
沖縄コンベンションセンター
及び宜野湾市立多目的運動場

開催時間：10/31（土） 10:00～18:00　11/1(日） 10:00～17:00［10/29(木）・30(金） 業界・プレスのみ］
202010/31（土）-11/1（日）

会場ガイド

【主催】 公益社団法人 日本観光振興協会 ／ 一般社団法人 日本旅行業協会 ／ 日本政府観光局　【特別協力】 一般社団法人 全国旅行業協会　【特別賛助】 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 
【開催支援】  開催地連絡協議会 ／ 開催応援団　【後援】 国土交通省 ／ 国土交通省観光庁 ／ 総務省 ／ 外務省 ／ スポーツ庁 ／ 文化庁 ／ 農林水産省 ／ 経済産業省 ／ 環境省 ／ 沖縄県 ／ 那覇市 ／ 宜野湾市
独立行政法人 日本貿易振興機構 ／ 一般社団法人 日本経済団体連合会 ／ 沖縄経済同友会 ／ 日本商工会議所 ／ 東京商工会議所 ／ 沖縄県商工会議所連合会 ／ 一般社団法人 沖縄県経営者協会

【協賛】 

那覇空港ビルディング株式会社

イオンモール沖縄ライカム

一般社団法人沖縄県ホテル協会

沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合

株式会社OTSサービス経営研究所

【リージョナルスペシャルパートナー】

KNT-CTパートナーズ会沖縄連合会JTB旅ホ連沖縄支部連合会
JTBレキオス会

日旅連沖縄支部連合会
沖縄赤い風船会

旅ホ連沖縄支部
運観連沖縄支部



◦各会場入り口に消毒マットの設置
◦出展者含む全関係者マスク着用の徹底
◦全来場者マスク着用の徹底
◦来場者待機列の1mソーシャルディスタンスを確保
◦来場者が会場内で「密」にならないための「時間制入場制度の

導入」、「会場内通路幅3m確保」
◦定期的な会場内換気の実施や空気循環用サーキュレーターの設置
◦スタッフや会場清掃業者による共有スペースの消毒作業の実施
◦事前健康チェックによる感染疑義者の来場制御

◦サーマルカメラによる全関係者入場前検温の実施
◦旅行者専用相談センター（TACO）との連携による感染疑義者

の発見時の対応
◦定期的な「手洗いうがい・手指消毒促進アナウンス」の実施
◦接触を極力避ける運営方法を出展者にアナウンス（資料＆試飲

試食の手渡しを避ける、着ぐるみとの接触を避けるなど）
◦声を張り上げて行う企画・運営の禁止
◦万が一のための出展者を含む「全関係者」個人情報提出の義務化
◦イラストや英語での感染予防に関する注意喚起看板の設置

安心してご来場いただくための主催者の取り組み

マスク着用・大声禁止 ソーシャルディスタンス確保

各会場入り口での検温 COCOA（アプリ）のインストール（推奨） 時間制入場制度へのご協力

ツーリズムEXPOジャパンの
新型コロナウイルス感染症対策について

手指の消毒こまめな手洗いうがい

3
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市立体育館市立体育館

宜野湾市立
多目的運動場
宜野湾市立
多目的運動場

屋外劇場屋外劇場

トロピカルハウストロピカルハウス

アトムホームスタジアム宜野湾アトムホームスタジアム宜野湾

ラグナガーデンホテルラグナガーデンホテル

ぎのわん海浜公園ぎのわん海浜公園

多目的広場多目的広場

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

会議棟A会議棟A

会議棟B会議棟B

展示棟展示棟劇場棟劇場棟

海浜公園入口

沖縄コンベンションセンター

トロピカルビーチトロピカルビーチ

A

B

C

D

E

フードフェスタＡエリア
沖縄キッチンカーフェスタ
フードフェスタＡエリア
沖縄キッチンカーフェスタ

フードフェスタBエリア
沖縄県産肉×琉球泡盛フェスタ
フードフェスタBエリア

沖縄県産肉×琉球泡盛フェスタ

フードフェスタCエリア
旅するカレーフェスタ
フードフェスタCエリア
旅するカレーフェスタ

A 沖縄コンベンションセンター
劇場棟

●10⽉29⽇（⽊）
・開会式
・基調講演
・�インターナショナル・ツーリズ
ム・フォーラム
・交�流事業
��（OKINAWA�NIGHT)

B 沖縄コンベンションセンター
会議棟

●10⽉29⽇（⽊）
・�JNTOインバウンドセミナーin�
沖縄

●10⽉30⽇（⾦）
・�テーマ別シンポジウム

E ラグナガーデンホテル

●10⽉30⽇（⾦）
・�第7回世界遺産サミット

フェスティバルウィーク

● 10月31日（土）
タヒチの島々
～情熱のタヒチアンダンス～
(ぎのわん海浜公園多目的広場）

●  11月1日（日）
沖縄国際映画祭2021プレイベント
島ぜんぶでおーきな映画上映会
（沖縄コンベンションセンター劇場棟）�

    検温ステーション

  シャトルバス乗降口 
乗車時に検温

C 沖縄コンベンションセンター展示棟

●10⽉29⽇（⽊）
・展⽰商談会（業界・プレス⽇）
��-沖縄県内出展
��-ResorTech�Okinawa

●10⽉30⽇（⾦）
・展⽰商談会（業界・プレス⽇）
��-沖縄県内出展
��-ResorTech�Okinawa

●10⽉31⽇（⼟）
・展⽰会（⼀般⽇）
��-沖縄県内出展
��-ResorTech�Okinawa

●11⽉1⽇（⽇）
・展⽰会（⼀般⽇）
��-沖縄県内出展
��-ResorTech�Okinawa

D 宜野湾市立多目的運動場

●10⽉29⽇（⽊）
・展⽰商談会（業界・プレス⽇）
��-�沖縄県内/海外/国内/関連�
企業・団体

●10⽉30⽇（⾦）
・�展⽰商談会（業界・プレス⽇）
��-�沖縄県内/海外/国内/関連�
企業・団体

●10⽉31⽇（⼟）
・展⽰会（⼀般⽇）
���-�沖縄県内/海外/国内/関連
企業・団体

●11⽉1⽇（⽇）
・展⽰会（⼀般⽇）
��-�沖縄県内/海外/国内/関連�
企業・団体

沖縄コンベンションセンターのブースマップは ６・７ページ  
宜野湾市立多目的運動場のブースマップは ８・９ページ

●10⽉29⽇（⽊）～11⽉1⽇（⽇）

Aエリア　沖縄キッチンカーフェスタ

Bエリア　沖縄県産肉�×�琉球泡盛フェスタ

Cエリア　旅するカレーフェスタ

※会場、時間は予告なく変更する場合もございます。
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ブースマップ １ （沖縄コンベンションセンター）（10月15日現在）

