
マッチングイベント
飲食業・宿泊業・観光業・小売業・製造業等の事業所が活用可能なAI/IoT、ビッグデータ、
RPA、クラウドサービスの先端ＩＴソリューション分野とのマッチング、導入支援を目的とした
事前マッチング型商談会を開催致します 。

注意事項：
①複数の希望者が有る場合、商談は一企業に対し、25分程度に制限させていただきます。
②予約は先着順とさせていただきますので、ご希望の時間帯に予約がお取りできない場合がございますので、ご了承下さい。

沖縄県委託事業沖縄県委託事業

企 業 名

担 当 者 名

連 絡 先 TEL： E-mail：

基 調 講 演

事 前 予 約

マ ッ チ ン グ
イ ベ ン ト□参加　　□不参加 □参加　　□不参加

□希望する　　□希望しない（ □フリー相談会を利用 ）
※目的の企業様と確実にご相談されたい場合は、事前予約をご利用ください

参加申込

先端ITソリューション・マッチングイベント

マッチングイベントにご参加可能な時間帯をお選びください。セッティングの参考にさせて頂きます。
（※①②両方にチェックを入れると全日参加となります）

□ ①14:30－16:00（前半1時間半参加）　□ ②15:30－17:00（後半1時間半参加）
□ その他

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

日　時：2019年12月3日（火）13:00～17:00（受付12：30） 

場　所：八汐荘（那覇市松尾1丁目6番1号）
参加費：無料
対　　象：先端ＩＴテクノロジー導入を検討している県内企業（飲食業・宿泊業・観光業・小売業・製造業等）
お申込み：裏面をご覧ください
駐 車 場：無料

先端ITソリューション

（飲食・宿泊・観光・小売・製造業等向け課題解決）

基調講演（4階 中会議室） 13:00～14:00

創業１００年を迎える老舗旅館 元湯 陣屋の女将である、株式会社陣屋 代表取締役
　宮﨑 知子様をお招きし「ＩＴ活用による旅館改革とその展望～女将が実践したＩＴ化
による業務改善・働き方改革のポイントとは～」と題してご講演をいただきます。

もともとサラリーマンをしていた宮﨑夫妻は、２００９年に、急遽旦那様のご実家であ
る元湯 陣屋を引き継ぐこととなりました。旅館経営に関し全くの素人であった宮﨑夫
妻が、存続の危機に直面していた本旅館を、「ＩＴ化」を推進することで「業務の見える
化」、「業務改善」、「働き方改革」、「従業員の意識改革」など、様々な改善・改革を実施
され、そして現在、旅館業では異例の週休３日制を取り入れてもなお、大きく業績を伸
ばすことに成功されました。

本講演会では、改革の陣頭指揮をとった、女将 宮﨑 知子 様より、実践された改革・
改善、その秘話や苦労話などを、経営者視点から詳しくご講演いただきます。

宿泊業の方々はもとより、特にサービス業に従事する方々には、経営改革や業務改
善のヒントとなりますので、是非ご参加下さい。

入場無料

入退室自由

●みずほ銀行
パレット
くもじ●

ローソン
●

海邦銀行
●

ファミリー●
マート　

●
ファミリーマート

那覇高校
●

県警本部
●

県庁南口

沖縄県庁
●

ハーバービュー通り

県
庁
前
通
り

松
尾
消
防
署
通
り

国際通り

八汐荘

駐車場台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
また、お車でお越しの際はできるだけ乗り合わせてお越しください。

マッチングイベント（1F屋良ホール）13:00～17:00

フリー相談会 13：00～17：00
事前予約マッチング 14：30～17：00

出
展
企
業

沖縄通信ネットワーク（株）／（株）システック沖縄／ＦＸＣ（株）／（株）ＮＴＴドコモ 
（株）ＥＣ－ＧＡＩＮ／（株）シナジービーピー／ジョブマネ（株）／ＫＤＤＩ（株）
（株）ゴールドバリュークリエーション／沖縄セルラー電話（株）／（株）陣屋コネクト
企業の詳細は中面をご覧ください。

