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MICEの🅔に関すること
公益財団法人 沖縄県産業振興公社

〒901-0152 沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター4F
TEL:098-859-6255（代表）　098-894-6317（直通） 
FAX：098-859-6233
E-mail：tenji_sougou@okinawa-ric.or.jp

 MICEの🅔に関すること
 沖縄県 商工労働部 アジア経済戦略課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 県庁舎8F
TEL: 098-866-2340　FAX: 098-866-2526 
E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp

MICEの🅜 🅘 🅒に関すること
 沖縄県 文化観光スポーツ部 MICE推進課

〒900-8570  沖縄県那覇市泉崎1-2-2 県庁舎8F
TEL: 098-866-2077　FAX: 098-866-2264 
E-mail：aa081302@pref.okinawa.lg.jp

MICEの🅜 🅘 🅒に関すること
 一般財団法人 
沖縄観光コンベンションビューロー　MICE推進課

〒901-0152  沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター2F
TEL: 098-859-6130　FAX: 098-859-6222 
E-mail：mice@ocvb.or.jp

沖縄県県外事務所

沖縄県東京事務所
〒102-0093 
東京都千代田区平河町2丁目6-3 
都道府県会館10階
TEL: 03-5212-9087   FAX: 03-5212-9086

沖縄県大阪事務所
〒530-0001 
大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3-2100 
大阪駅前第3ビル21階
TEL: 06-6344-6828   FAX: 06-6346-1784

沖縄県名古屋情報センター
〒460-0008 
愛知県名古屋市中区栄4丁目16-36 
久屋中日ビル5階
TEL: 052-263-3618　FAX: 052-263-3619

沖縄県海外事務所

沖縄県北京事務所
北京市朝陽区東三環北路3号幸福大厦B座619号室
TEL.+86-10-6466-8679　FAX.+86-10-6466-6603

沖縄県上海事務所
上海市黄浦区漢口路 398号　華盛大厦16階1603B号
TEL.+86-21-6351-0231　FAX.+86-21-6350-7369

沖縄県香港事務所
Unit 1211,12/F,Prosperity Millennia Plaza,663 King’s Road, 
North Point,HK
香港北角英皇道663號泓富産業千禧廣場12樓1211室
TEL.+852-2968-1006　FAX.+852-2968-1003

沖縄県台北事務所
台北市中山区松江路 148号4階Ｅ室
TEL.+886-2-2521-0376　FAX.+886-2-2542-7075

沖縄県シンガポール事務所
1 North Bridge Road #06-22
High Street Centre Singapore 179094
TEL.+65-6694-6408　FAX.+65-6694-5442

沖縄県ソウル事務所
ソウル特別市中区武橋路21,6階

（武橋洞, THE EXCHANGE SEOUL）
TEL. +82-2-318-6330

おきなわMICEナビ 
 （MICE情報専門サイト）
https://mice.okinawastory.jp/

沖縄MICEネットワーク 
（MICE業界専門サイト）

https://www.okinawamicenetwork.jp/

MICE Islands Okinawa 
（展示会等情報専門サイト）

http://oki-mice.okinawa/en.html
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お問合せ先



沖
縄
から

空路
で4
時間
圏内

静岡

羽田 成田

茨城

仙台
新潟

札幌

名古屋

福岡 北九州

神戸

小松

長崎 宮崎

松山

広島
岡山

岩国 高松

伊丹
関西国際

鹿児島

奄美

沖永良部
与論

熊本

大邱
ソウル

天津
北京

南京
上海

台中
高雄

沖縄

香港

バンコク

ホーチミン

クアラルンプール

シンガポール

ジャカルタ

マニラ

重慶 杭州

釜山

60
労働力人口比率
Labor population ratio

約 ％

145人口
Population

万人

2.9

第１の柱 観光産業
第2の柱 情報通信関連産業
第3の柱 国際物流拠点の形成

人口増加率
Population growth rate

％

《男性》71万人
《女性》74万人

沖縄県企画部統計課／令和元年度

全国
１位

沖縄 新・リーディング産業の育成と状況
Fostering and status of new main industries in Okinawa

■ 沖縄の概要

1,000
入域観光客数 Number of tourists

宿泊施設数（軒数）  
Number of eaves

那覇空港乗り入れ就航都市数 
Number of cities in service at Naha Airport
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Number of guest rooms
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54,380 149,216
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軒

都市 路線 24 26都市 路線

※うち外国人観光客：

約

韓国（０時間）：ソウル、大邸、釡山
中国（－1時間）：北京、天津、南京、
　　　　　　　　上海、杭州、重慶
台湾（－１時間）：台北、台中、高雄
香港（－１時間）：香港
シンガポール（－１時間）：シンガポール
タイ（－２時間）：バンコク
マレーシア（－1時間）：クアラルンプール
※（　）は日本との時差

■ マーケット情報

海
外

国
内
北海道・東北：札幌、仙台
関東・中部・近畿：
　東京（羽田、成田）、茨城、
 新潟、小松、静岡、名古屋、
 大阪（関西、伊丹）、神戸
中国・四国・九州：
 岩国、広島、岡山、松山、
 高松、福岡、北九州、長崎、
 熊本、宮崎、鹿児島、奄美、
 沖永良部、与論