守礼の門風ゲート
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株式会社
ジャンボツアーズ
株式会社
ジャンボツアーズ

一般社団法人
沖縄市観光物産
振興協会

一般社団法人
沖縄市観光物産
振興協会

ホテル沖縄 with
サンリオキャラクターズ
ホテル沖縄 with
サンリオキャラクターズ

糸満市／
一般社団法人
糸満市観光協会

糸満市／
一般社団法人
糸満市観光協会

渡嘉敷村渡嘉敷村

座間味村座間味村

株式会社
シーサー
株式会社
シーサー

一般社団法人
南城市観光協会
一般社団法人
南城市観光協会

沖縄県商工会議所
連合会
沖縄県商工会議所
連合会

北谷町北谷町

一般財団法人
沖縄美ら島財団
一般財団法人
沖縄美ら島財団

一般社団法人
美ら島観光施設協会
一般社団法人
美ら島観光施設協会

沖縄県グリーン・
ツーリズムネットワーク

沖縄県グリーン・
ツーリズムネットワーク

ANA
（全日本空輸株式会社）／
ANA
セールス株式会社

ANA
（全日本空輸株式会社）／
ANA
セールス株式会社

石垣島ビーチホテル
サンシャイン
石垣島ビーチホテル
サンシャイン

八重山諸島
（石垣市・竹富町・
与那国町）

八重山諸島
（石垣市・竹富町・
与那国町）

KPG
ホテル ＆
リゾート

KPG
ホテル ＆
リゾート

～癒しの
大自然～
やんばる
観光

～癒しの
大自然～
やんばる
観光

R : ResorTech OkinawaR : ResorTech Okinawa
株式会社
由布島
株式会社
由布島

みやこじまにあ
～宮古島インバウンド

受入民間協議会

みやこじまにあ
～宮古島インバウンド

受入民間協議会

しろう農園
株式会社
しろう農園
株式会社

モアナレンタカー
宮古島

モアナレンタカー
宮古島

やまねこ
ツアーズ
やまねこ
ツアーズ

一般財団法人
竹富島地域自然資産財団

一般財団法人
竹富島地域自然資産財団

沖縄県 離島観光・
交流促進事業
島あっちぃ

沖縄県 離島観光・
交流促進事業
島あっちぃ

一般社団法人
伊江島観光協会
一般社団法人
伊江島観光協会

沖縄
どきどきツアーズ

沖縄
どきどきツアーズ

国頭村国頭村
沖
縄
の
伝
統
的
な
食
文
化

〜
沖
縄
食
文
化
保
存・普
及・継
承
事
業
〜

沖
縄
の
伝
統
的
な
食
文
化

〜
沖
縄
食
文
化
保
存・普
及・継
承
事
業
〜

大宜味村
観光協会
大宜味村
観光協会

浦添市浦添市

空手発祥の地・
沖縄

空手発祥の地・
沖縄

国立劇場
おきなわ
国立劇場
おきなわ

イーアス
沖縄豊崎／

沖縄アウトレット
モールあしびなー

イーアス
沖縄豊崎／

沖縄アウトレット
モールあしびなー

豊見城市豊見城市

うるま市うるま市

一般財団法人
沖縄観光

コンベンション
ビューロー

一般財団法人
沖縄観光

コンベンション
ビューロー

久米島町久米島町

一般社団法人
金武町観光協会
一般社団法人
金武町観光協会

北中城村観光協会北中城村観光協会

宜野湾市商工会宜野湾市商工会

安全・安心なMICE
－IT技術を使ったコロナ対策－

安全・安心なMICE
－IT技術を使ったコロナ対策－

琉球ホテル＆リゾート
名城ビーチ

琉球ホテル＆リゾート
名城ビーチ

那覇市那覇市

那覇空港
ビルディング
株式会社

那覇空港
ビルディング
株式会社

株式会社
ナレッジクリエーション

テクノロジー

株式会社
ナレッジクリエーション

テクノロジー

TRUSTYOU
（トラスト・ユー）
TRUSTYOU
（トラスト・ユー）

株式会社
スタジアム
株式会社
スタジアム

沖縄通信ネットワーク
株式会社

沖縄通信ネットワーク
株式会社

株式会社ＯＣＣ株式会社ＯＣＣ

トラストコミュニケーション
株式会社

トラストコミュニケーション
株式会社

株式会社ダイコー
ホールディングスグループ

株式会社ダイコー
ホールディングスグループ

株式会社
あしびかんぱにー

株式会社
あしびかんぱにー

有限会社
エヌ・ユー・エス

有限会社
エヌ・ユー・エス

エコツーラボ
合同会社

エコツーラボ
合同会社

株式会社
フィールトラスト

株式会社
フィールトラスト

株式会社アルク株式会社アルク株式会社
エー・アール・シー
株式会社
エー・アール・シー

パシフィックハイウェイジャパン
合同会社
パシフィックハイウェイジャパン
合同会社

アドバンテック
株式会社
アドバンテック
株式会社

沖縄地理情報システム協議会
(沖縄GIS協議会)
沖縄地理情報システム協議会
(沖縄GIS協議会)

ニューノーマルニューノーマル

株式会社
okicom
株式会社
okicom

OTTOP
(Okinawa Transit and Tourism OpenData Platform)

OTTOP
(Okinawa Transit and Tourism OpenData Platform)

