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参加された全ての人にビジネスチャンスを創出するパブリックでリアルなビジネスフェア形式の異業種交流イベント
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分類 会社名

ICT Mui Lab（株）
株式会社デジリード
株式会社リサレコ
株式会社永和システムマネジメント
株式会社タップ
株式会社mmガード
株式会社okicom
有限会社プロネクスト
鮮活科技有限公司
譯遊科技股份有限公司
蒲公英金融科技股份有限公司
株式会社オキジム
株式会社システムユイネット
沖縄通信ネットワーク株式会社
奇多比行動軟體
株式会社スマパノ
株式会社デジタルデザインサービス

サービス 株式会社OKINAWA PORTAL
女巫國際股份有限公司
チャイナエアライン
株式会社やどかり
沖縄ツーリスト株式会社
株式会社ヤブサチ
南部観光施設協力会
株式会社リマープロ
乂迪生科技股份有限公司
宏景智權科技股份有限公司
木林映画沖縄支店（木林電影有限公司）
莫卡企業股份有限公司
株式会社モバイルライフジャパン
株式会社テクノシステムズ
株式会社近代美術
株式会社あしたのチーム
SATO社会保険労務士法人
株式会社プレンティーホールディングス
株式会社びねつ
株式会社日本M&Aセンター 沖縄営業所
NCMA株式会社
株式会社クロックワーク
株式会社ストレージ王
株式会社デベロップ
株式会社ヤマト
株式会社小松原
沖縄工業高等専門学校
北九州工業高等専門学校
熊本高等専門学校
一般社団法人トロピカルテクノプラス
株式会社沖縄リネンサービス
extropyLAB合同会社
沖縄SV株式会社
アジアアロワナ株式会社
株式会社ドラムカンパニー
NHK沖縄放送局
株式会社テクノスター
沖縄ホンダ株式会社
合同会社サウスポイント
有限会社チップ・チップ
真奈企画株式会社

バイオ 株式会社Kagurada
遠東生物科技股份有限公司
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
ソムノクエスト株式会社
株式会社北栄研コーポレーション
株式会社リアルバイオサイエンス
株式会社ジェクタス・イノベーターズ
RePHAGEN株式会社
シスメックス株式会社
沖縄プロテイントモグラフィー株式会社
神戸天然物化学株式会社
沖縄科学技術大学院大学
派爾活力生物科技有限公司

化粧品 株式会社Grancell
家葳雅國際有限公司
英諾美生物科技股份有限公司
和峰株式会社
株式会社ポイントピュール
アットモア株式会社
琉球ボーテ株式会社
株式会社ヘーラー

ものづくり タケ・サイト株式会社
佳諾電熱科技有限公司
日本菱山株式會社台北分公司
株式会社A.M.I.I
艾施科技有限公司
亞亨企業有限公司
本富企業有限公司

分類 会社名

ものづくり 株式会社パナセア
株式会社キミー 株式会社ojt
株式会社アーチ・コーポレーション・ジャパン
株式会社H&Kエンタープライズ
株式会社ビズウィング
BLANC JUJU
RGC株式会社
レキオ・パワー・テクノロジー株式会社
株式会社ファイレスキュー
有限会社ジェイサポート
有限会社ニットー産業
株式会社沖縄神洋ペイント
クラフトキッチンコッペ
株式会社フラップ
株式会社ステップ
株式会社クロトン
株式会社積水化成品沖縄
一般社団法人ものづくりネットワーク沖縄

食品 草木實業有限公司
森岳股份有限公司
綠品生物科技股份有限公司
株式会社一番
盛發興食品股份有限公司
沃農士食品股份有限公司
黃金手作坊
株式会社新垣通商
株式会社沖縄リサーチセンター
有限会社ダイユウ産業
仁淵茶業
五洋食品株式会社
ヘリオス酒造株式会社
四国健康支援食品普及促進協議会
アンリッシュ食品工業株式会社
鰺壱北條。
株式会社石垣の塩
有限会社渡具知
大髙商事株式会社
オキナワパウダーフーズ株式会社

環境 一般財団法人九州産業技術センター
／九州環境エネルギー産業推進機構

環境ビジネスアライアンスマッチングセミナー運営協議会
君岡鉄工株式会社
株式会社システム・ジェイディー
一般社団法人沖縄環境・エネルギー研究開発機構
株式会社ウッドプラスチックテクノロジー
株式会社仲里ペイント
琉球タフコーティング
株式会社縁・えん
富山高等専門学校
株式会社ビッグバイオ
沖縄県厨房排水処理事業協同組合
合資会社谷貝鐵工所
Tranzend Group LLC
株式会社JPカンファレンス
沖縄海洋資源開発株式会社

