
インダストリンクＩＴソリューション商談会　会議棟Ｂ（会議場B5～B7）10：00～17：00
出
展
企
業

株式会社シナジービーピー／沖縄ツーリスト株式会社／沖縄通信ネットワーク株式会社／バッカム株式会社
アーティサン株式会社／アルカディア・システムズ株式会社／ジョブマネ株式会社／株式会社USEN
株式会社りゅう／沖縄クロス・ヘッド株式会社／FXC株式会社／株式会社フィールトラスト／株式会社陣屋コネクト

※「ResorTechOkiawaおきなわ国際IT見本市」の全体プログラムについては、https://www.resortech.okinawa/をご参照下さい。
・出展企業の詳細は右のURLからもご確認いただけます。→ https://industlink.jp/news/1572592864/

インダストリンク
ITソリューション商談会

講演日程 2020年2月5日（11:00～12:00）
テーマ 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

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。

講師 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

登壇者プロフィール：
日系旅行会社、外資系OTA、アメリカ通信社等を経てアマデウスに
入社。ビジネスデベロップメント業務にて新規事業立案に携わり
2018年より現職。日本のオンライン旅行業の未来に向けた提言とソ
リューションを提供している。

企業概要：
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IT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
をもち、従業員は19,000人以上。旅行コンテンツ流通を支え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。

スペシャルセミナー 会議棟B（会議場B2）

沖縄県委託事業

https://industlink.jp/

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
● オンラインLIVE通訳
● キャッシュレスサービス
● RPA/ロボットによる業務自動化
● CRM/顧客管理
● 旅館・ホテル管理システム
● クラウドサービス／
  WiFi／ネットワークシステム
● AR/VR
● iPBX　　　　　　　…など

出展者

来場者メリット

◆拡大するキャッシュレスへの対応
◆クラウド・テクノロジーを活用して
　「働き方改革」、「業務改善」
◆多言語対応でインバウンド観光客対策
◆最先端なネットワーク環境で業務の効率化
◆介護やリハビリなどをITでサポート
◆ARで観光体験を創出
◆災害対策　　　　　　　　　　　　…など

講演日程 2020年2月6日（11:00～12:00）
テーマ 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～

これから数年度、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。

DiDiモビリティジャパン株式会社
事業開発部　本部長

登壇者プロフィール：
DiDiモビリティジャパンの広告事業、戦略パートナーシップ、事業開
発および顧客サービス部門を統括。アマゾンとグーグルで13年間を
経て、ビジネス事業開発、サプライチェーン管理、プロダクトマネージ
メント、アジア太平洋地域各国での新規事業立ち上げとマーケティン
グの経験を生かし、日本でのDiDiビジネスの事業展開をゼロから急
成長させています。 

企業概要：
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 DiDiＣｈｕｘｉｎｇ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）氏講師

来場者登録／セミナー申し込み▶

会場：沖縄コンベンションセンター会議棟Ｂ

会議棟Aへ

展示棟へ

2階 へ

特別商談室
（会議場B3.4）

受付

会場へのアクセス

●那覇空港⇄会場
●県庁北口⇄会場 
●おもろまち駅⇄会場

無料シャトルバス運行予定
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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

【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 インダストリンク運営事務局
　　　　　E-mail:  it-matching@isc-okinawa.org    TEL：０９８－８５９－１８３１

インダストリンク
ＩＴソリューション商談会会場
会議場B５～B7

スペシャルセミナー会場
会議場B2

会議棟Ｂ

企 業 名

担 当 者 名

連 絡 先 TEL： E-mail：

スペシャル
セ ミ ナ ー

事 前 予 約

インダストリンク
ＩＴソリューション商談会

２／５（水）　アマデウス社　□参加
２／６（木）　DiDi社　　　□参加 　□参加

出展企業との商談を　□希望する
※事前予約を希望した場合は事務局から追ってご連絡差し上げます。

参加申込

一般財団法人　沖縄ITイノベーション戦略センター　インダストリンク運営事務局　宛
FAX: 098-859-1832　　E-mail:  it-matching@isc-okinawa.org

右下のQRコードからも簡単にお申し込みいただけます。もしくはEメール、FAXでご返信いただけますようお願い申し上げます。

ご記入いただいた情報は、ResorTech Okinawa おきなわ国際 IT 見本市実行委員会の個人情報取得・利用及び個人情報の利用目的
（https://va.apollon.nta.co.jp/resortech/joho?MODE=kojin_joho）に基づき利用させていただきます。



出展企業・ITソリューション一覧
株式会社シナジービーピー
定額制オンラインLIVE通訳ツール！
10言語と手話に対応
出展内容
みえる通訳は、24時間365日すぐにつながる定額制のオンラインLive通訳サービスです。

