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開催名 ResorTech EXPO 2022 in Okinawa

テーマ
ちむぐくるDX︕ 〜デジタル・トランスフォーメーションの河を渡る
「ちむぐくる」は、⼼の優しさや豊かさを意味する沖縄の⾔葉です。私たちは、＜ちむぐくるＤＸ＞をテーマとして共⽣・平
和・命を⼤切にする未来のためのイノベーションを提唱します。

主催 ResorTech EXPO in Okinawa 実⾏委員会（実⾏委員⻑︓稲垣 純⼀）

後援
（仮 ※2021年実績） 那覇商⼯会議所／沖縄県農業協同組合／⼀般財団法⼈沖縄県私学教育振興会／
⼀般社団法⼈⽇本テレワーク協会／公益社団法⼈沖縄県⼯業連合会
／公益財団法⼈沖縄県産業振興公社／総務省沖縄総合通信事務所

来場⽬標⼈数 13,000⼈ （リアル会場 9,000⼈、オンライン 4,000⼈）※ 延べ⼈数

会期 2022年11⽉17⽇（⽊）・11⽉18⽇（⾦）
セミナー・シンポジウム配信 2022年11⽉1⽇（⽕）〜 2023年1⽉8⽇（⽇）

会場 沖縄コンベンションセンター 展⽰棟・会議棟

展開内容
・展⽰商談会（テーマ設定によるブース群の設定）
・シンポジウム、特別講演、DXセミナー
・逆商談ブース

対象分野 沖縄の観光産業を核とする全ての中⼩企業、⾃然との共存、地⽅創⽣
主な来場者 全ての産業でテクノロジー・サービスを必要とする事業者、⾏政関係者、学⽣、マスコミ
連携イベント Okinawa Startup Festa、沖縄の産業まつり、沖縄⼤交易会、世界のウチナーンチュ⼤会



逆商談ブースについて
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昨年度から設置している逆商談ブースを今年も設置︕貴社の課題をITソリューションで解決︕
ビジネスマッチング促進のため、展⽰会場内に⾮IT事業者の⽅にご参加いただく逆商談ブースを設け、本EXPOに出展しているIT事業者様からご提案を受ける場を設定致します。多くの
出展企業が逆商談ブースを訪問しご提案を受けることが可能な為、貴社の課題解決につながる提案がきっと⾒つかるはずです。また今後のビジネスに繋がる機会も得られます。ご参加い
ただく企業・団体様には商談スケジュールを設定(1枠 １.５時間 最⼤２枠まで申し込み可能)しておりますので、スケジュールに合わせてご希望の時間帯を選択しお申し込みください。

POINT!!

逆商談ブースとは︖

逆商談ブース

参加企業募集中︕︕

参加条件 参加料

・県内企業対象 ⾮IT事業者(⾮IT事業者であれば業種は問いません。) ・無料

募集数

・最⼤24枠(１枠１.５時間、１社最⼤２枠までお申し込み可能)

商談ブースイメージ
商談ブースはパネルに仕切られているので周りを気にすることなく落ち着いた環境で
商談を実施することが可能です。

・事後アンケートにご回答いただける事業者

本商談会の周りでは各社の展⽰も⾏っております。
商談設定時間以外は、⾃由にブースをご覧いただけます。

無料で県内外多くの有名IT企業様からご提案がいただけます。
(過去の出展企業はP5,6をご確認ください。)

貴社の業務内容、提案希望内容などを公式ウェブサイトなど
で事前に公開し出展者へ周知します︕ミスマッチを防ぎます。

駐⾞場の確保及び、受付も専⾨レーンを設置いたしますので
スムーズな⼊場が可能です︕

・時間内はブース内に必ず待機いただける事業者

参加メリット

展⽰棟内にブースを設置

※現時点のイメージです



商談スケジュール
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スケジュール

参加企業募集中︕︕

⽇程 時間帯
展⽰棟内 ブース番号

S-1 S-2 S-3 S-4

11/17(⽊) 11:00-12:30 ① ② ③ ④

11/17(⽊) 13:00-14:30 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

11/17(⽊) 15:00-16:30 ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

11/18(⾦) 11:00-12:30 ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

11/18(⾦) 13:30-14:30 ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

11/18(⾦) 15:00-16:30 ㉑ ㉒ ㉓ ㉔

①〜㉔までの時間帯でご希望の時間帯を最⼤2枠までお申込みいただくことが可能です。商談希望の出展者様がブースを訪問するため、お申込みいただいた時間内は必ずブース内に
待機していただきます。