貿易 有限会社ハマショク
琉球海運株式会社
NICE MATCH INTERNATIONAL CO .,LTD.
珍冠家企業有限公司
禾湶企業有限公司
深圳市爱尚码头跨境电子商务有限公司
SMILE POWER TRADING SDN BHD
武璋貿易有限公司
威堡行股份有限公司
日曹商事株式会社
株式会社プロジェクト琉球

支援機関 有限責任あずさ監査法人
PwCあらた有限責任監査法人
EY新日本有限責任監査法人
有限責任監査法人トーマツ
沖縄振興開発金融公庫
沖縄県信用保証協会
株式会社沖縄産業振興センター
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OKINAWA J-Adviser
株式会社東京証券取引所／株式会社日本取引所グループ
バイオ・サイト・キャピタル株式会社
公益財団法人沖縄科学技術振興センター
一般社団法人大学コンソーシアム沖縄
独立行政法人国際協力機構 沖縄センター
前田富和税理士事務所
AAマネジメント株式会社
首里社会保険労務士法人
那覇港管理組合
那覇市
名護市

第9回オキナワベンチャーマーケット 出展企業



分類 会社名

ICT Mui Lab（株）
株式会社デジリード
株式会社リサレコ
株式会社永和システムマネジメント
株式会社タップ
株式会社mmガード
株式会社okicom
有限会社プロネクスト
鮮活科技有限公司
譯遊科技股份有限公司
蒲公英金融科技股份有限公司
株式会社オキジム
株式会社システムユイネット
沖縄通信ネットワーク株式会社
奇多比行動軟體
株式会社スマパノ
株式会社デジタルデザインサービス

サービス 株式会社OKINAWA PORTAL
女巫國際股份有限公司
チャイナエアライン
株式会社やどかり
沖縄ツーリスト株式会社
株式会社ヤブサチ
南部観光施設協力会
株式会社リマープロ
乂迪生科技股份有限公司
宏景智權科技股份有限公司
木林映画沖縄支店（木林電影有限公司）
莫卡企業股份有限公司
株式会社モバイルライフジャパン
株式会社テクノシステムズ
株式会社近代美術
株式会社あしたのチーム
SATO社会保険労務士法人
株式会社プレンティーホールディングス
株式会社びねつ
株式会社日本M&Aセンター 沖縄営業所
NCMA株式会社
株式会社クロックワーク
株式会社ストレージ王
株式会社デベロップ
株式会社ヤマト
株式会社小松原
沖縄工業高等専門学校
北九州工業高等専門学校
熊本高等専門学校
一般社団法人トロピカルテクノプラス
株式会社沖縄リネンサービス
extropyLAB合同会社
沖縄SV株式会社
アジアアロワナ株式会社
株式会社ドラムカンパニー
NHK沖縄放送局
株式会社テクノスター
沖縄ホンダ株式会社
サウスポイント
有限会社チップ・チップ

バイオ 株式会社Kagurada
遠東生物科技股份有限公司
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
ソムノクエスト株式会社
株式会社北栄研コーポレーション
株式会社リアルバイオサイエンス
株式会社ジェクタス・イノベーターズ
RePHAGEN株式会社
シスメックス株式会社
沖縄プロテイントモグラフィー株式会社
神戸天然物化学株式会社
沖縄科学技術大学院大学
派爾活力生物科技有限公司

化粧品 株式会社Grancell
家葳雅國際有限公司
鼎豐貿易有限公司
英諾美生物科技股份有限公司
和峰株式会社
株式会社ポイントピュール
アットモア株式会社
琉球ボーテ株式会社
株式会社ヘーラー

ものづくり タケ・サイト株式会社
佳諾電熱科技有限公司
日本菱山株式會社台北分公司
株式会社A.M.I.I
艾施科技有限公司
亞亨企業有限公司
本富企業有限公司

分類 会社名

ものづくり 株式会社パナセア
株式会社キミー 株式会社ojt
株式会社アーチ・コーポレーション・ジャパン
株式会社H&Kエンタープライズ
株式会社ビズウィング
BLANC JUJU
RGC株式会社
レキオ・パワー・テクノロジー株式会社
株式会社ファイレスキュー
有限会社ジェイサポート
有限会社ニットー産業
株式会社沖縄神洋ペイント
クラフトキッチンコッペ
フラップ
株式会社ステップ
株式会社クロトン
株式会社積水化成品沖縄
一般社団法人ものづくりネットワーク沖縄

