZONER L.L.C（チェコ共和国）

Zoner Photo Studio Xはデジタル画像の画像編集・管理ソフトで

す。画像を整理し、スマートに分類して、画像の見栄えをよくします。

ビデオ、HDR、レイヤーなどに最適なAll-in-One画像編集ソフトで

す。 

株式会社日立製作所
沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社
IoTの進展により、社会やビジネスが生み出すデータが加速度的に増え続けています。日立はいま、さまざま

な事業領域のお客さまとともに、次の社会に向けて新しい価値を創出する「デジタルイノベーション」に取り

組んでいます。データを活用し、新たなビジネスを迅速に立ち上げ、広げていく。そのために日立がご提案す

るのが、Lumadaです。

日本オラクル株式会社

オラクルは皆様の重要な資産であるデータをいかに有効活用し、次の

新たなBusiness機会の創出という企業価値の向上をご支援します。

重要なセキュリティや技術革新であるIoT/5G/AI/MLなどとの連携を

透過的に行えるHybrid/Multi Cloud戦略をご紹介いたします。

株式会社JTB沖縄

スマート＆アメージングな観光体験の実現を目指し、テクノロジーを活用した観光ソ

リューションを提供します。「インバウンド観光客も安心して利用できる高速シャトル

バスを！」、「AR/VRでガイドツアーを新体感ツアーに！」、「紙の観光マップの良さを

そのままスマホに！」「QRコードで簡単に観光周遊＆観光分析を！」などなど、観光

客の体験向上と、地域＆観光事業者の課題解決はJTB沖縄にご相談ください。

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
株式会社
NTTコミュニケーションズは、お客さまや社会のデジタルトランスフォーメー

ションを推進し、企業や社会の持続的成長が達成される未来の世界「Smart 

World」の実現に向けた取り組みを行っています。Smart Worldの中でも、安

心かつ安全で住みやすい都市の実現に向けた「Smart City」の取り組みとし

て、AIを活用した映像解析サービス「Takumi Eyes」などをご紹介します。

三井物産株式会社
三井情報株式会社
三井物産グループはResorTechの未来に貢献します｡スマホに声を発するだけでス

トレスチェックが出来るアプリ｡ 観光業従事者の心身の健康状態を手軽にチェック

したり､リゾート滞在や各種サービス等によるストレス改善を可視化でき､リピー

ト客増加を支援します｡また陣屋を支えるインカムシステム､データインフラ構築

システム､電動キックボード､人材マッチングアプリ等もご紹介します｡

海外企業エリア

ゴールドブース

Ｐｏｐｗｏｒｌｄ（台湾）

旅行をもっと面白く、もっと便利にします。予約する必要ないし、お

金をかからないし、本当のガイドすら雇わなくても、自由で気軽い旅

行を楽しめます。

香港貿易発展局（香港）　

"アジアでの成長への跳躍台

香港貿易発展局(HKTDC)は香港の貿易促進を目的として1966年に

設立された政府系機関です。中小企業を中心とした香港企業に事業

機会を提供するとともに、こうした企業が世界中にパートナーを見

つけ出せるよう支援してまいります。"

Corporation Guide 商談マッチングシステムにて、掲載企業との事前商談予約が可能！ 要来場登録
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ＴＧ０（英国）