ご参加の流れ
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参加企業募集中︕︕

お申込み

ご来場

受付

お申込は、下記ホームページ内のフォームよりお申し込みください。
申込締切⽇︓10⽉14⽇(⾦)

＜HP お申込フォームページ＞
https://resortech-expo.okinawa/?p=2993

＜HP お申込フォームページ QRコード＞

駐⾞証に記載の指定駐⾞場に駐⾞ください。※駐⾞証は事前に郵送いたします。

⼿順

沖縄コンベンションセンター展⽰棟⻄⼝(正⾯⼊⼝）へお越し下さい。
※受付の際には感染症拡⼤防⽌の観点から、検温と⼿指消毒にご協⼒下さい。
また、来場の際はマスクの着⽤をお願い致します

逆商談
バッジ発⾏

お名刺を2枚ご⽤意下さい。（事務局お預かり1枚、バッジ差し込み⽤1枚）

ブースにて
商談

お申込みいただいた時間内は必ずブース内に待機していただきます。

終了 商談時間終了後は、ご⾃由に各ブースをご覧ください。

◼お申込みは、先着順で受付させていただきます。
◼お申込みいただいた時間内は商談がなくても必ずブース内に待機してください。
◼お申込みいただいた時間内は、ご希望のソリューションをもつ出展者と商談ができるよう、事務局側が可
能な限り出展者側と調整いたしますが、待機時間が発⽣する場合もございます。予めご了承ください。
◼受付時にお名刺を２枚ご提⽰の上、バッジを受け取った後にご⼊場下さい。
◼会場内ではバッジを常時ご着⽤下さい。
◼お帰りの際はバッジを受付までご返却下さい。
◼会場内では係員の指⽰に従ってください。
◼商談の様⼦は公式ホームページ、印刷物等に利⽤する場合がございます。

展⽰棟

当⽇受付場所

展⽰棟⻄⼝

注意事項

https://resortech-expo.okinawa/?p=2993


お願い
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①下記項⽬にひとつでも該当するものがある場合は来場をご遠慮ください。
１）37.5 度以上の熱がある
２）咳、⿐⽔、痰、くしゃみ、のどの痛みなどの⾵邪の症状がある
３）倦怠感、息苦しさ、胸部不快がある
４）同居のご家族や勤務先など⾝近に新型コロナウイルス感染が疑われる⽅がいる
５）その他新型コロナウイルス感染可能性の症状がある
６）⽇本政府から⼊国後の待機期間内に定められている⽅、並びに当該在住者との濃厚接触がある⽅

②来場に際して下記感染症予防対策にご協⼒ください。ご協⼒いただけない場合、来場をお断りすることがあります。
１）マスク着⽤等による⾶沫感染防⽌
２）来場時の除菌液による⼿指消毒
３）来場時の検温の実施
４）全⼊場者の⽒名、連絡先の事前登録

※7⽉15⽇現在の対策事項であり、上記内容は追加・変更となる場合がございます。

新型コロナウイルス感染症予防対策に関して



ご参考︓ResorTech EXPO 2021 スポンサー⼀覧
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ダイヤモンド (2)

プラチナ (12)

ゴールド (14)

コーラル (5)

団体協賛 (13)

沖縄経済同友会
沖電開発株式会社 (1⼝)
株式会社ゆがふホールディングス (1⼝)
沖縄空港貨物ターミナル株式会社 (5⼝)
株式会社沖縄海邦銀⾏ (10⼝)
⼤同⽕災海上保険株式会社 (1⼝)
ヤシマ⼯業株式会社 (1⼝)
⼀般財団法⼈ 南⻄地域産業活性化センター (1⼝)
株式会社ジェイシーシー (1⼝)

⼀般社団法⼈沖縄県情報産業協会
株式会社セキュアイノベーション (2⼝)
株式会社スピア (1⼝)
⼀般社団法⼈ 沖縄オープンラボラトリ (1⼝)
沖縄県情報通信関連産業団体連合会 (10⼝)

沖縄県商⼯会議所連合会
那覇商⼯会議所 (1⼝)



ご参考︓ResorTech EXPO 2021 参加企業⼀覧 (107社・団体)
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1

ジョルダン株式会社
株式会社ジョルテ
ソニーマーケティング株式会社
株式会社ネットフォレスト
株式会社構造計画研究所
株式会社WDS
株式会社ゴールドバリュークリエーション
株式会社GLOCAL
株式会社ディー・サイン

2

SCSK株式会社
SCSKサービスウェア株式会社
株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター
SCSKニアショアシステムズ株式会社