食品 草木實業有限公司
森岳股份有限公司
綠品生物科技股份有限公司
株式会社一番
盛發興食品股份有限公司
沃農士食品股份有限公司
黃金手作坊
株式会社新垣通商
株式会社沖縄リサーチセンター
有限会社ダイユウ産業
山水茶品手作室
仁淵茶業
五洋食品株式会社
ヘリオス酒造株式会社
四国健康支援食品普及促進協議会
アンリッシュ食品工業株式会社
鰺壱北條。
株式会社石垣の塩
有限会社渡具知
大髙商事株式会社

環境 一般財団法人九州産業技術センター
／九州環境エネルギー産業推進機構

環境ビジネスアライアンスマッチングセミナー運営協議会
君岡鉄工株式会社
株式会社システム・ジェイディー
一般社団法人沖縄環境・エネルギー研究開発機構
株式会社ウッドプラスチックテクノロジー
株式会社仲里ペイント
琉球タフコーティング
株式会社縁・えん
富山高等専門学校
株式会社ビッグバイオ
沖縄県厨房排水処理事業協同組合
合資会社谷貝鐵工所
Tranzend Group LLC
株式会社JPカンファレンス
沖縄海洋資源開発株式会社

貿易 有限会社ハマショク
琉球海運株式会社
NICE MATCH INTERNATIONAL CO .,LTD.
珍冠家企業有限公司
禾湶企業有限公司
深圳市爱尚码头跨境电子商务有限公司
SMILE POWER TRADING SDN BHD
●●●●
威堡行股份有限公司
日曹商事株式会社
株式会社プロジェクト琉球

支援機関 有限責任あずさ監査法人
PwCあらた有限責任監査法人
EY新日本有限責任監査法人
有限責任監査法人トーマツ
沖縄振興開発金融公庫
沖縄県信用保証協会
株式会社沖縄産業振興センター
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OKINAWA J-Adviser
株式会社東京証券取引所／株式会社日本取引所グループ
バイオ・サイト・キャピタル株式会社
公益財団法人沖縄科学技術振興センター
一般社団法人大学コンソーシアム沖縄
独立行政法人国際協力機構 沖縄センター
前田富和税理士事務所
AAマネジメント株式会社
首里社会労務士法人
那覇港管理組合
那覇市
名護市

あいのりイベント（併催イベント）のご案内
OKINAWA ビジネスプランコンテスト

Tech Biz Camp
In オキナワベンチャーマーケット

［日時］12月11日（火） 13:30～17:00
［場所］ステージ前特設会場
［内容］高専学生の発想力・技術力と大企業の有する技術シーズ

とを生かし、地域の中小企業に向けた技術・製品等の提
案を行うビジネスプランコンテストを開催します。
【参加校】沖縄工業高等専門学校

北九州工業高等専門学校
熊本高等専門学校

【技術シーズ】
日産自動車株式会社
富士通株式会社

［主催］一般社団法人トロピカルテクノプラス

平成30年度
環境ビジネスアライアンスマッチングセミナー in沖縄

［日時］12月12日（水） 10:00～12:00
［場所］ステージ前特設会場 A
［内容］事例発表（15分）

内閣府沖縄総合事務局環境資源課
企業プレゼンテーション（70分）
【登壇者】株式会社ウッドプラスチックテクノロジー

君岡鉄工株式会社
株式会社システム・ジェイディー
一般社団法人沖縄県環境・エネルギー研究機構

情報交流・フリー商談会
［主催］内閣府沖縄総合事務局
［協力］環境ビジネスアライアンスマッチングセミナー運営協議会

「沖縄の技術で世界を変える」
～JICA海外展開セミナー～

［日時］12月12日（水） 10:00～12:00
［場所］ステージ前特設会場 C
［内容］制度説明（15分）

「JICA 中小企業・SDGsビジネス支援事業」制度説明
（独）国際協力機構沖縄センター
企業プレゼンテーション（90分）
【登壇者】レキオ・パワー・テクノロジー株式会社

株式会社南西環境研究所
レキオスソフト株式会社

［主催］（独）国際協力機構（JICA）沖縄センター
［共催］（独）日本貿易振興機構沖縄貿易情報センター

（独）中小企業基盤整備機構沖縄事務所／（公財）沖縄
県産業振興公社／沖縄振興開発金融公庫／（株）沖縄銀行

イノベーション実現に向けたビジネスマッチ
ング推進シンポジウム
～高付加価値化の実現と海外展開～

［日時］12月12日（水） 13:00～15:00
［場所］ステージ前特設会場 A
［内容］基調講演（50分）

「今あるものから未来を創る」
（株）寺田鉄工所 代表取締役社長 寺田雅一氏
パネルディスカッション（70分）
【パネラー】沖縄銀行 常務取締役 伊波一也氏

（株）寺田鉄工所 代表取締役社長 寺田雅一氏
（株）フラップ 代表取締役社長 下田一喜氏
法政大学経営大学院 教授 並木雄二氏
沖縄県工業技術センター 所長 古堅勝也氏