■多言語対応店舗として積極的にPRしてインバウンドの誘客に!
■現場スタッフも安心してインバウンド対応ができます。外国人が来ても自信を持ってにっこりお迎え♪
■価値をしっかり伝えて売上アップに!
■商品やサービスの価値が伝われば感動も倍増♪
■もうクレームにも悩まない!トラブル対応にも安心♪
■緊急時、災害時、事故等の備えに。
■コスパ最高で多言語対応人件費のお悩みも解決♪
■医療通訳にも対応（医療通訳オプションもあります）

セールスポイント
定額制のオンラインLIVE通訳の「みえる通訳」。タブレット・スマートフォンのビデオ通話を
使って本物の通訳を提供。誤訳や失礼な言い回し無し！接客におけるコミュニケーションス
トレスをフリーに！

沖縄ツーリスト株式会社
沖縄旅行はスマイルタグで！
カードをかざしてお得に観光＆ショッピング！ 
出展内容
沖縄を訪れる国内外の観光客を対象に、観光ICカード・スマイルタグをご提案。7施設から
5施設選んで観光入場できるほか、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が満喫できる♪

セールスポイント
スマイルタグでお得に沖繩観光を満喫しよう！お好きな5つの観光施設に入場できる&国際
通りでも使える500円分のお買い物ポイント付き！ 

沖縄通信ネットワーク株式会社
沖縄にもっと Ｏ（O_驚きを超えた）
Ｔ（トータルソリューション） を ！ 
出展内容
■OT Robo （RPAソリューション）
OT Robo（RPAソリューション）に関わるコンサル及び技術支援・ロボット作成
※当社OT RoboはBizRobo!をベースとしたRPAサービスです。

業務自動化、属人化防止、コスト削減を実現します。

■i-OT（IoTソリューション ※LPWAを用いた）
1.長距離通信 2.低消費電力 3.到達性（920MHzのサブギガ帯）
" 低消費電力で広域エリアをカバーできる無線通信規格 "の総称

セールスポイント
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。

バッカム株式会社
「AI」と「AR」のコスメ試用システム。
アプリ不要、ブラウザだけで実現！
出展内容
ビューティー/コスメのARシステム「facy(仮)」

スマホWebブラウザを使用し、自身の顔写真にコスメを重ねて表示する
ARシステムです。
■コスメ、メイクを自分の顔でスマホで確認
■AIによる高精度な顔検出システム
■アプリ不要のwebシステム、ブラウザだけで簡単コスメ試用
■SNSやホームページ、ECサイトから直接リンク可能
■仮想環境でシステム導入も簡単

セールスポイント
コスメ試用をARで簡単にできるクラウドサービスです。専用アプリがいらなくブラウザで
ARができるので、LINEやSNSでの拡散、ECからのリンクなど簡単に行えます。

アーティサン株式会社
腕のよい職人、職人的芸術家の集まりそれが
アーティサンです。 
出展内容
■バス予報
安くて高機能なバスロケーションシステムをすばやく導入することができます。

■EMOROCO
お客様の体験・感情をITで理解する顧客価値主導型CRM
EMOROCOはCRMにAI(人工知能)を融合させたエモーショナルソリューションです。

■Office365
Microsoftが提供する「働き方改革」を支援するクラウド型サービスです。

セールスポイント
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を提供。また、CRMに人工知
能を融合させたサービスも提供。

アルカディア・システムズ株式会社
楽しいリハビリ運動・効果の見える化を支援する
ヘルサポシリーズ！ 
出展内容
ヘルスケア事業にて販売している健康支援ソリューション「ヘルサポ・シリーズ」
■ケアぴっと（高速姿勢測定システム）
■TANO(リハビリ/トレーニング　サポートシステム）
■ロコモヘルパー（運動機能測定システム）

動態センサーにて人の動きを検知、検知情報をもとに姿勢や運動機能を測定、またモニ
ターに写し出した自分の姿をもとにリハビリ運動などを実施いただけます。
今まで属人的になりがちだったリハビリ業務の標準化に活用いただけます。 

セールスポイント
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。

ジョブマネ株式会社

出展内容
【ジョブマネ】グループウェアやSFA、案件管理や資料共有など、BtoB向け事業者に特化し
たオールインワン型ツール。見やすさのこだわったUI(見た目)や、初心者でも使いやすいよ
う簡単操作で帳票作成や情報共有ができるよう設計しております。各社の課題に沿った利
用機能の選択なども可能ですので、ご相談ください！

【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。従来のタイム
カードでの勤怠管理がクラウドに移行したようなイメージです。
《より簡単に・より快適に・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！