株式会社L.I.T株式会社L.I.T

POPCHAT株式会社POPCHAT株式会社

アイ・ムーヴ株式会社／
 沖縄ツーリスト株式会社／
株式会社デンソーテン／ 

株式会社OTSサービス経営研究所

アイ・ムーヴ株式会社／
 沖縄ツーリスト株式会社／
株式会社デンソーテン／ 

株式会社OTSサービス経営研究所

FXC株式会社FXC株式会社

那覇空港
拡張整備促進連盟

那覇空港
拡張整備促進連盟

JALグループJALグループ

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

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

アビームコンサルティング
株式会社

アビームコンサルティング
株式会社

株式会社リクルート
ライフスタイル沖縄
株式会社リクルート
ライフスタイル沖縄

NTT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
株式会社

西日本電信電話
株式会社

西日本電信電話
株式会社

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
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

株式会社
カヌチャベイリゾート

株式会社
カヌチャベイリゾート

トヨタコネクティッド
株式会社

トヨタコネクティッド
株式会社

沖縄クロス・ヘッド
&

ロゼッタ

沖縄クロス・ヘッド
&

ロゼッタ

株式会社
沖縄銀行
株式会社
沖縄銀行

沖縄県沖縄県一般財団法人
沖縄ITイノベーション戦略センター

一般財団法人
沖縄ITイノベーション戦略センター

株式会社
NTTドコモ
株式会社
NTTドコモ

内閣府沖縄総合事務局内閣府沖縄総合事務局

一般社団法人
宿泊施設関連協会
（JARC)

一般社団法人
宿泊施設関連協会
（JARC)

トランス・コスモス
株式会社

トランス・コスモス
株式会社

沖縄県地域
ビジネス力
育成強化事業

沖縄県地域
ビジネス力
育成強化事業

沖縄県酒造組合／
公共路線バスによる沖縄・
日本遺産周遊体験
ツーリズム

沖縄県酒造組合／
公共路線バスによる沖縄・
日本遺産周遊体験
ツーリズム

沖縄アリーナ沖縄アリーナ

東南植物楽園東南植物楽園

OC: 沖縄県内
（Okinawa Exhibit）

ジャパン・ツーリズム・アワード受賞団体（詳細はp.12へ）

化粧室

ステージ

ブースNO. ResorTech2020　出展者リスト
P-01 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

P-02 株式会社カヌチャベイリゾート

P-03 トヨタコネクティッド株式会社

P-04 沖縄クロス・ヘッド＆ロゼッタ

P-05 株式会社沖縄銀行

G-01 株式会社NTTドコモ

G-02 西日本電信電話株式会社

G-03 NTTコミュニケーションズ株式会社

G-04 株式会社リクルートライフスタイル沖縄

G-05 アビームコンサルティング株式会社

G-06 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

G-07 内閣府沖縄総合事務局

G-08 一般社団法人 宿泊施設関連協会（JARC)