【コーディネーター】合同会社サウスポイント 山本千誉氏

［主催］内閣府沖縄総合事務局

～あなたの会社は大丈夫！？人事評価制度の新常識～
「あした式」報酬連動型人財育成プログラムセミナー

［日時］12月12日（水） 13:00～15:00
［場所］ステージ前特設会場 B
［内容］ 沖縄県史上最悪の求人難、働き方改革法案（有給5日

付与・残業時間規制・同一労働同一賃金等）対策、継続
的な賃上げ、待ったなしの生産性向上、未払い残業代請
求などの労使紛争・労務管理対策・企業防衛、事業承継
問題等。
企業を取り巻く急激な経営環境変化にどのように対応

し、喫緊かつ抜本的な経営課題を解決していくのか。
即効性・効能大・持続的打ち手である「報酬連動型人財
育成」方法を完全解説します。

［主催］株式会社あしたのチーム

「RPAの最新動向と自治体・企業での活用モデ
ル・事例紹介」
～生産性向上から働き方改革まで～

［日時］12月12日（水） 13:00～15:00
［場所］ステージ前特設会場 C
［内容］RPA講演（90分）

（株）エネルギア・コミュニケーションズ
経営戦略本部 ITサービス事業部長
ITコーディネーター 梶川祐朗氏

労働力不足や生産性を高めるツールとして
注目を集めているRPAの最新動向と導入事例・
今後の展開についてご紹介いたします。

［主催］沖縄通信ネットワーク株式会社
［協力］株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

大学・地域連携フォーラム

～SDGs×大学×地域～
持続可能な地域づくり・社会づくりのための研究発表会

［日時］12月12日（水） 10:00～12:00
［場所］特設会場 G
［内容］第Ⅰ部ミニプレゼン（15分×5～8人）

研究者による研究事例紹介、実証実験、デモプレイ
ポスターセッションなど・・・

琉球大学、沖縄科学技術大学院大学、沖縄大学
沖縄国際大学、名桜大学、県立芸術大学、県立看護大学
沖縄キリスト教学院大学、沖縄女子短期大学

第Ⅱ部マッチングのためのワークショップ
自治体職員や企業、研究者が解決したい課題や興味のある
分野、従事している分野でマッチングする機会を設ける

［主催］一般社団法人大学コンソーシアム沖縄

Business Forum 2018
In オキナワベンチャーマーケット

［日時］12月12日（水） 15:30～17:30
［場所］ステージ前特設会場
［内容］基調講演

「地方発全国、日本発世界への挑戦」
ソウルドアウト株式会社 代表取締役 荻原猛 氏
パネルディスカッション
『沖縄の地域特性を生かしたそれぞれの「…なら」「…でしか」』
【パネラー】ソウルドアウト（株）代表取締役荻原猛氏

沖縄特産販売（株）代表取締役與那覇仁氏
（株）あいあいファーム取締役加力謙一氏
キューカンパニー（株）代表取締役駒木根澄子氏

【モデレータ】（株）OKINAWA J-Adviser 代表取締役髙山征嗣

［主催］株式会社OKINAWA J－Adviser
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［会場］沖縄セルラーパーク那覇

10:00-12:00

プレゼンサーキット

13:30-17:00

Tech Biz Camp

10:00-17:30

万国津梁
大異業種
交流会

13:00-16:30
フランチャ
イズフェア
プレゼン

13:00-17:00
観光・イン
バウンド
フェア
プレゼン

18:00-20:30

エンターテイメントショー
＆小禄夜市

10:00-17:30

万国津梁
大異業種
交流会

10:00-12:00
JICA海外展
開セミナー

10:00-12:00
環境アライア
ンスマッチン
グセミナー

13:00-15:00
OTNet事業
PRセミナー

13:00-15:00
ビジネスマッ
チング推進シ
ンポジウム

13:00-15:00
あしたの
チーム
PRセミナー

10:25-14:00
フランチャ
イズフェア
プレゼン

10:25-14:30
観光・イン
バウンド
フェア
プレゼン 13:00-15:00

大学コンソー
シアム沖縄
セミナー

15:30-17:30

BusinessForum 2018 in OVM

イベントプログラム