ＩＴ活用による旅館改革とその展望
～女将が実践したＩＴ化による業務改善・働き方改革のポイントとは～
◆基調講演内容

宮﨑 知子 氏
株式会社陣屋 代表取締役 女将
昭和女子大学文学部卒業。卒業後
メーカー系リース会社にて営業職
に７年間従事し、結婚を機に退職。
サービス業未経験のまま出産２ヶ
月後の2009年10月に、倒産の危
機にあった鶴巻温泉元湯陣屋の女
将に就任。夫・宮﨑富夫氏とともに
業務改善のため、クラウド型ホテル
システム「陣屋コネクト」を独自開
発し、ICTを活用したデータ分析と
おもてなし向上を実現。

2012年 CRMベストプラクティス賞受賞（CRM協議会）
2015年 攻めのIT経営中小企業百選 選定（経済産業省）
　　　　＊宿泊業では唯一
2018年 はばたく中小企業・小規模事業者300社選定（中小企業庁）
2018年 日本サービス大賞 総務大臣賞受賞（日本生産性本部）

・目的の企業様と確実にご相談されたい場合は、事前予約をご利用ください。
・14：30～17：00の時間帯も会場への入退室は自由です。事前予約が入ってない場合は相談も可能です。

マッチング事前予約

マッチング希望企業（1件25分予定／先着順）

17:15－19:15 懇親会（会費制2,000円・会場1階レストラン／マッチングイベント来場者は参加可能です）

□ 参加希望  　□ 不参加
※懇親会参加希望者は人数、お名前をご記入下さい。

参加人数　　名　　　①　　　　　　　　②　　　　　　　　③

懇親会の参加

当日のタイムテーブルは運営事務局にて調整させていただきます。

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。

出展企業ピッチ（４階 中会議室）14:00～14:30

陣屋の名物女将が来沖！



出展企業・ITソリューション一覧

株式会社NTTドコモ

営業、運転、電話応答など、RPAのみでは自動化しきれない業務が多く存在します。ドコモが
もつ最新技術やスマートフォン、タブレットなどをRPA（WinActor）と組み合わせることで
一連の業務に対するトータルソリューションをご提案します。クラウドサービス（働き方改
革）/働き方改革関連法の施行に合わせ勤怠管理、業務効率化、コミュニケーション強化、テ
レワークなどお客さまの「働き方改革」を実現するため、ドコモでは「仕事」から「生活」まで
トータルでご提案・サポートを実施いたします。

ソリューション名

RPA(WinActor)

ソリューション概要

テクノロジー分野

対象分野

AI

飲食業 宿泊業 製造業 小売業 その他（　　　　　　　　）

IoT ビッグデータ ロボット

ドローン VR/AR RPA クラウドサービス

沖縄通信ネットワーク株式会社

テクノロジー分野

対象分野

AI

飲食業 宿泊業 製造業 小売業 その他（分野問わず）

IoT ビッグデータ ロボット

ドローン VR/AR RPA クラウドサービス

①「RPAによる業務自動化を実現！」
　おきなわ生まれのソフトウェアロボット。OTRoboは世界シェアの高い "BizRobo!" を

ベースとした高機能 RPA ソフトウェアです。弊社では、ロボット導入支援から、ロボット作
成、研修教育、導入後のアフターフォローまで、トータルでサポート致します。

②沖縄県産品！安心をi-OT で目に見える「カタチ」にします！
　弊社は、沖縄の IoTサービス LPWA の トップランナーとして、Sigfox・ ELTRES を活用