G-09 トランス・コスモス株式会社

R-01 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー

R-02 TRUSTYOU（トラスト・ユー）

R-03 株式会社スタジアム

R-04 沖縄通信ネットワーク株式会社

R-05 FXC株式会社

R-06 株式会社ＯＣＣ

R-07 トラストコミュニケーション株式会社

R-08 株式会社ダイコーホールディングスグループ

R-09 株式会社あしびかんぱにー

R-10 有限会社エヌ・ユー・エス

R-11 エコツーラボ合同会社

R-12 株式会社フィールトラスト

R-13 アイ・ムーヴ株式会社 / 沖縄ツーリスト株式会社 / 株式会社
デンソーテン / 株式会社OTSサービス経営研究所

R-14 株式会社アルク

R-15 OTTOP（Okinawa Transit and Tourism OpenData 
Platform）

R-16 株式会社Ｌ.Ｉ.Ｔ

R-17 POPCHAT株式会社

R-18 ニューノーマル

R-19 株式会社okicom

R-20 沖縄地理情報システム協議会（沖縄GIS協議会）

R-21 アドバンテック株式会社 

R-22 パシフィックハイウェイジャパン合同会社

R-23 株式会社エー・アール・シー

R-24 沖縄県

R-25 一般財団法人　沖縄ITイノベーション戦略センター

ブースNO. ツーリズムEXPOジャパン 旅の祭典 in 沖縄  出展者リスト
OC 沖縄県内
OC-02 ホテル沖縄 with サンリオキャラクターズ

OC-03 KPG ホテル & リゾート

OC-04 一般社団法人 沖縄市観光物産振興協会

OC-05 株式会社ジャンボツアーズ

OC-06 一般社団法人 美ら島観光施設協会　

OC-07 一般財団法人沖縄美ら島財団

OC-08 ANA（全日本空輸株式会社）

OC-08 ANAセールス株式会社

OC-09 モアナレンタカー宮古島

OC-10 みやこじまにあ　～宮古島インバウンド受入民間協議会

OC-12 しろう農園株式会社

OC-13 JALグループ

◦ 日本航空株式会社

◦ 日本トランスオーシャン航空株式会社

◦ 株式会社ジャルパック

◦ 株式会社JALJTAセールス

OC-14 沖縄県酒造組合

OC-14 公共路線バスによる沖縄・日本遺産周遊体験ツーリズム

OC-15 東南植物楽園

OC-16 沖縄アリーナ

OC-17 琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ

OC-19 那覇空港拡張整備促進連盟

OC-20 沖縄県商工会議所連合会

OC-23 八重山諸島（石垣市・竹富町・与那国町）

OC-24 石垣島ビーチホテルサンシャイン

OC-25 株式会社由布島

OC-26 やまねこツアーズ

OC-27 一般財団法人 竹富島地域自然資産財団

OC-29 沖縄県地域ビジネス力育成強化事業

◦ うふあがり島地域資源活性化観光推進プロジェクト 
（沖縄県北大東村）

◦ 名護の魅力をつなげるまち元気プロジェクト
　（沖縄県名護市）

◦ 恩納村リゾートウェディング活用地場産業活性化事業 
（沖縄県恩納村）

◦ 美と健康と賑わいのサンライズタウン・プロジェクト
　（沖縄県与那原町）

OC-30 一般社団法人 金武町観光協会

OC-31 北中城村観光協会

OC-32 宜野湾市商工会

OC-33 沖縄県グリーン・ツーリズムネットワーク

OC-34 糸満市／一般社団法人糸満市観光協会

OC-35 那覇市

◦ 那覇市観光協会

OC-36 那覇空港ビルディング株式会社

OC-37 株式会社シーサー

OC-38 座間味村

OC-39 渡嘉敷村

OC-40 一般社団法人 南城市観光協会

◦ イーストホームタウン沖縄株式会社

OC-41 北谷町

OC-42 久米島町

OC-43 一般社団法人伊江島観光協会

OC-44 沖縄県 離島観光・交流促進事業 島あっちぃ

◦ 西表島[西部地区]（島あっちぃ）

◦ 黒島（島あっちぃ）

◦ 南大東島（島あっちぃ）

OC-45 国頭村

OC-46 沖縄どきどきツアーズ

OC-47 大宜味村観光協会

OC-48 沖縄の伝統的な食文化～沖縄食文化保存・普及・継承事
業～

OC-49 うるま市

OC-50 浦添市

OC-51 国立劇場おきなわ

OC-52 空手発祥の地・沖縄

OC-53 豊見城市

OC-54 イーアス沖縄豊崎 / 沖縄アウトレットモールあしびなー

◦ 沖縄アウトレットモールあしびなー

OC-56 ～癒しの大自然～やんばる観光

OC-57 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

OC-58 安全・安心なMICE－IT技術を使ったコロナ対策－
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ブースマップ 2（宜野湾市立多目的運動場）（10月15日現在）

A-17A-17 A-18A-18

C-12C-12 C-15C-15

C-26C-26 C-25C-25 C-23C-23

C-28C-28

C-32C-32

C-31C-31

C-39C-39 C-38C-38

C-40C-40

C-33C-33

C-37C-37

C-36C-36

C-35C-35

C-08C-08C-10C-10 C-09C-09

B-07B-07

B-24B-24

B-16B-16 B-14B-14

B-20B-20 B-22B-22

B-23B-23

B-21B-21

B-19B-19 B-18B-18

B-15B-15B-03B-03B-04B-04

B-02B-02

B-01B-01

OU-01OU-01

OU-05OU-05

OU-30OU-30 OU-29OU-29 OU-28OU-28 OU-26OU-26 OU-06OU-06 OU-07OU-07

OU-04OU-04 OU-02OU-02

OC-01OC-01 OC-18OC-18 OU-08OU-08 OU-09OU-09

OU-25OU-25 OU-24OU-24

OU-15OU-15 OU-14OU-14

B-08B-08 B-09B-09

B-13B-13 B-12B-12 B-11B-11

B-10B-10

C-02C-02

A-14A-14

A-01A-01

A-12A-12

A-09A-09

A-06A-06

A-04A-04 A-05A-05A-03A-03

A-11A-11

A-13A-13

A-24A-24 A-23A-23 A-21A-21

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

台湾観光協会
大阪事務所
台湾観光協会
大阪事務所

タイ国政府観光庁タイ国政府観光庁

株式会社
グッドフェローズJTB

株式会社
グッドフェローズJTB

株式会社
ポイント
株式会社
ポイント

株式会社
日本旅行
株式会社
日本旅行

KNT-CT
ホールディングス
株式会社

KNT-CT
ホールディングス
株式会社

東武トップツアーズ
株式会社

東武トップツアーズ
株式会社

日本アドベンチャー
ツーリズム協議会
日本アドベンチャー
ツーリズム協議会

環境省
自然環境局
国立公園課

国立公園利用推進室

環境省
自然環境局
国立公園課

国立公園利用推進室

株式会社
阪急交通社
株式会社
阪急交通社

シヤチハタ
株式会社
シヤチハタ
株式会社

株式会社VIPグローバル株式会社VIPグローバル

※業界日のみ出展※業界日のみ出展

ヴォックス
ジャパン
ヴォックス
ジャパン

株式会社百戦錬磨（STAY JAPAN）株式会社百戦錬磨（STAY JAPAN） 共立リゾート & ドーミーイン共立リゾート & ドーミーイン

一般社団法人
九州観光推進機構
一般社団法人
九州観光推進機構

PhilippinesPhilippines

中国観光
代表処
中国観光
代表処

韓国
観光公社
韓国
観光公社

ピーロート・ジャパンピーロート・ジャパン

スペイン
政府観光局
スペイン
政府観光局

ポーランド
政府観光局
ポーランド
政府観光局

タヒチ
観光局
タヒチ
観光局

オーストラリア
政府観光局
オーストラリア
政府観光局

パラオ
政府観光局
パラオ
政府観光局

鹿児島県、
一般社団法人

奄美群島観光物産協会

鹿児島県、
一般社団法人

奄美群島観光物産協会

株式会社トリムライフインターナショナル株式会社トリムライフインターナショナル
一般社団法人トータルウエルネスプロジェクトオキナワ一般社団法人トータルウエルネスプロジェクトオキナワ