導電材料をセンサーに変換し3Dインターフェースを最新の成形技術で自由に設計。製

品自体がセンサーとして作用します。B2Bパートナーは自動車、IoT、スポーツ関連のシス

テム企業。顧客の要望からプロジェクトの背景まで広範囲で技術コンサルティングを行

い、センシングインターフェースの設計ソリューションを提供。製品設計エンジニアリン

グ、産業レベルの製造、ハードとソフトウェアの共同開発なども行っています。

Via Mobility Japan 株式会社（米国）

2013年より米国NYCにて開始し、現在世界20か国100事例展開。乗合い最適化に特化

した世界トップクラスのエンジニア250名以上を擁し、地域課題に沿ったカスタマイ

ズをすることで、地方自治体、交通事業者が運営する乗合いバス・タクシー運行を効率

化し、持続可能なデジタルインフラとして活用されています。電気自動車や自動運転車

両、鉄道との連携など、スマートシティにおけるモビリティサービスの提供を実現。

TESO

弊社はテクノロジーソリューションとＩＴアウトソーシングのサー

ビスを提供しております。シンプルなウェブアプリから複雑なシス

テムまで、様々なソフトウェアの開発に対応しております。

Realeyes（英国）

Realeyesは、感情や関連性の読み取りと分析を行う強力なソリュー

ションを提供します。グローバル・マーケティング業界で広く使用さ

れており、新しい分野にも進出できることを嬉しく思っています。

株式会社日立製作所

さまざまな言語対応が求められる施設案内や、複雑なサービスをい

くつも取り扱う窓口業務など、ますます高度化が進む対人サービス

での活用をめざし、「人と共に生きるロボット」として、開発されまし

た。「EMIEW」は、みなさまの業務に寄り添い、コミュニケーションを

サポートします！

【CEATEC AWARD 2019“トータルソリューション部門 グランプリ”受賞】

LiLz株式会社
リルズ は、「現場をラクにしたい」という想いから、機械学習とIoTを融合する

ことでしか解けない課題解決に挑戦している少数精鋭のチームです。第一弾

として、低消費電力IoTカメラと機械学習を融合し、計器の目視点検をラクに

するLiLz Gauge（リルズゲージ）を開発しました。現場の皆様と共に”本当に

点検がラクになる”サービスにするべく改善に取り組んでいます。

ＡＮＡホールディングス株式会社

会場から沖縄県内の観光地を遠隔で観光体験が出来たり、将来的にホテルやウェ

ディング場を事前に下見出来るアバターサービスをいち早くご体験頂けます。

ANAHDが開発した「newme(ニューミー)」を使い、見て、聞いて、コミュニケーショ

ンを取って現地の雰囲気を味わうことができます。会員登録をして下さった方に先

着でプレゼントも差し上げます！この機会に瞬間移動を体験してみませんか？

株式会社セルテック

画像認識とロボットを組み合させた作業支援システムです。色々な

分野への展開が可能と思われます。近くで触って、動かしてみてくだ

さい。

海外企業エリア

先端技術体験ゾーン

沖縄ツーリスト株式会社
ドローンビジネス開発室
沖縄での空撮を絡めたロケやフォトウェディングを支援します。

[OTSグループ]OTS交通のハイヤープランにドローン空撮をオプショ

ン追加しました。当社への依頼だけでご希望の場所への移動、空撮が

ワンストップで行えプラン作成から撮影まで時間短縮が期待できま

す。（これまでは両方を同時に提供できる会社はありませんでした）

FXC株式会社

美観を損なわず快適な無線LAN環境を実現!AE1041/51シリーズはホ

テル・マンション・病室・公共施設等の情報コンセントに取り付けでき、快

適な無線LAN環境を提供いたします。また、PicoCELA（PCWL-0400）無

線APにより、配線無しでリゾート施設やイベント会場などの屋外無線通

信網の構築が可能。無線多段中継により、配線を削減。

エコツーラボ合同会社

次世代技術を結集した天然水族館を宮古島に設置する。白化耐性の高い「スーパーサンゴ」

を増殖するサンゴ養殖場において、サンゴ礁予知保全技術の研究開発を行う。①水中８KVR

で360動画モニタリング。②周辺環境のIoT海中センシング、③近接海域の水中ドローン動

的センシング、④最適なアルゴリズムでの機械学習などを行う。サンゴの生態レジリエンス

と次世代AI＆IoT技術を学習できるアカデミーとしてSDGs教育旅行のメッカを目指す。

株式会社アイエンター

弊社はシステムソリューションからデザイン、マーケティングなどお客様をトー

タルサポートする「IT総合コンサルティング企業」です。東京、大阪、福岡、沖縄、

札幌、仙台と全国拠点を持ち、創業当初から世の中やお客様のニーズを把握し

ながら、スマホアプリ・IoT・Webサイト開発など統合的に手がけ、新しいテクノ

ロジーを追求しながらお客様に喜んで頂けるお手伝いをしております。

一般出展者
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クラスメソッド株式会社