し、沖縄県に新たなソリューションをご提供致します。※本部町水納島にて「水道自動検
針」の商用化済み！

ソリューション名

①OTRobo　②i-OT

ソリューション概要

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り付けでき、快適な無線LAN環境を提供いたします。

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します。

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。無線多段中継により、配線を削減。

ソリューション名

①美観を損なわず快適な無線LAN環境を実現!
②オフィスの健康の見える化
③屋外WiFiもメッシュ構成でスッキリ！

ソリューション概要

テクノロジー分野

対象分野

AI

飲食業 宿泊業 製造業 小売業 その他（　　　　　　　　）

IoT ビッグデータ ロボット

ドローン VR/AR RPA クラウドサービス

ジョブマネ株式会社

紙やエクセルで見積書、請求書、納品書等の帳票を管理している場合、過去の資料を探すの
に時間 がかかり、一元管理も出来ないので業務が非効率になります。クラウド型の当システ
ムを使えば全てのデータがサーバーに保存されて、必要な過去データもすぐに 探すことがで
き、業務時間が短縮され労働生産性が飛躍的に向上します。こだわりのユーザーインター
フェイスで、初めて利用する方でも直感的に簡単に使うことができます。 通常業務の流れの
中でデータが蓄積されるため、わざわざ履歴を残すための無駄な入力作業が必要ないのも
特徴です。話題の働き方改革法案の追い風もあり、生産年齢人口減少による、効率性・生産
性重視の働き方をサポートするシステムとなるよう邁進します。初期導入費用無料、月額
10,000円～安価で導入ができます。

ソリューション名

中小ベンチャー企業向け
クラウド型業務管理システム「ジョブマネ」

ソリューション概要

テクノロジー分野

対象分野

AI

飲食業 宿泊業 製造業 小売業 その他（サービス）

IoT ビッグデータ ロボット

ドローン VR/AR RPA クラウドサービス

株式会社ゴールドバリュークリエーション

宿泊施設の規模を問わず、施設運営のフロント業務を、オンラインでサポートするシステムで
す。多言語でのインバウンド対応も可能で、物件運営者と宿泊利用者の利便性が向上します。
・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
・ゲスト向け提供サービス／多言語翻訳、コンビニ現地決済、24H対応チェックインコールセ

ンター、24H対応かけつけサービス
・運営サポートサービス／サイトコントローラー連携、集客ポータルサイト、運営サポート機

能、騒音センサー連携

ソリューション名

宿泊施設フロント業務支援
スマートフロント MujInn（ムジン）

ソリューション概要

テクノロジー分野

対象分野

AI

飲食業 宿泊業 製造業 小売業 その他
（電話業務がある業種全般）

IoT ビッグデータ ロボット

ドローン VR/AR RPA クラウドサービス

沖縄セルラー電話株式会社

こんな企業にお勧めです。
①会社⇔従業員の情報共有、②ITツールが社内で浸透しない
③会社で容認していないITツールを利用させたくない。
④スマートデバイスを有効活用したい。
課題をLINEWORKSが解決します。
また社内のコミュニケーション活性化を実現いたします。

ソリューション名

ビジネス版LINE　LINEWORKS

ソリューション概要

テクノロジー分野

対象分野

AI

飲食業 宿泊業 製造業 小売業 その他（　　　　　　　　）

IoT ビッグデータ ロボット

ドローン VR/AR RPA クラウドサービス

株式会社陣屋コネクト

陣屋コネクトは、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することにより、きめ細かなサービスが実
現します。元湯陣屋の旅館経営ノウハウに加え、全国300施設以上（2018年6月現在）の現
場や経営者の声に基づいた、実践的な機能を提供。調理場支援やプラン作成支援、ホーム
ページ制作など、旅館発ならではのきめ細かなサポートメニューも特長の一つです。

