


Click here for access

For online exhibitions, full-seated seminars and symposiums 
are available. Difficult to visit on the day You can also 
negotiate online with exhibitors.

Online name stimulus using 
business card applications, etc. 
Recommended replacement

Health management 
appl icat ion『Health 
Condition Notes』

名刺アプリ等による
オンライン名刺
交換の推奨

オンライン展示会のご案内
Online Exhibition Guide

アクセスはこちら▶

来場者への感染防止対策のお願い
安心・安全なイベント開催にあたり、下記ご協力をお願い致します。

Request for Prevention of Infections to Visitors

In order to hold a safe and secure event, please cooperate with the following:

ResorTech EXPO

事前の健康管理を
お願いいたします

ご来場いただく日 の 14 日前より、検温及び体調管理を
お願いいたします。ResorTech EXPO では公認健康
管理アプリ『ヘルスコンディションノート』を使用した
健康管理を推奨しております。
For temperature detection and physical condition management 
from 14 days prior to the day of your visitThank you. Re sor Tech 
EXP, OCertified health We recommend that you manage your 
health using the  Management app, Health Information Notes.

F o r  a d v a n c e  h e a l t h  
management Please.

14
days

入館時に
検温及び体調チェック
を行います

体温が 37.5 度以上、または当日の体調がすぐれない方
の入場はお断りさせていただきます 。
Body temperature 37.5 If you are more than once or are 
not able to hear your physical condition on the day, you 
will not be able to enter.

During entry Conduct temperature 
and physical condition checks

If you are not wearing a mask, you are not allowed to enter. 
Always wear a mask after entering the office, including 
when leaving the office, except when eating or drinking.

EXPO当日は
マスクを着けて
ご来場ください
EXPO  On  t he  day  By  
wearing a mask Please 
visit

マスクを着用していない方のご入場はお断りさせていた
だきます。入場後は退場時も含め、飲食時を除き、常に
マスクの着用をお願いします。

『COCOA』及び
『RICCA』の
ご利用をお願いします

新型コロナウイルス接触確認アプリ『COCOA』のイン
ストール、沖縄県 LINE 公式アカウント『RICCA』の
事前登録をお願いいたします。
Please install the new Corona Virus Contact Check App 
"COCOA" and pre-register the official LINE account 
"RICCA" 

"COCOA" and In "RICCA" Please use 
it.

オンライン展示会なら、満席のセミナー・シンポジ
ウムが満席でも閲覧可能です。当日ご来場が難しい
方でも、出展者とのオンラインでの商談ができます。

  健康管理アプリ
『ヘルスコンディションノート』

公認
アプリ

コンディションノート

ResorTech EXPO実行委員長の稲垣純一です。

昨年度の『ResorTech　Okinawa　おきなわ国際 IT 見本市』は、ツーリズム

EXPO ジャパンとの同時開催で 2 万３千名を越える皆様にご参加いただきました。ご

協賛・ご出展いただきました企業・団体の皆様、関係者ならびにご来場いただきまし

た皆様に厚く御礼申し上げます。3 回目の開催となります今年度、さらに多くの皆様

に親しんでいただけるよう、催事名称を『ResorTech EXPO in Okinawa』と変

更いたしました。今回のテーマは 『明日への架け橋～グレートリカバリー（大回復）に

向けて』です。沖縄を夢と希望のあるデジタル社会にするため、社会・経済を推進す

るビジネスマッチングイベントとして、いま求められているグレートリカバリーに寄

与できますよう、引き続き役割を果たして参ります。

さて世界的な新型コロナウィルスの今後の影響は未だ不透明な状況下にあり、イベン

トや展示会等において、『安全・安心』に配慮した運営・開催が引き続き求められてお

ります。今回の ResorTech EXPO 2021 in Okinawa では 従来の対策はもちろ

んのこと、IT を活用した最新の感染症対策ソリューション導入に加え、（一社）沖縄県

感染症予防協会と連携した運営方法を実践し、リアル会場での安全な開催に努力いたします。また、オンライン展示会も同

時開催とし、安心して参加いただけるハイブリッド開催とすることで、新しい時代のイベント・展示会の革新的・先駆的モ

デルを目指して参ります。リアル会場にご来場の皆様には体調に十分留意され、必ずマスク着用の上ご参加ください。皆様

のご協力をお願いたします。

それではリアル会場およびオンライン展示会が多少なりともお役に立つことを願い、皆様のご参加を心よりお待ちしており

ます。

Opening Address

Junichi Inagaki
Executive Committee Chairperson

開催に寄せて

実行委員長
稲垣純一

はいさい、ぐすーよー、ちゅーうがなびら。 皆様、こんにちは。 

この度は、「ResorTech EXPO 2021 in Okinawa」への御来場と併せ、新型コ

ロナウイルス感染症対策への御協力、誠にありがとうございます。 

沖縄県では、デジタル社会の実現を図ることを目的として、社会・経済ＤＸを推進す

る取組を『ResorTech Okinawa』として、県内情報通信関連産業の高度化・高付

加価値化を図るとともに、全産業のＤＸ推進の支援に取り組んでおります。 

その一環として、今年も官民が一体となって作り上げた EXPO が開催されることを、

大変嬉しく思っております。 

この EXPO では、県内最大・最新のＩＴサービスの展示だけでなく、ＩＴ産業と他産

業のビジネスマッチングの場を創出することにより、全産業のＤＸ推進に取り組んで

おります。 

観光をはじめとした県内産業のＤＸ推進により、県内産業の稼ぐ力を強化し、持続可

能な自立経済の実現と社会課題の解決を目指してまいります。 

この EXPO が『ResorTech Okinawa』をリードする重要なイベントとして発展していくとともに、EXPO を通じて、

全産業のＤＸ推進やＩＴ産業の更なる活性化が図られ、ＩＴ立県沖縄の魅力が国内外へ発信されることを期待しております。

いっぺーにふぇーでーびる。 ありがとうございました。 

Opening Address

Denny Tamaki Governor of Okinawa

ご挨拶

沖縄県知事
玉城 デニー
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