クラスメソッドは、クラウド、モバイルアプリ、ビッグデータ、AIにおける企業向け技術支

援を展開しています。AWS分野においては世界トップクラスの技術力で、2019年には国

内8社のみの最上位コンサルティングパートナーの中でパートナー・オブ・ザ・イヤーに選

出されました。クラスメソッドメンバーズ「一律5%割引プラン」では、初期費用および月

額手数料無料で請求代行や高品質なサポートなどをご提供しています。

株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー

KCTは、社内に散在する貴重な知識、知恵を共有し、新しい価値を創り出すことで、

社会や企業の課題の解決の実現を支援しています。また、ミッションクリティカルな

大手金融システム構築で培ったノウハウと、産学連携・研究活動を事業に生かすこと

で得た高い技術力と競争力で、Fintech、IoT、AI、医療、教育向けなどのソリューショ

ン提供業者として、皆様の課題解決の実現のために知識創造・創発しています。



一般出展者

株式会社メディアトランスポート

私たちは、沖縄の観光ビジネスを支えるのは、"地元企業や自治体と

のコラボレーション"が重要と考えております。今回は、地元を紹介

するサービス（コンテンツ）と地元企業との連携のビジネスモデルを

提案します。一味違ったサービス（コンテンツ）創りを目指しており

ますので、ぜひ、出展ブースまで足をお運びください。

株式会社サムズインターナショナル

カメラを通して、人物の動きを記録（洞察）し、その分析結果をビジネ

スに活用できます。行動動線や嗜好分析、セキュリティー機能のデモ

を展示します。基本となる画像処理とAIは、他の利用シーンへの転用

も可能です。ぜひ、お気軽にお問い合わせ/相談ください。出展ブース

でお待ちしております。

TIS株式会社

TISはシステムインテグレーターの領域を超えて、新たなビジネスの創出目指し、

SDGsを踏まえた持続可能な社会を創造するため「スーパーシティ」、更に地域の交通

課題解決を目指す「MaaS」に取り組んでおります。今回は現在実証実験中で国交省の

先行モデル事業に選定された観光型MaaSである沖縄県八重山地域でのMaaS実証

事業、地域住民型MaaSである「ISOU PROJECT」などについてご紹介します。

株式会社琉球ネットワークサービス

☆事前学習から現地学習、振り返り学習まで全ておまかせ！GPS機

能により安全・安心も実現した沖縄修学旅行学習支援アプリ「シー

サーくん」☆クーポン配信やビーコンを使ったプッシュ通知などの

販促はもちろん、受発注から在庫管理までトータルでお店を応援す

るアプリ「smart Business＋」（スマートビジネスプラス）

株式会社アルク

介護記録支援システム「あゆむ」は、介護・看護の現場をITの力でサポートすること

で、看護師、介護士、訪問看護事業者の業務負担を軽減し、利用者への細やかなサー

ビスを実現します。小学校高学年向けプログラミング教室「Ark　プログラミング　

Kids　Club」は、ITの知識を活かしたオリジナル教材と、経験豊かな講師により、プ

ログラミング教育必修化に向け、子供達のプログラミングへの興味を育みます。

有限会社エヌ・ユー・エス

「Raspberry Pi」とスマートフォンを使ったライブストリーミング

のデモをおこなっています。防犯や定点監視、ペットの見守りなどで

利用できる安価なソリューションを是非ご覧ください。

特定非営利活動法人アグリフォレスト

新技術(IoTやAIなど)の導入による生産性向上→産官学連携によるAI活用事例(農業

等への適用事例）、Webを使った低コスト・サービス提供基盤、運送業向け販売管理シ

ステム、新型LED照明、環境関連事業(観光含む)の拡大による、雇用機会の拡大、地方

創生→外国籍人材共生サポート事業、オンライン試験を使った観光促進ソリュー

ション、食用油クリーン再利用人財育成ソリューション→オンライン日本語学習

沖縄ツーリスト・オリエンタルコンサルタンツ・
沖縄オープンラボラトリＪＶ
那覇市内において、観光周遊の利便性を高め、観光客の満足度向上につなげ、観光消費

を促進するための「着地型の観光周遊サービス」導入のための実証を実施。「着地型の

観光周遊サービス」は「観光サービス」、「移動サービス」、「その他サービス」をパッケー

ジとし旅行商品として提供。「移動サービス」は、デマンド型の運行とし専用アプリ等

を活用し利用者が予約。希望時間、行き先等からＡＩが相乗りマッチングを行う。

トラストコミュニケーション株式会社

"RPAによりパソコンでの入力と操作の自動化をおこない、AI-OCRにより大量の

手書きの紙書類を高い認識率でデータ化いたします。さらに体験（ハンズオン）や各

種デモも実演。また、IoT技術を利用して各種データを可視化することで、農作物の

安定生産・品質向上を支援いたします。農業だけでなく、一次産業の分野でIoT技術

を利用をすることで、課題を見つけ出し、その解決のお手伝いをいたします。"