株式会社こころ株式会社こころ

グランヴィリオリゾート
石垣島
グランヴィリオリゾート
石垣島

静岡県静岡県

別府市別府市

長野県長野県

JTBJTB

鹿沼
商工会議所
鹿沼

商工会議所

一般財団法人
沖縄観光

コンベンション
ビューロー

一般財団法人
沖縄観光

コンベンション
ビューロー

株式会社
かりゆし
株式会社
かりゆし

リゾートベビーシッターサービス
ワールドキッズ

リゾートベビーシッターサービス
ワールドキッズ

Sharee
（シェアリー）
Sharee

（シェアリー）

沖縄MICE
サービス
沖縄MICE
サービス

島ぜんぶでおーきな祭
沖縄国際映画祭／

やんばるアートフェスティバル

島ぜんぶでおーきな祭
沖縄国際映画祭／

やんばるアートフェスティバル

ホテル コレクティブホテル コレクティブ

沖縄ツーリスト
株式会社

沖縄ツーリスト
株式会社

一般社団法人沖縄県
レンタカー協会
一般社団法人沖縄県
レンタカー協会

株式会社
国際旅行社
株式会社
国際旅行社

沖縄逸の彩
 RESORT＆HOT SPRING HOTEL

沖縄逸の彩
 RESORT＆HOT SPRING HOTEL

一般社団法人
全国旅行業協会
一般社団法人
全国旅行業協会

Withコロナ時代の新しい旅の
エチケット紹介ブース

Withコロナ時代の新しい旅の
エチケット紹介ブース

福島県福島県

｢新潟県・庄内エリアDC｣
推進協議会
｢新潟県・庄内エリアDC｣
推進協議会

一般社団法人
JARTA
一般社団法人
JARTA

東急
ホテルズ
東急
ホテルズ

株式会社
ミックウェア
株式会社
ミックウェア

大歩危・
祖谷温泉郷
大歩危・
祖谷温泉郷

一般社団法人
しまなみジャパン
一般社団法人

しまなみジャパン

一般社団法人
山陰インバウンド機構
一般社団法人
山陰インバウンド機構

JWマリオット・
ホテル奈良
JWマリオット・
ホテル奈良

奈良県奈良県

淡路島
洲本市
淡路島
洲本市

スポーツ庁スポーツ庁

駐日アンゴラ共和国大使館駐日アンゴラ共和国大使館

ケニア共和国大使館ケニア共和国大使館

商談会
インフォメーション

商談会
インフォメーション

ウガンダ共和国
大使館

ウガンダ共和国
大使館

C： 関連企業・団体
（Domestic / Related 

Companions & Organizations）

OU： 沖縄県内
（Okinawa Exhibit）

B： 国内
 （Japan）

A： 海外
 （Overseas）

UNDICSOVERED JAPAN
にし阿波～剣山・吉野川観光圏
UNDICSOVERED JAPAN
にし阿波～剣山・吉野川観光圏

国際機関 太平洋諸島センター国際機関 太平洋諸島センター

株式会社ブランジスタメディア株式会社ブランジスタメディア

名鉄観光サービス株式会社名鉄観光サービス株式会社

一般社団法人ジャパンショッピング
ツーリズム協会 沖縄支部
一般社団法人ジャパンショッピング
ツーリズム協会 沖縄支部

株式会社ツアーバンクシステム・
株式会社沖縄プライムカラー

株式会社ツアーバンクシステム・
株式会社沖縄プライムカラー

阿蘇くじゅう観光圏阿蘇くじゅう観光圏

鯵ヶ沢白神グリーン
ツーリズム推進協議会
鯵ヶ沢白神グリーン

ツーリズム推進協議会

一般社団法人 嬉野温泉観光協会一般社団法人 嬉野温泉観光協会

ジャパン・ツーリズム・アワード受賞団体（詳細はp.12へ）

化粧室

オンライン商談オンライン商談

一般社団法人
東北観光推進機構
一般社団法人
東北観光推進機構

ブースNO. ツーリズムEXPOジャパン 旅の祭典 in 沖縄  出展者リスト
A　 海外
A-01 Philippines

◦ Amorita Resort
◦ Bluewater Resorts
◦ Bohol Beach Club
◦ Marco Polo Cebu
◦ The Bellevue Resort Bohol

A-03 タヒチ観光局
A-04 国際機関 太平洋諸島センター

◦ バヌアツ観光局
A-05 パラオ政府観光局

◦ インパックツアーズ
◦ パラオスポートツアーズ

A-06 オーストラリア政府観光局
A-09 韓国観光公社
A-11 スペイン政府観光局
A-12 ピーロート・ジャパン
A-13 ポーランド政府観光局
A-14 中国観光代表処

◦ 北京市文化観光局
◦ 四川省文化観光庁
◦ 安徽省文化観光庁
◦ 陝西省文化観光庁
◦ 貴州省文化観光庁
◦ 江蘇省文化観光庁
◦ 山東省文化観光庁
◦ 上海市文化観光局

A-17 タイ国政府観光庁
◦ エーペックス インターナショナル
◦ アティックツアーズ
◦ ジェイ・ティ・エイ・ジャパン
◦ エス・エム・アイ・トラベルジャパン
◦ サザンクロスインターナショナル

A-18 台湾観光協会大阪事務所
A-21 ウガンダ共和国大使館
A-23 ケニア共和国大使館
A-24 駐日アンゴラ共和国大使館

B　 国内
B-01 一般社団法人九州観光推進機構

◦ 福岡県・福岡県観光連盟
◦ 公益社団法人　熊本県観光連盟
◦ 公益財団法人宮崎県観光協会
◦ 長崎県
◦ 大分県
◦ 一般社団法人　佐賀県観光連盟

B-02 一般社団法人 嬉野温泉観光協会
B-03 鹿児島県
B-03 一般社団法人 奄美群島観光物産協会

◦ 奄美大島
◦ 奄美せとうち観光協会
◦ 一般社団法人あまみ大島観光物産連盟
◦ あまみシマ博覧会事務局
◦ 喜界島観光物産協会
◦ 一般社団法人おきのえらぶ島観光協会
◦ 一般社団法人徳之島観光連盟
◦ 一般社団法人ヨロン島観光協会

B-04 阿蘇くじゅう観光圏
B-07 大歩危・祖谷温泉郷
B-08 UNDICSOVERED JAPAN 

にし阿波～剣山・吉野川観光圏
B-09 JWマリオット・ホテル奈良
B-10 淡路島洲本市
B-11 奈良県
B-12 一般社団法人山陰インバウンド機構
B-13 一般社団法人　しまなみジャパン
B-14 一般社団法人 全国旅行業協会
B-15 長野県

◦ 日本アルプス観光連盟
◦ 木曽観光連盟
◦ 公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー
◦ 一般社団法人　長野伊那谷観光局
◦ 大糸線ゆう浪漫委員会
◦ 株式会社 南信州観光公社
◦ 山ノ内町