ソリューション名

陣屋コネクト

ソリューション概要

テクノロジー分野

対象分野

AI

飲食業 宿泊業 製造業 小売業 その他（　　　　　　　　）

IoT ビッグデータ ロボット

ドローン VR/AR RPA クラウドサービス

株式会社EC-GAIN

temiteは個人が仕入れリスクゼロで日本最短最速で販売開始できるECプラットフォームで
す。サプライヤーはtemiteに商品を登録することで全世界にソーシャルなEC販売網を作れ、
個人販売者は、誰もが簡単にグローバルなオンラインセレクトショップを一瞬で作れ、登録
メーカーの商品の販売代理権を持ち、自分のお店に簡単に並べられるようになります。サプ
ライヤーは短期的にSNSマーケット内に販路を拡大でき、個人販売者は、ECを行う際に必
ずつきまとう仕入れ資金の準備や在庫管理、価格設定、発送手配やキャンセル処理など、多
くのEC店舗運営に関わるオペレーション業務から解放されます。上記のように売って欲しい
企業と、売りたい個人をつなげるソーシャルECプラットフォームです。

ソリューション名

temite

ソリューション概要

テクノロジー分野

対象分野

AI

飲食業 宿泊業 製造業 小売業 その他（　　　　　　　　）

IoT ビッグデータ ロボット

ドローン VR/AR RPA クラウドサービス

株式会社シナジービーピー

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。機
械翻訳と違って誤訳や失礼な言い回しはなく、画面越しの通訳者が状況に合わせて通訳を
提供。外国人がきても自信を持ってにっこりお迎え♪現場スタッフも安心してインバウンド対
応ができます。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ご活用くださ
い。商品やサービスの価値を伝えて、満足度と売り上げアップの味方に！ぜひ弊社ブースでさ
わり、体感してください。（対応言語:英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ
語、ベトナム語、ロシア語、フランス語、タガログ語、日本手話）

ソリューション名

オンラインLIVE通訳 みえる通訳

ソリューション概要

テクノロジー分野

対象分野

AI

飲食業 宿泊業 製造業 小売業 その他（自治体、医療、交通）

IoT ビッグデータ ロボット

ドローン VR/AR RPA クラウドサービス

KDDI株式会社

デザイン思考を活用したユーザ目線でのサービスデザインと、アジャイル開発を活用した素
早く改善を繰り返す開発手法をご提供します。従来のウォーターフローの開発とは違い、1日
～1週間単位でリリースを繰り返します。そのため、動く成果物を確認しながらサービスの方
向性を柔軟に修正していくことが可能です。体験WSと1Day開発は無償でご提供しておりま
すので、まずはお気軽にご相談ください。

ソリューション名

サービスデザイン・プロトタイプ開発／検証

ソリューション概要

テクノロジー分野

対象分野

AI

飲食業 宿泊業 製造業 小売業 その他（分野問わず）

IoT ビッグデータ ロボット

ドローン VR/AR RPA クラウドサービス

株式会社システック沖縄

①kintoneを使って業務のシステムを構築する事が出来ます。今までシステムを導入されて
いないExcelやAccessで管理してきた会社様にも7500円/月（5ユーザ利用料）でシステム
を 利用できます。（初期費用は別途必要です）また、クラウドサービスなので、インターネッ
ト につながるパソコンがあればシステム導入にハードウェアは不要です。また、kintoneは
他 のシステムとの連携も可能です。既存のシステムからデータを連携したい等、まずはお問
合 せ下さい。 ②中小企業のお客様にも利用できるRPAです。月々5万円で24時間、365日
働くロ ボットが使えます。日次・週次・月次の定型業務・事務処理をRPAにやらせて作業効
率を上 げ、残業をなくしましょう。毎月の請求業務をRPAにやらせて、早く帰りましょう～！

ソリューション名

①クラウドサービス＝kintone
②RPA＝アシロボ

ソリューション概要

テクノロジー分野

対象分野

AI

飲食業 宿泊業 製造業 小売業 その他（分野問わず）

IoT ビッグデータ ロボット

ドローン VR/AR RPA クラウドサービス

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！