NO MARK株式会社

宿泊施設に特化した画像付きAIスピーカーやQRコードから専用の

Web画面より使用できるコンシェルジュアプリケーション。旅行者

や宿泊施設が抱える課題の解決を目指しています。宿泊施設の業務

オペレーションの更なる改善、より付加価値の高い業務にスタッフ

が対応出来る環境作り、旅行者の旅行体験の向上を行います。 

株式会社B-Prost

人型のとてもかわいいロボットです。400以上の感情表現、挨拶、会話、ダンス等で来客

をもてなします。ホテル、自動車販売店、住宅展示場などの受付業務の他、センサー、自動

歩行機能により経路案内をさせることも可能です。本体付属のタブレットは希望に合わ

せた内容が表示でき、様々な追加開発が可能です。中国語、英語にも対応し、インバウン

ド旅行者の対応にも最適です。部品はモジュール化されており、修理も容易です。

株式会社サトー

本ブースにおきましては、小売店舗におけるＲＦＩＤを活用した一

括読取りからレジ混雑緩和、時間手間削減を目的とした展示及び

ペーパーレスでＨＡＣＣＰに対応する＠Ｆｏｒｍ　ｆｏｒ　ＨＡＣ

ＣＰを展示致します。

株式会社ＯＣＣ

日々の取引先への発注業務で手間を取られていませんか？Navinity

シリーズとVANサービスを組み合わせる事で、複数の取引先へ一括

発注を行う事が出来ます！これまで、各社毎に発注していた発注業

務の効率化を実現します！

株式会社セキュアイノベーション

私たちセキュアイノベーションは、手軽に取り組めてしっかり守れる情報セキュリ

ティ製品を展示いたします。①脆弱性診断：セキュリティの弱点・脆弱性が存在しない

か診断し、レポート提示します。②secuWAF：外部からの攻撃を遮断し、脅威からサー

ビス・サイトを守り、安心運用をご提供します。③EISS：パソコンのウイルス感染診断

で、操作を定期的に記録・分析して早期発見し、被害の軽減化を目的としたサービス。

株式会社レイメイコンピュータ

次世代型店舗ShiPプロジェクトの第一段階を参考出展しています。 

更に免税電子化対応、船舶上陸許可書のパスポートコピーもスキャ

ン可能な免税アプリを出展。是非ご体験ください。

沖縄クロス・ヘッド株式会社

日本と海外と結ぶ国際ネットワーク基盤、BCP/DRに適したデータセンターなど、

沖縄県のITインフラを活用したサービスの紹介を行っております。①サーバラック

をリモートコントロールできるサービス「OCH POWER RemoteRack」②クラウ

ドバックアップ、監視・保守がパッケージとなったファイルサーバ「nas2cloud コン

ボ」③クラウドとオンプレのメリットを統合したNAS「REPLI」

株式会社OTSサービス経営研究所

今「旅をしながら働く」ムーブメントが起こっています。全てが加速度的に変化し、生きづ

らくなっていく社会の中で、非日常空間に身を置き働いてみることで、自分自身を見つめ

直したり、柔軟な思考や価値観のシフト、高い視座など、旅を通して多くのものを得られ

ると言われています。これこそが「先が見えない激動の未来を生き抜くために必要な資

質」であり、私達はそんなライフ＆ワークスタイルを実現するためのお手伝いをします。

サイボウズ株式会社
株式会社システック沖縄
2019年4月の働き方改革関連法案の施行により、大企業や中小企業問わず「生産性

の高い新しい働き方」を導入することが求められています。サイボウズのツール

「kintone」「サイボウズOffice」でどんな業務を効率化できるのかご案内いたしま

す。また、定型業務の効率化に役立つRPAもご紹介しています。ツールの実際のデ

モや他の企業様の導入事例をご紹介いたします。ぜひお立ち寄りください！
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一般出展者

株式会社イー・ステート・オンライン

恩納村IoT推進協議会

お客様の「ホームページ制作～WEB広告実施～効果分析～改善実施」まで、

WEBプロモーションに関連するあらゆるサービスをワンストップで提供

しております。３D撮影やVR、ドローンなど最新デジタルサービスにも力を

入れて取り組んでおり、リゾート産業やサービス業など様々な業界で活用

できるサービスを準備していますので、是非ブースへご来場ください。

株式会社ゴールドバリュークリエーション
株式会社ユナイテッドコーポレーション
宿泊施設運営のスマートフロント化を実現。リモートチェックインや、リアルタイム多言

語対応機能で、宿泊施設運営と宿泊者の利便性を向上します。・リモートチェックイン

機能、本人確認、パスポートデータ取得、宿泊者名簿作成、スマートロック連携・ゲスト

向け提供機能、多言語翻訳、コンビニ現地決済、24H対応コールセンター・運営サポー

ト機能、サイトコントローラー連携、集客ポータルサイト、騒音センサー連携

株式会社オプテージ

インバウンド対応と在宅での働き方の両面で、社会に貢献します。＜特徴＞①：ク

ラウド上で、人間の「通訳」がサポート　②：簡単操作　③：チャット等のお役立ち

機能　④：低価格＜技術＞・WebRTCを活用したクラウド型コールセンター　・ス

マホやタブレットのアプリとして利用可能　・在宅で働く通訳者ネットワークと

つなぎ、呼び出し可能　・地図データと連携し、道案内サービスとして展開可能

恩納村IoT推進協議会は、IoT・ドローン等から得られる地域のあらゆる種類

のデータの分析、さらにアプリケーション開発を行います。また、分析・開発

技術を持つエンジニアの育成を行います。恩納村の共有可能な情報を集め

て編集・分析し、村民に示すことにより、「問題解決のために協力しあう社

会」、「課題解決に向けて賢くなっていく社会」の実現を目指します。

日本オラクル株式会社-Oracle Digital

最新のAIとIoTをフル活用したスマートシティをレゴで作って展示します。

ぜひ見に来てください。Oracle Cloudは高性能かつ低価格という点を強

みとして急速にシェアを伸ばしています。レゴの街と合わせてOracle 

Cloudを操作できるハンズオンブースも用意しております。他社クラウド

と比べてどうか、皆様の目でご確認ください。ご来場お待ちしております！

シャムロックレコード株式会社

外国人とのコミュニケーションで便利な無料アプリ「UDトーク

（ユーディートーク）」と「Smilingual（スマイリンガル）」をご紹介い

たします。音声認識と自動翻訳を活用した使いやすいアプリです。聴

覚障害者とのコミュニケーションや議事録作成にもご利用いただけ

ます。ぜひお立ち寄りください！

株式会社GeolocationTechnology

インターネットの新たな世界を具現化する全世界のIPを網羅した新世代データ

ベースを提供します。IP Geolocation データベース「SURFPOINT」はインター

ネットに接続されたコンピューター等に割り当てられたIPアドレスから、アクセス

ユーザーの位置情報やインターネット接続環境を認識します。その結果を利用する

ことで、インターネットの匿名性を抑制し、利便性をさらに高めることが出来ます。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

■cmap(シーマップ)＝気象・災害を24時間365日監視するウェブサイト！全て

無償で誰でもスマホでご利用いただけます！■テレマティクス自動車保険＝「安

全運転支援アラート」など「事故を起こさないお客さま」にも付加価値を提供しま

す。また、万が一の事故の際にも、事故に遭われた場所や事故に至るまでの走行経

路などを正確かつスムーズに把握しますのでお客さまにもご安心いただけます。

Smile with Okinawa
 (SAP JAPAN/クレスコイーソリューション)
ResorTechの成功が県民の方の笑顔に繋がるよう、皆で力を併せて沖縄のより良