セールスポイント
シンプルな勤怠管理　低価格でのシステム導入　簡単操作　情報共有　見積書発行　請求
書発行 

株式会社USEN
開業支援といえばUSEN！
店舗開業はUSENへお任せ！ 
出展内容
■業界No１シェアを誇る音楽放送。利用シーン合わせた選曲でお店の
空間を演出致します【SOUND　PLANET－i】
■店舗の売上管理からオペレーション改善、お店の業種業態に合わせ、
アフターケアもバッチリなタブレット型POSレジ【Ｕレジ】
■大型施設・複合施設・観光施設へインバウンドへのインフォメーショ
ンから、災害放送などを英語・中国語・韓国語・日本語で放送できる
サービス【おもてなしキャスト】
■店舗のFreeWifiはインバウンド対策もバッチリな【U-SPOT】で決ま
り！

セールスポイント
店舗開業のプロとして、店舗オーナー様の良きパートナーとしてUSENの総合ソリューショ
ンを提供しお店の運営をお手伝い致します！ 

株式会社りゅう
Relations on Your Unique 
Experiences 
出展内容
AR技術を活用し、沖縄県民や観光客が沖縄の観光スポットを巡り、若い
世代に殆ど使われていない「しまくとぅば」（琉球語）を謎解きクイズと共
に解明して、「しまくとぅば」を広める。「しまくとぅば」を解明するには、地
域やその場にいる方々とコミュニケーションを取る必要がある。観光ス
ポットにより多くの訪問者や観光客を呼び寄せると共に、「しまくとぅば」
の再認識と普及に努める。 

セールスポイント
弊社が観光客に新たな体験を提供することにより、御社のPRも「しまくとぅば」の謎解きに
盛り込むことが可能となる。 

陣屋コネクト
全国350施設の導入実績。旅館経営者が開発した、
クラウド型ホテル管理システム 
出展内容
■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。

■宿屋EXPO
15,000の全旅連加盟ホテル・旅館のスケールメリットを活用して「ヒト」「モノ」「サービス」などの
リソースや「情報」を相互に「連携」「交換」「助け合い」が無料でできるITプラットフォームです。 
セールスポイント
陣屋コネクト　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。

沖縄クロス・ヘッド株式会社
「働き方改革」や「災害対策」にもぴったりな
ファイルサーバー「REPLI」登場！ 
出展内容
「REPLI」は一般的なファイルサーバーの役割に加え、「働き方改革」や「+D8災害対策」へ
の対応や、その他便利な機能が搭載されており、お客様のデータの「利便性」と「安全性」
の両方を兼ね備えたSOHO向けのNASサービスです。オフィス設置にふさわしいコンパク
トな本体で、IT管理者がいなくてもシンプルな設定によりすぐに導入できます。

セールスポイント
「災害対策」や「働き方改革」に対応したファイルサーバー「REPLI」は、クラウドバックアッ
プやインターネットアクセスなど多様な機能を備えつつ、コンパクトな本体とシンプルな設
定でスピーディーに導入可能。

FXC株式会社
室内WiFiは目立たずスッキリ！
屋外WiFiもメッシュ構成でスッキリ！ 
出展内容
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。また、風にさらされる屋外(リゾート施設)や粉じんが舞う工場
内での広い無線LANエリアの構築・・・無線LANの導入を”諦めていた”場所の無線LANエ
リア化を可能にします。 企業向けの高機能かつ高性能な無線LAN親機としてお使い頂ける
と同時に、エッジコンピューターとして様々なカスタマイゼーションが可能な「PicoCELA 
PCWL-0410」も出展致します。

セールスポイント
コンセントに無線を埋め込み美観がスッキリ！ 

株式会社フィールトラスト
国際電話不要！インターネットだけで世界中が内線化。
AI搭載の次世代クラウドPBX 
出展内容
■次世代クラウドPBX【RYUKYU-PBX】
会社の電話交換機(PBX)をクラウド型の『RYUKYU-PBX』に切り替えて
いただくだけで、インターネットに繋がる拠点、社員間の通話が全て内線
化され無料となります。
従来のビジネスフォンから解放され、スマホやパソコン、タブレットなど
身近な端末で内線、固定電話の発着信が可能となります。
また、海外ともインターネットだけで手軽に内線化でき国際電話料金も
一切不要となり通話コストが劇的に削減できます。

セールスポイント
ホテル、病院、介護施設など大型施設の内線システムを従来の約1/3のコストで構築、リプ
レイス可能です。 

あなたが抱える課題とそれを解決に導く
ＩＴソリューションをつなぐマッチングサイトです。

https://industlink.jp/
インダストリンク

メンバー登録、サービスのご利用は全て無料！

相 談 窓 口

It-matching@isc-okinawa.org

ご予約・お問い合わせ

☎098-859-1831（平日/08:30～17：15）
沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター5F

その課題ITで解決できます。
ITソリューション導入の相談窓口

相談無料

一般聴講可能！
2020/2/5ー2020/2/6 @Okinawa Convention Center 会議棟A

―おきなわスタートアップフェスタ2020―

2020

同時開催

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

沖縄発！簡単操作の働き方改革
クラウドツール「ジョブマネ」＆「キンマネ」 