1
三井物産株式会社
三井情報株式会社
Tastemade Japan株式会社

2 株式会社セールスフォース・ドットコム
3 株式会社琉球ネットワークサービス

4
ソフトバンク株式会社
株式会社Agoop
Cinarra Systems Japan株式会社

5 ⽇本電気株式会社
6 沖縄セルラー電話株式会社
7 株式会社琉球銀⾏

8 株式会社沖縄銀⾏
株式会社おきなわフィナンシャル・グループ

9 株式会社リクルートライフスタイル沖縄
10 富⼠通Japan株式会社
11 株式会社カヌチャベイリゾート

12

⼀般社団法⼈宿泊施設関連協会
パナソニック システムソリューションズジャパン株式会社
株式会社⽇⽴製作所
株式会社⽇⽴情報通信エンジニアリング
株式会社シンテックホズミ
ソフトバンク株式会社
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
株式会社マースウインテック
株式会社タップ

1

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
株式会社おきでんCplusC

2 株式会社NTTドコモ
3 ⻄⽇本電信電話株式会社
4 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
5 トランス・コスモス株式会社
6 エーテック株式会社
7 沖縄ツーリスト株式会社
8 トヨタコネクティッド株式会社
9 特定⾮営利活動法⼈⽇本情報技術取引所
10 株式会社ジャスミンソフト
11 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
12 FPT沖縄R＆D株式会社
13 株式会社JTB沖縄
14 内閣府沖縄総合事務局

1 沖縄通信ネットワーク株式会社
2 株式会社りゅうせき
3 グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
4 ⽇本トランスオーシャン航空株式会社
5 那覇空港ビルディング株式会社

1 株式会社OCC
2 ⼀般社団法⼈沖縄オープンラボラトリ
3 株式会社ワンツーシーエムジャパン
4 沖縄通信ネットワーク株式会社5
6 株式会社あしびかんぱにー
7 トラストコミュニケーション株式会社
8 株式会社ヴィッツ沖縄
9 有限会社エヌ・ユー・エス
10 セイコーソリューションズ株式会社
11 株式会社アジルコア
12 株式会社アルク
13 沖縄クロス・ヘッド株式会社
14 株式会社okicom
15 株式会社アイランドスタジオ
16 株式会社L.I.T
17 パシフィックハイウェイ沖縄合同会社
18 株式会社オキット
19 FXC株式会社
20 URBANBASE株式会社
21 名護市 商⼯・企業誘致課
22 北⾕タウンマネジメント＆モビリティサービス合同会社
23 沖縄県・ISCO24
25 リトアニア共和国⼤使館

1 株式会社okicom
株式会社Rinnovation

2 株式会社hais
株式会社琉球物産貿易連合

3 ITSシステムサービス株式会社
株式会社モアアジア

4
OTS MICE MANAGEMENT株式会社
株式会社セイカスポーツセンター
IJU株式会社

1 株式会社JTB沖縄
株式会社オプテージ

2 パシフィックハイウェイ沖縄合同会社

3 株式会社ユニバーサルブレーンシステム
株式会社くみき

4 HelloWorld株式会社
5 株式会社カレンティア
⼤同⽕災海上保険株式会社

6
株式会社ゴールドバリュークリエーション
株式会社ジョイ
スポーツデータバンク沖縄株式会社

7 マギー株式会社
8 株式会社おきでんCplusC
9 富⼠通Japan株式会社

10 イノベスタ株式会社
株式会社薬正堂

ダイヤモンドスポンサー

ゴールドスポンサー

プラチナスポンサー

コーラルスポンサー

⼀般出展 沖縄アジアITビジネス創出促進事業

IT活⽤ビジネスモデル・テストベッド構築⽀援事業

1 沖縄県農業協同組合
2 株式会社近代美術
3 那覇空港ビルディング株式会社
4 ⼀般社団法⼈浦添市観光協会
5 南城市役所
6 株式会社南都（ガンガラーの⾕、おきなわワールド）
7 有限会社らんの⾥沖縄（ビオスの丘）
8 株式会社ゆがふホールディングス
9 株式会社名護パイン園

逆商談ブース

*1) 重複を除くユニークな参加社・団体数合計
*2) 前回参加企業数は85社 (+22社)

沖縄県内 県外 海外 合計
69社・団体 38社・団体 0社・団体 107社・団体*1,*2
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お問合せ先

⼀般財団法⼈沖縄ITイノベーション戦略センター
ResorTech EXPO in Okinawa 実⾏委員会事務局
〒901-0152 沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター505-2号室

E-Mail：resortech@isc-okinawa.org

公式サイト：resortech-expo.okinawa

https://resortech-expo.okinawa/