い未来を創りましょう。テクノロジーとデザイン思考を掛け合わせ課題にチャレ

ンジします。県内の大学生、企業の方々との社会課題の解決を目指すワークショッ

プ、県内企業との実証実験等をご紹介すると共に、Smile with Okinawaに賛同頂

ける企業様との出会いを求め出展させて頂きます。気軽にお立ち寄り下さい。

株式会社Wiz

・インバウンド対応決済による集客、認知アップに繋がります

・会計処理がスムーズになる事でレジの混雑も解消します

・決済手段の拡充により買い物量が増える例が増加中です

・決済端末費用が無料です

アイ・ムーヴ株式会社

クラウドシステム【れんサポ】はレンタカー、試乗車などの予約管理をはじめ、工場代

車、損保代車、リース車両などの車両管理、店舗業務までを包括的にサポート。【カーラ

イフサイクル管理機能】は、車両の仕入れ価格から修理や点検、保険費用などこれまで

にかかった経費、さらに運用中の収益を車両ごとに管理し、減価償却率を算出する事

が可能です。その他にもクライアントに合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。

株式会社ユービックシステム

タッチパネル液晶で視認性と操作性を向上し、販売商品を効果的にア

ピール。多言語での画面表示はもちろんの事、音声ガイドも多言語に対応

しておりますので、外国人観光客にも操作手順を迷う事なくナビゲート

します。決済手段は各クレジットカード、電子マネー、中国三大決済サー

ビスにも対応し、業務効率化と顧客の利便性向上に貢献します。

ちゅらデータ

ちゅらデータはデータ活用のためのコンサルティングやAI構築支援など

を行う会社です。弊社では幅広い分野でのデータ分析経験があり、例え

ばホテルの来客の予測システムやチャットボットによる問い合わせ対応

など、ホテル業界に向けた機械学習ソリューションを作成することも可能

です。様々なご要望にお応えできますので、ぜひ一度ご相談ください！

株式会社コンピュータ沖縄

「kintone（キントーン）」とは、サイボウズ株式会社が提供するクラウド型の「ビジ

ネスアプリ作成プラットフォーム」です。業務アプリを作成し、入力したデータや

マスタデータなど大量のデータをkintoneで一元管理することができ、追加機能で

帳票への出力やプログラミングによる高度なカスタマイズも行えます。当社ブー

スでは、これらの機能をもとに開発した「発注管理アプリ」をご紹介いたします。
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U&I株式会社

『FastPick』はいろいろなお店にテイクアウトのオーダーをすることができ

るアプリです。時間がないときも事前決済でサッと受け取り！

トレバリ株式会社

トレバリはテキストや写真ではなく、動画で意思決定をする若者の

ためのアプリです。今はカフェを探すことができますが、今後ホテ

ル、観光スポット、レストランや居酒屋などさまざまな業種へ広げて

おでかけ先選びをもっと楽しく簡単にします。

EFポリマー株式会社

nhancing Agricultural YIELDS AND QUALITY with less water, 

less fertilizer with soil improvement in organic way.

有機的な方法で土壌改良を行い、より少ない水、より少ない肥料で農

業の収穫と品質を向上させます。

株式会社ナイトレイ

当社は「ロケーションビッグデータとテクノロジーの力で世界中にイノベー

ションと驚きを届ける。」というビジョンで活動する渋谷区拠点のスタートアッ

プです。独自の位置情報ビッグデータと解析技術を活かし、観光・インバウン

ド・MaaS・まちづくり領域に注力しており、本イベントでは訪日外国人対策総

合支援サービスinbound insightを中心に事例や実績をご紹介します。

OKTコミュニケーションズ株式会社

ユーザーは、月額600円を支払えば、AWAPASS加盟飲食店（現在300店舗突

破）で毎日２杯までお酒が無料になる毎日ちょい飲み支援サービスです。飲食店

側は、広告掲載費や登録費用などの費用を一切かからず、来店してくれた

AWAPASS会員にお酒を２杯提供するだけ。また、観光客、インバウンド向けには

３ナイトパスをご用意。300円支払えば、３日間月額会員と同条件で利用できる。

CBcloud株式会社

私たちはアナログな物流業界の構造改革とデジタル化を通じ、ドライバーや運送会社

の労働環境の改善、社会的地位の向上を目指します。今後「モノのMaaS」の実現に向

け、陸空海の各輸送手段をシームレスに活用し、荷主にとって最適な配送手段を世の

中に広げていきます。日本最大の配送マッチングプラットフォーム「PickGo」及び、宅

配管理ソリューション、運送会社向け業務支援システムを開発・運営しています。

Microwave Radiometry Project

Microwave radiometry is a diagnostics technology allows to measure body temperature up to 

7 cm deep under the skin. Temperature can reveal chronic inflammations and cancer on early 

stage.

マイクロ波放射測定は、皮膚の下の深さ7 cmまでの体温を測定できる診断技術です。温度により初期段階

の慢性炎症と癌を明らかにすることができます。

株式会社Luup

電動マイクロモビリティのシェアリングサービス『LUUP（ループ）』の事業

を展開しております。当日は電動マイクロモビリティの一つで、世界的に社

会インフラとして広がっている電動キックボードをお持ちします。実際に触

れて頂きながら、電動マイクロモビリティが解決しうる社会課題についてご

説明させて頂きます。

株式会社FullDepth

「DiveUnit300」は、機動力、耐久性、利便性を追求した本格派産業用水中ド

ローン。クレーンなどの大掛かりな設備や人員を必要とせず、最小2名で運

用可能。水中インフラの維持・管理、漁礁調査及び定置網の点検など水産業に

おける活用、海底資源の探査など、幅広い用途での利用が期待されます。船上

で遠隔操作をしながらリアルタイムに水中映像が確認でき、インターネット

株式会社EBILAB

伊勢の老舗食堂『ゑびや』の挑戦から育まれたノウハウと、沖縄のシステム開

発 力 の 掛 け 合 わ せ か ら 生 ま れ た 店 舗 経 営 支 援 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