B-16 静岡県
◦ 公益財団法人 浜松・浜名湖ツーリズムビューロー
◦ 一般社団法人美しい伊豆創造センター
◦ 富士山静岡空港株式会社

B-18 別府市
B-19 鹿沼商工会議所

◦ 古峯神社
◦ 鹿沼市花木センター
◦ かぬま里山ワイン

B-20 一般社団法人　東北観光推進機構
◦ 秋田県
◦ 青森県
◦ 福島県
◦ 岩手県
◦ 山形県

B-21 ｢新潟県・庄内エリアDC｣推進協議会
◦ 庄内観光コンベンション協会

B-22 福島県
B-23 鰺ヶ沢白神グリーンツーリズム推進協議会
B-24 Withコロナ時代の新しい旅のエチケット紹介ブース

C　 関連企業・団体
C-02 スポーツ庁
C-08 ヴォックス　ジャパン
C-09 共立リゾート & ドーミーイン
C-10 株式会社百戦錬磨 (STAY JAPAN)
C-12 株式会社ブランジスタメディア
C-15 株式会社グッドフェローズJTB
C-23 株式会社VIPグローバル
C-25 シヤチハタ株式会社
C-26 株式会社ポイント
C-28 株式会社日本旅行
C-31 株式会社　阪急交通社
C-32 KNT-CT ホールディングス株式会社
C-33 東武トップツアーズ株式会社
C-35 名鉄観光サービス株式会社
C-36 日本アドベンチャーツーリズム協議会
C-37 環境省　自然環境局　国立公園課　国立公園利用推進室

◦ 奄美群島国立公園
◦ 阿蘇ジオパーク推進協議会
◦ 下呂市エコツーリズム推進協議会
◦ 西表石垣国立公園
◦ 愛媛県石鎚山系エコツーリズム推進協議会
◦ 慶良間諸島国立公園
◦ 串間エコツーリズム推進協議会
◦ 南丹市美山エコツーリズム推進協議会
◦ 鳥羽市エコツーリズム推進協議会
◦ やんばる国立公園

C-38 東急ホテルズ
C-39 一般社団法人JARTA
C-40 株式会社ミックウェア
OU　 沖縄県内
OC-01 株式会社かりゆし
OC-18 ホテル コレクティブ
OU-01 JTB
OU-02 沖縄ツーリスト株式会社
OU-04 一般社団法人沖縄県レンタカー協会
OU-05 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

◦ 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 
（国内プロモーション課）

◦ 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 
（海外プロモーション課）

◦ 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 
（旧海軍司令部壕／ブセナ海中公園）

OU-06 株式会社こころ
OU-07 グランヴィリオリゾート石垣島
OU-08 沖縄逸の彩 RESORT＆HOT SPRING HOTEL

◦ 沖縄逸の彩ホテル
OU-09 株式会社国際旅行社
OU-14 沖縄MICEサービス
OU-15 株式会社ツアーバンクシステム・株式会社沖縄プライム

カラー
OU-24 島ぜんぶでおーきな祭　沖縄国際映画祭/やんばるアート

フェスティバル
◦ やんばるアートフェスティバル

OU-25 Sharee（シェアリー）
OU-26 リゾートベビーシッターサービス ワールドキッズ
OU-28 一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会  

沖縄支部
OU-29 株式会社トリムライフインターナショナル
OU-30 一般社団法人トータルウエルネスプロジェクトオキナワ
Online オンライン商談
Online1 グアム政府観光局
Online2 グアム政府観光局
Online3 The Tsubaki Tower
Online4 The Westin Resort Guam
Online5 HYATT REGENCY GUAM
Online6 Pacific Island Holidays, LLC.
Online7 Holiday Tours Micronesia (Guam), Inc.
Online8 Hilton Guam Resort & Spa
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2020 公式⾏事／フォーラム

テーマ別シンポジウム� 登録制：無料

その他プログラム� 登録制：無料

日時：10月30日（金）10：00～17：00	 会場：沖縄コンベンションセンター会議棟	A1

開会式  13：15〜13：30

基調講演 13：40〜14：30

ダークスカイツーリズム（星空観光）シンポジウム 10：00〜12：00

アドベンチャーツーリズム・シンポジウム 13：00〜14：00

ISCO Presents 「DX(デジタルトランスフォーメーション)・シンポジウム｣ 15：00〜17：00

 石垣市、竹富町、一般社団法人八重山ビジターズビューロー、 
国際ダークスカイ協会東京支部、一般社団法人星空H2O八重山地域振興会主 催

一般社団法人日本アドベンチャーツーリズム協議会主 催

一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター（ISCO）主 催

テーマ �コロナ感染を乗り越え、強靭で持続可能な観光成長をめざす

テーマ �ダークスカイツーリズム[星空観光]

テーマ �沖縄におけるアドベンチャーツーリズムの可能性

テーマ �DX先進地に学ぶ沖縄観光の未来

テーマ �コロナ感染を乗り越え、強靭で持続可能な観光成長をめざす

ジャパン・ツーリズム・アワード受賞取組紹介 13：30〜13：40

インターナショナル・ツーリズム・フォーラム� 招 待 制

開会式� 招 待 制

OKINAWA�NIGHT� 招 待 制

インバウンドセミナーin沖縄� 登録制：無料

日時：10月29日（木）13：15～14：30	 会場：沖縄コンベンションセンター	劇場棟

日時：10月29日（木）16：30～17：15	 会場：沖縄コンベンションセンター	劇場棟

日時：10月29日（木）13：00～15：00	 会場：沖縄コンベンションセンター会議棟	A1
主催：日本政府観光局（JNTO）	

日時：10月29日（木）14：45～16：15	 会場：沖縄コンベンションセンター	劇場棟	

Build�Back�Better�～危機に強い沖縄観光を目指して～
日 時 	10月30日（金）10:30～12:00
会 場 	沖縄コンベンションセンター　会議棟	A2
講 師 	翁長 由佳 氏�（株式会社サンダーバード	代表取締役）	

沖縄観光危機管理セミナー
日 時 	10月30日（金）11:30～13:00
会 場 	沖縄コンベンションセンター	会議棟	B1
主 催 		沖縄県、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー（OCVB)