『TouchPoint BI』。サービス産業におけるデータ活用を難しくなく現場の負

荷も最小で楽しく実現。

ZAZA株式会社

旅先で現地の人とローカルな家庭料理を味わいたい旅行者と世界中の人に自

慢の料理体験を提供したい主婦を繋げるインバウンド向け食卓マッチングプ

ラットホームのairKitchen。ヒルナンデス、スッキリ、NHK、ロンリープラネッ

トなどの世界中のメディアでも話題！サービス開始1年間半、利用者国籍数は

80カ国以上。ビーガン、ベジタリアンなど食事制限のある旅行者でも話題急増

株式会社タイミー

みつける”ことができるワークシェアリングサービスです。働き方が多様

化する中で、株式会社タイミーでは働きながら旅気分を味わえるエンタ

メ要素のあるワークスタイルを提案します。農泊やレジャー施設、飲食、

ホテル施設をはじめとした地域における様々な人口減少に歯止めをか

け、関係人口創出につなげていくことを目的にサービスを開始しました。

株式会社ファン・ナウ・ジャパン

飲食・宿泊・マッサージ・イベント・レジャーなど、計20業態以上の厳選店舗を取り上げ

て、多言語での紹介・プロモーション・予約及び決済までが出来るシステムを提供して

ます。事前決済の仕組みで、無断キャンセルやNO-SHOW問題を有効的に防ぎ、掲載や

導入コストは一切かからず（完全成果報酬型）、現在台湾を中心にした約100万人の

ユーザーへのプロモーションや今後のinbound対策のお役に立てるかと思います。

株式会社Payke

Paykeはバーコードを起点にし、商品情報を多言語で届けることができるアプリで

す。ユーザーは既に80万を超えており、連携アプリも含めると300万人を超える

ユーザーがいます。登録商品数は35万商品を超えました。最大の強みは、ユーザー

の利用データの蓄積です。インバウンドが実際にどこで商品を見ていたかを起点

に、様々な分析をしています。ぜひ、一度ブースにお立ち寄りください！

まちなか留学ハローワールド

「まちなか留学ハローワールド」は沖縄に住む外国人のお家で1泊2

日のホームステイの機会を提供しています。世界各国に1人ずつ友達

がいることを当たり前に！そんなことが当たり前になったら世界

は、もっとハッピーになると思うのです。

NO MARK 株式会社

宿泊施設に特化した画像付きAIスピーカーやQRコードから専用の

Web画面より使用できるコンシェルジュアプリケーション。旅行者

や宿泊施設が抱える課題の解決を目指しています。宿泊施設の業務

オペレーションの更なる改善、より付加価値の高い業務にスタッフ

が対応出来る環境作り、旅行者の旅行体験の向上を行います。 

株式会社Alpaca.Lab

運転代行プラットフォームサービス「エアクル」を、琉球大学と共同

で研究開発をしているベンチャー企業です。安心・安全な運転代行と

のマッチングを最適化します。

Okinawa Startup Festa出展企業一覧

Corporation Guide 商談マッチングシステムにて、掲載企業との事前商談予約が可能！ 要来場登録
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インダストリンク 出展企業一覧

平成31年度 アジアITビジネス活性化 推進事業補助事業者

沖縄セルラー電話株式会社
琉球飼料株式会社
株式会社プラズマ
過酷な労働環境や長時間労働等の課題が山積している畜産養鶏現場

から、機械自動化によって飼料在庫の確認業務にかかる時間を削減

するのと同時に、中央管制システム実装によって発注ミスによる現

場の超過業務の多重発生を回避するためのプロジェクト。

レキオ・パワー・テクノロジー株式会社
株式会社リオ
当社は「地球上から医療空白域をなくす」ことをミッションとしています。それを実現する

ために、医療従事者だけではなく一般人が超音波エコーを活用して、セルフヘルスマネジ

メントを行える世界を作り上げます。その第一弾として、弊社は内臓脂肪と腹筋を可視化

するソリューション「お腹ソムリエ」をリリースします。超音波エコーに興味がある方、痩

身や生活習慣病予防に関心がある方、是非弊社ブースまでお越しください。

株式会社陣屋コネクト

神奈川県鶴巻温泉の老舗旅館「元湯陣屋」の経営をわずか数年で再建、 

利益率を大幅に改善し、従業員のサービスレベルを飛躍的に引き上げる

原動力となった、 クラウド型旅館・ホテル管理システムです。お客様の

顧客情報、予約情報、お食事の好み、アレルギーなどの情報を全て一元管

理し、スタッフで瞬時に共有。きめ細かなサービスが可能になります。

株式会社フィールトラスト

【RYUKYU-PBX】は電話交換機をクラウド化する事により、導入コストを1/3以上

に圧縮、インターネットだけで世界中を内線化し、企業の通信コストを劇的に削減し

ます。弊社はIQ180の天才エンジニアを筆頭に各IT分野に精通したエンジニアが在

籍。現場の声と独創的なアイディアをIT技術を駆使し製品化。社会課題解決の活動

が認められ 経産省に 【地域未来牽引企業】【新連携支援事業】 認定されました。

FXC株式会社

①JIS規格のコンセントプレートに対応。ホテル・マンション・住宅・オフィス・会議

室・病室・公共施設等の情報コンセントに取付でき、快適な無線LAN環境を提供。

②屋内汚染監視マルチセンサー（高周波、低周波、メタン、Wi-Fi,粒子状物質等最

大26種類の環境パラメータを監視。③PicoCELA（PCWL-0400）無線APによ

り、配線無しでリゾート施設やイベント会場などの屋外無線通信網の構築が可能。

沖縄クロス・ヘッド株式会社

「REPLI」は、災害時に役立つ「クラウドバックアップ」や、外出先からでも会社内

にあるファイルが確認でき、働き方改革に役立つ「インターネットアクセス」、ま

た関連会社やパートナー様の「社外ユーザー招待」など、様々な機能を満載しな

がらも、コンパクトな筐体とシンブルな設定でIT管理者がいないオフィスでもす

ぐに導入できる、簡単・便利・安心なSOHO向けファイルサーバーです。

株式会社りゅう

当社では最新のAR技術を活用して、自治体や地元企業、施設と連携

し、観光スポットを「しまくとぅば」のコミュニケーションの場へと

変身させる。

株式会社USEN

店舗開業のプロとして、お客様のニーズにお応えいたします！煩わ

しい手続きや、面倒な事もUSENなら一括手配いたします！業種問

わず対応可能でグループ19社にて全力でサポート致します！開業

から開業後も、必要とされる場所へ伺います！

ジョブマネ株式会社

【ジョブマネ】グループウェアやSFA、案件管理や資料共有等、BtoB向け事業者に特

化したオールインワン型ツール。UI（見た目）にこだわり、初心者でも使いやすいよう

設計しております。【キンマネ】直観的操作でシンプルな機能のみを搭載した勤怠管

理ツール。「もっと簡単に、もっと快適に、もっと効率的に」をテーマに開発しており

ます。初めてのツール導入、クラウド化への入口としてご利用しやすいツールです。

アルカディア・システムズ株式会社

効率化を図るのが難しい病院や介護施設のリハビリ業務の効率化・

見える化を実現、健康寿命延伸を支援いたします 。ヘルスサポート

製品シリーズ（TANO、高速姿勢測定システム「ケアピット」、運動機

能測定システム）をご紹介します。

アーティサン株式会社

Microsoftが提供しているOffice365、Dynamics365、Azureを活用

したシステムコンサルティングから設計、導入、運用を得意としており

ます。また、それらのサービスを活用した独自サービスとして「安くて

高機能でかつ早く導入できるバスロケーションシステム」、「CRMに人

工知能を融合させたサービスEMOROCO」なども提供しています。

バッカム株式会社

ビューティー/コスメのARシステムを提供してます。スマホWebブラウザ

を使用し、ユーザーの顔写真に自由にコスメを試せます。機械学習と画像処

理による高精度な顔検出を実現。アプリは必要がなくブラウザで簡単に試

せるので、HPやSNSからシェア拡散が簡単にできます。コスメ、コンタク

ト、メガネ、アクセサリ等のECやwebサイトにも簡単に導入できます。

沖縄通信ネットワーク株式会社

 当社は1996年の設立以来、県内に張り巡らせた「25万キロ」以上の

光ファイバと「24時間365日」の保守体制で通信・企業のITソリュー

ションを提供しております。 また、近年ではスマートSMEサポー

ターを経済産業大臣より認定。新規ビジネスとしてもOTRobo、i-OT

の２商材をリリースしました。

沖縄ツーリスト株式会社

沖縄発着をメインとした沖縄・全国・海外旅行サービスを提供している沖縄

ツーリストが、電子マネーサービス「スマイルタグ」を開始！7施設から5施

設選んで観光入場できるほか、国際通りでも使える500円分のお買い物ポイ

ントが付いている！また各加盟店舗でいろいろな特典やサービスをご用意

しているので、スマイルタグ１枚で便利でお得に沖縄旅行を満喫できる♪

株式会社シナジービーピー

定額制のみえる通訳は、24時間365日すぐにつながるオンラインのLive通訳

サービスです。最大10言語と日本語手話に対応。今後ますます増えるインバウ

ンド対応に備え、言葉が通じないコミュニケーションストレスをフリーにしま

す。自治体の窓口、飲食店、ホテルなど宿泊施設、病院、小売業、交通系と幅広くご

利用いただいております。（対応言語とサービス内容は別途お問合せください）
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❶商談マッチングシステムへアクセスしバイヤー基本情報を入力

❷商談マッチングシステムにて出展者情報を閲覧商談を希望する企業へ商談希望リクエスト

❸両者の合意により商談マッチングが成立商談予約を確認し当日の商談に臨む

【マッチングの流れ】

商談マッチングシステムについて
来場者登録ページにてバイヤー（商談マッチングシステム利用あり）を
選択した来場者様については商談マッチングシステムを利用可能。
サポートデスクより操作マニュアルとログインID及びパスワードを送付