貸切バスの運賃料金制度等についてのセミナー
日 時 	10月30日（金）14：00	～15：30
会 場 	沖縄コンベンションセンター	会議棟	A2
主 催 	観光庁

第７回世界遺産サミット
日 時 	10月30日（金）14：30	～17：00
会 場 	ラグナガーデンホテル	大宴会場「羽衣」
主 催 	世界遺産登録20周年記念事業実行委員会

沖縄を代表するエンターテインメントである沖縄空手、エイサーをお楽しみいただきます。
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観 光 庁 長 官 賞

エ ン タ ー テ イ ン メ ン ト 推 進 賞 ス タ ー トア ッ プ 賞

デ ジ タ ル 活 用 賞

D M O 推 進 賞 メ デ ィ ア ・ プ ロ モ ー シ ョ ン 賞

エクセレントパートナー賞 学生が選ぶジャパン・ツーリズム・アワード

●奄美イノベーション株式会社
　（国内・訪日領域）

集落文化×「伝泊＋まーぐん広場」が創る集落文化×「伝泊＋まーぐん広場」が創る
「日常の観光化」を国内外へ展開「日常の観光化」を国内外へ展開

●一般社団法人大雪カムイミンタラDMO
　（国内・訪日領域）

●JTB九州＆離島アイランドホッピングプロジェクト
　（国内・訪日領域）

●株式会社ミキ・ツーリスト
　（海外領域）

※国土交通大臣賞同時受賞

※エクセレントパートナー賞と同時受賞

※学生が選ぶジャパン・ツーリズム・アワード同時受賞

※スタートアップ賞同時受賞

『MountainCityResort』ブランドの形成と地域づくり
～誰もが上質で豊かな「滞在時間」を満喫できるエリアを目指して～

●一般社団法人秋田犬ツーリズム
　（国内・訪日領域）

●�佐賀県フィルムコミッション
　（国内・訪日領域）

DMOによる地域経済活性化 フィリピン現地イベント開催による佐賀県の認知度向上と来訪促進施策
について　～ Tayo Na Sa Saga Japan Festival 2020 ～

集落文化×「伝泊＋まーぐん広場」が創る「日常の観光化」を国内外へ展開

●カタルーニャ観光局
　（海外領域）

●株式会社ぐるなび（LIVE�JAPAN�事務局）
　（国内・訪日領域）

●一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン
　（国内・訪日領域）

●�株式会社おてつたび
　（国内・訪日領域）

●�沖縄県/一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー（OCVB）
　（国内・訪日領域）

●�カタルーニャ観光局
　（海外領域）

VRゲーム「レジェンド・オブ・カタルーニャ　バルセロナの地」

訪日外国人向け観光情報Webサービス『LIVE JAPAN PERFECT 
GUIDE』　～平常時・発災時における多言語での情報発信

次世代観光サイクリングMAPアプリ「ツール・ド」を活用し
た地方誘客

おてつたび　～地域の困りごとを通じて、ファン創りを行う
マッチングプラットフォーム～

観光客と県民の安全・安心を守る　アクションプランの策定
と水際対策の強化について

VRゲーム「レジェンド・オブ・カタルーニャ　バルセロナ
の地」

●SEKAI�HOTEL株式会社
　（国内・訪日領域）

●�奄美イノベーション株式会社
　（国内・訪日領域）

U N W T O 倫 理 賞

SEKAI HOTEL

JTB九州＆離島アイランドホッピング
プロジェクト

現地発着・次世代型周遊バスツアー「JOIBUS(ジョ
イバス)」 世界の旅行者と一緒にヨーロッパ周遊！

集落文化×「伝泊＋まーぐん広場」が創る
「日常の観光化」を国内外へ展開

●筑豊アクションプロジェクト
　（国内・訪日領域）

●株式会社おてつたび
　（国内・訪日領域）

筑豊アクションプロジェクト

●一般社団法人アニメツーリズム協会
　（国内・訪日領域）
日本のアニメ聖地88の選定とアニメ
ツーリズムの推進

おてつたび　～地域の困りごとを通じて、ファン創
りを行うマッチングプラットフォーム～

※UNWTO倫理賞同時受賞

リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 賞

第６回 ジャパン・ツーリズム・アワード
日本の観光産業における金字塔「ジャパン・ツーリズム・アワー
ド」。ツーリズムEXPOジャパンを通じて「観光先進国・日本」の
実現に向けた取り組みを世界に広く発信します。

［ジャパン・ツーリズム・アワードとは？］
ツーリズムEXPOジャパンの柱事業の一つとして、国内・訪
日、海外旅行の振興・拡大に寄与する持続可能で優れた
取り組みを表彰する賞です。

国 土 交 通 大 臣 賞

OU-01

OU-05OC-57

空き家等を活用し、集落の中に宿泊するというキラーコンテンツに頼ら
ない「集落文化の日常を観光化」する新しい旅のカタチの提案である。
観光客誘致だけでなく、地域住民の雇用促進や、観光客と地域住民が
集う場を設けることで、住民と観光の垣根をなくす等、社会性の高さも
評価された。

評価のポイント

国土交通大臣賞・UNWTO倫理賞の2つもの賞をいただき大変感謝して
おります。2016年に伝泊をスタートさせ、2020年に30棟・44室を民間の
資金調達により短期間で広がったのも、地域住民や地域銀行の協力の
賜物です。奄美は、世界自然遺産の候補地ですが、それ以上に何百年も
小さな集落単位でそれぞれの文化・伝統を持っていることが特徴的な
地域です。観光客が集落の日常を住民と共に体験することが、これから
の観光の中心になればと思っています。建築家として、別の地域の集落
にも光を当て、住民の方 と々共に緩やかな活性化に協力できればと思っ
ています。
� （山下保博／建築家・奄美イノベーション株式会社代表）

受賞コメント

��は出展団体です。ぜひ、ブースにお立ち寄りください。

※デジタル活用賞同時受賞

12
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おきなわ国際 I T見本市2020

ResorTechが拓く、その先の社会
▶対応・適応から進化へ ◀

ResorTechは､
IFME [統合型･未来創造イベント] です｡

IFME = Integrated Future Making Events 

ON-LINE リモートで､未来体験

OFF-LINE  実会場で､リアル体験

10.29.THU  11.01.SUN20
20

20
2010.29.THU  11.30.MON

沖縄コンベンションセンター　展示棟

来場前の事前登録、来場時のマスク着用、

新型コロナウイルス接触確認アプリの取得、

名刺アプリの活用にご協力お願いします。

リモートでも見応えアリ！

来て
、見て

、体験♪
リ

ア
ルな
VR
体験！

同時開催
ツーリズム EXPOジャパン旅の祭典 in 沖縄

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」に
対応するソリューションが集結。

＜シンポジウム＆特別対談はオンライン展示会で！＞
オンライン展示会へご参加いただくと、
シンポジウムやセミナーをオンラインでご覧いただけます。
また出展者とオンライン商談も可能です。

イベント最新情報はコチラ！
WEB・SNSで随時更新中

リゾテック沖縄

東 良和

沖縄ツーリスト
株式会社
代表取締役会長

有木真理

株式会社
リクルートライフ
スタイル沖縄
代表取締役社長

ソフトバンク株式会社 
ビッグデータ戦略室 室長
株式会社Agoop 

代表取締役社長 兼 CEO

稲垣純一

ISCO理事長

シンポジウム＆特別対談
＜オンライン＞リモート、＜オフライン＞実会場で開催 !

星野佳路

×

ResorTech シンポジウムResorTech 特別講演＆特別対談

玉城デニーオードリー・タン
沖縄県知事

OFF
LINE

ON
LINE

感染症対策を
実施しています。

主催：ResorTech Okinawa おきなわ国際IT見本市実行委員会　　後援：内閣府沖縄総合事務局 ・ 台北駐日経済文化代表処那覇分処 ・ 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 ・ 独立行政法人 情報処理推進機構

オンライン登壇

台湾IT大臣
オンライン登壇

星野リゾート 代表

プラチナスポンサー
（順不同）

幹事会員

柴山和久

CC BY 4.0 Camille McOuat

15
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開催日 イベント項目 内容 東京ビッグサイト

�1月7日（木）
展示商談会
（業界・メディア）

2日間のマッチングシステ
ムによるアポイント制。首
都圏を中心に業界関係者、
メディアが多数来場

西展示棟
西3ホール

�1月8日（金）

展示商談会
（業界・メディア）

展示会（一般） 国内・海外旅行への意欲／
関心が高い一般来場者に対
するダイレクトプロモー
ションはもとよりテスト
マーケティング、旅行商品、
物品販売で観光の魅力を発
信いただく機会

西展示棟
西4ホール�1月9日（土） 展示会（一般）

会場：東京ビッグサイト西展示棟 西3・4ホール
会期：2021年1月7日(木)～1月9日(土）
　　　商談会参加バイヤー数：250名（予定）

会場：インテックス大阪およびその周辺
会期：2021年11月25日(木)～11月28日(日）
来場者数(見込)：130,000名(業界：34,000名、一般96,000名)
主催： 公益社団法人日本観光振興協会(JTTA)、一般社団法人

日本旅行業協会(JATA)、日本政府観光局(JNTO)
併催：トラベルDXソリューション展（仮称）
合同併催：VISIT JAPANトラベル＆MICEマート（VJTM）2021

● 日本全国の旅行会社（国内・海外）、海外の旅行会社（訪日）を2
日間、企画担当者250名とのアポイントメント制商談会開催（一
部オンライン商談を含む）

● 各地の安心安全対策をメディアへ発信
● 旅を求める消費者に対し、Go Toトラベルキャンペーン、アフ

ター Go Toトラベルキャンペーンに向けたプロモーションや、
各国リカバリープロモーションをダイレクトに訴求

TEJ東京商談会
トラベルフェスタ

ツーリズムEXPOジャパン
2021 大阪・関西

＊�プログラム・スケジュールについては変更となる場合があります。予め
ご了承ください。

2021年 3月31日 早割申込締切

7月31日 通常申込締切

9月上旬 出展者説明会

9月上旬 商談会登録開始

10月上旬 各種申請書類
提出期限

11月上旬 商談スケジュール
確定

開催までのスケジュール

早期割引申込期限
2021年3月31日�水

通常申込期限
2021年7月31日�土

申込期限について

● 主要4事業（展示商談会、フォーラム＆セミナー、顕彰事業、交
流会）とトラベルDXソリューション展（仮称）、VISIT JAPAN トラ
ベル＆MICEマート（VJTM）も開催

沖縄コンベンションセンター
及び宜野湾市立多目的運動場

開催時間：10/31（土） 10:00～18:00　11/1(日） 10:00～17:00［10/29(木）・30(金） 業界・プレスのみ］
202010/31（土）-11/1（日）

会場ガイド

【主催】 公益社団法人 日本観光振興協会 ／ 一般社団法人 日本旅行業協会 ／ 日本政府観光局　【特別協力】 一般社団法人 全国旅行業協会　【特別賛助】 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 
【開催支援】  開催地連絡協議会 ／ 開催応援団　【後援】 国土交通省 ／ 国土交通省観光庁 ／ 総務省 ／ 外務省 ／ スポーツ庁 ／ 文化庁 ／ 農林水産省 ／ 経済産業省 ／ 環境省 ／ 沖縄県 ／ 那覇市 ／ 宜野湾市
独立行政法人 日本貿易振興機構 ／ 一般社団法人 日本経済団体連合会 ／ 沖縄経済同友会 ／ 日本商工会議所 ／ 東京商工会議所 ／ 沖縄県商工会議所連合会 ／ 一般社団法人 沖縄県経営者協会

【協賛】 

那覇空港ビルディング株式会社

イオンモール沖縄ライカム

一般社団法人沖縄県ホテル協会

沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合

株式会社OTSサービス経営研究所

【リージョナルスペシャルパートナー】

KNT-CTパートナーズ会沖縄連合会JTB旅ホ連沖縄支部連合会
JTBレキオス会

日旅連沖縄支部連合会
沖縄赤い風船会

旅ホ連沖縄支部
運観連沖縄支部