事前マッチング

見本市当日出展ブースor
商談ブースにて商談

商談希望
出展者

ソリューションの提案

商談希望
バイヤー

（来場者）

現状の問題・課題など

平成31年度 アジアITビジネス活性化 推進事業補助事業者

合同会社トキニライド
株式会社ハヤト・インフォメーション

「ミマモライド」というLoRa等新しい通信技術とLINE等従来スマホ

を活用した地域での捜索システムを開発しました。「認知症になって

も安心な地域づくり」「民間の資源を活用したサスティナブルな事

業」を目指しています。将来は子どもやペットなど様々な事業展開が

可能！

株式会社ゴールドバリュークリエーション
株式会社ユナイテッドコーポレーション

宿泊施設の規模を問わず、フロント業務をタブレットを利用した多言語対応リモート

チェックインで無人化。入室ナンバーキーの発行はタブレットの他、コンビニを利用する

事もでき、24H対応コールセンターや、万が一の駆けつけサービスを提供！サイトコント

ローラー、スマートロック、騒音センサー等パートナーサービスとの連携も充実！集客予

約サイトや、清掃運営サポート機能等で物件運営者と宿泊利用者の利便性を向上します。
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平成31年度 IoT利活用促進ネットワーク 基盤構築・実証事業補助事業者

沖縄電力株式会社
日本電気株式会社

うるま市内の交差点の既存電柱へ見守りカメラを設置し、そこから

得られる映像にAI（映像解析）を適用することで、「車」と「人」の時間

帯別の交通量の実態を把握し、交通事故削減に向けた危険度推定の

可能性を検証します。

NECソリューションイノベータ株式会社

世界が認めた顔認証技術を利用して可視化が難しい観光施設の来場

者データを取得・分析し、将来的には来場者を予測する事でサービス

向上やマーケティング施策に有効活用できるようになります。

来場者データ：客数、性別、年齢、施設内・施設間の動線情報、滞在時間

など

株式会社NTTドコモ九州支社
佐敷中城漁業共同組合北中城支所

沖縄の伝統食材である海苔のアーサ（ヒトエグサ）は、各生産者の勘と経

験に基づいて生産者毎に栽培が行われているため、気候変動以外の収穫

量変動の原因が分からない状況です。IoT技術（ICTブイ、FieldServer等）

を活用しアーサの栽培に関する生態を確認し、データに基づいた栽培を

行うことで、アーサ収穫量の向上及び安定化を図ります。

株式会社沖縄富士通
システムエンジニアリング

医療分野を強化したハンズフリーの多言語音声翻訳システムで、外

国人患者さんとの円滑なコミュニケーションをサポートします。ボ

タン操作が不要なため、医療スタッフの手がふさがっていても利用

可能です。

NO MARK株式会社
株式会社かりゆし

宿泊施設に特化した画像付きAIスピーカーやQRコードから専用の

Web画面より使用できるコンシェルジュアプリケーション。旅行者

や宿泊施設が抱える課題の解決を目指しています。宿泊施設の業務

オペレーションの更なる改善、より付加価値の高い業務にスタッフ

が対応出来る環境作り、旅行者の旅行体験の向上を行います。 

アイ・ムーヴa株式会社　沖縄ツーリスト株式会社
株式会社ライズホールディングス

沖縄県で増加傾向にあるレンタカー利用者（特にインバウンド利用者）

によるトラブル（事故発生時に場所がうまく伝えられない等）への対応

や、車両返却時の遅延をお客様からの連絡に頼らず認識し運営をス

ムーズにすること等を、貸出車両のリアルタイム位置情報取得システム

を活用することによって解決を目指しております。

日本電気株式会社
株式会社OTSサービス経営研究所

推定年齢・性別を含む国際通りの来場者数をカメラ映像解析により自動的に24時間定点

観測し、来訪客の傾向やその流れの分析、混在状況の把握等を行います。国際通りの活性

化や運営効率化、また、危機管理が問われている昨今、防災・防犯施策やその非常時の対応

等に有効なデータを得られるかを確認し、さらに、国際通り多地点測定化や、他地域への

展開を含め、那覇市／沖縄県全体の測定へ活動を広げる意義についても検証します。

NECソリューションイノベータ株式会社
パラマウントベッド株式会社

在宅介護向けに、センサーを活用して要介護者の睡眠状態(睡眠/覚

醒/離床)と呼吸数、心拍数を、ご家族や介護者がスマホアプリから

把握する事で、睡眠時の見守りや体調変化の早期検知から、睡眠時

間帯の在宅介護の負荷軽減がどのようにもたらされるかをご報告

致します。

株式会社オーシーシー
沖縄通信ネットワーク株式会社

IoT技術を用いた水道スマートメータを県内７水道事業に設置し、自

動検針データを利活用した水道検針サービスの有用性を検証報告い

たします。検証を通して得た知見より、水道事業のIoT化に向けた要

件や実用化に向けた課題を整理し業務の省力化、漏水検知による住

民サービスの向上、経営の効率化に貢献することをご紹介します。

株式会社JTB沖縄 
株式会社オプテージ

デジタルスタンプラリー・ルーレットなどによる誘客機能とGoogle Analytics・

SAP Cloudによる分析機能をパッケージ化したマーケティングプラットフォー

ムを開発。オフラインQR/オンラインURLアクセスを携帯端末毎にCookieで蓄

積・集計し、連続性のある行動として図示化することで、観光客の周遊状況を把握

可能です。自治体様・企業様などデータドリブンな取り組みをサポートします。

株式会社セキュアイノベーション
有限会社知念産業

ミキサー車へ設置したIoTセンサー機器で音・温度・駆動のデータを

収集。AIによる機械学習でミキサー車の故障・不具合の予兆をキャッ

チし、事前メンテナンスを実現し、生コン事業者の課題を解決するこ

とで経営の安定化をサポートします。

Corporation Guide 商談マッチングシステムにて、掲載企業との事前商談予約が可能！ 要来場登録