室 人

万人
沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課/令和元年度「沖縄県入域観光客統計概況」（令和2年4月発表）

沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課/令和元年「宿泊施設実態調査」　令和元年12月31日時点

引用：OCVB News 2020年3月号
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沖縄県アジア経済戦略構想において
「国際競争力のある物流拠点の形成」をはじめ、「世界水準の観光リゾー
ト地の実現」、「航空関連産業クラスターの形成」、「国際情報通信拠点
“スマートハブ”の形成」、「新たなものづくり産業の推進」といった５
つの『重点戦略』を設定し、総合的・計画的に産業育成に取り組んで
いることや、沖縄が中国本土・香港・台湾・シンガポール等の関係機
関との連携覚書（MOU）を結んでいることは、新たな展示会を創出し、
多くの出展者が集いイノベーションを生み出す機会を得ることができる、
大きなポテンシャルを有しています。

人口20億人の
巨大マーケットの中心

日本 1.2億人

総務省統計局「人口推移（令和３年１月報）」 ／ 外務省ホームページ（令和２年10月７日時点「中華人民共和国基礎データ」）　 ／ 外務省「目で見るASEAN（令和２年８月）、現在のASEAN（2019年）」

アジアと繋がるビジネス交流拠点
飛行機で４時間圏内に約20億人の市場を抱える沖縄の地理的特性は、
経済、学術・文化、健康・長寿、自然環境、スポーツ等の分野で世
界との多元的交流と連携を深化させる架け橋となり、アジアと日本
をつなぐ交流拠点として、様々なビジネスの可能性を秘めています。

自然豊かな開催環境
沖縄は、日本にありながら独自の歴史、文化、自然環境を有し、年
間の平均気温が20度を超える温暖な気候は、MICE開催地としても
最適です。沖縄の非日常的な環境が参加者に活力を与えるとともに、
コミュニケーションを活性化させ、ひらめきや創造性を豊かにする
ことで、新たなビジネスを創出します。

中国 14億人

ASEAN 6.6億人
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イベント 
カレンダー

=EXHIBITION

伝統
工芸

１月	 �桜まつり�
Jリーグ沖縄キャンプ

２月	 �プロ野球春季キャンプ�
花と食のフェスティバル�
おきなわマラソン�

３月	 �ダイキンオーキッドレディース�
　ゴルフトーナメント

４月	 �琉球海炎祭�
島酒フェスタ �
沖縄国際映画祭

５月	 �那覇ハーリー

７月	 �「農水産業支援技術展」沖縄

８月	 �沖縄全島エイサーまつり�
一万人のエイサー踊り隊�
オリオンビアフェスト

10月	 �那覇大綱挽まつり�
沖縄の産業まつり

11月	 �沖縄大交易会 �
離島フェア �
ResorTech�Okinawa�
　おきなわ国際IT見本市 �
ツール・ド・おきなわ

12月	 �NAHAマラソン

美しいビーチや世界遺産など、幅広い年齢層が楽しめる
冲縄の観光地。中でも美ら海水族館は、年間約300万人
が訪れる大人気スポットです。また、海に面した商業施
設やアメリカンな雰囲気のエリアなど、見所満載です。

冲縄には数多くの伝統工芸品があります。
素朴さと力強さを持つ焼物、繊細かつ大
胆、多様性に満ちた染織物、なめらかな艶
が特徴の琉球漆器、沖縄の心を奏でる三
線、色鮮やかな琉球ガラスなど、経済産業
省が指定する「伝統的工芸品」235品目の
うち、16品目が指定されています。

中国からの使者（冊 
封使）を歓待する踊 
り、琉球舞踊。

ユネスコの無形文化 
遺産に登録された組踊。

那覇ハーリー

NAHAマラソン

沖縄古来の武術が中国の武術
と融合して誕生した空手。

鮮やかな色が印象
的な琉球ガラス。

冲縄らしい絵柄も 
　特徴の琉球漆器。

沖縄方言でヤチム
ンと呼ばれる焼物。

多彩な色合いや模様が 
魅力の織物。

目の前に広がる海が印象的な瀬長島ウミカジテラス。

北谷町デポアイランド。

食文化 観光地

世界 
遺産

伝統
芸能

かつて沖縄には首里城を中心とした王国がありました。2000年
にユネスコの世界遺産に登録された「琉球王国のグスク及び関連
遺産群」は、首里城跡から、冲縄本島北部の今帰仁城跡、そして
本島南部の斎場御嶽まで、沖縄には9つの世界遺産があります。
2019年10月31日に発生した火災により、首里城正殿をはじめと
する主要な施設が焼失しました。2026年に再建を目指しています。

沖縄県内の世界遺産
・今帰仁城跡
・座喜味城跡
・勝連城跡
・中城城跡
・斎場御獄
・玉陵
・首里城跡
・園比屋武御獄石門
・識名園

沖縄の食材は個性的ものが多く、また栄
養価が豊富です。太陽の日差しに負けな
いようポリフェノールを多く含んでいた
り、野菜自体の抗酸化力が強かったりし
ます。生で食したり、調理して味わうの
はもちろんですが、コスメ化粧水や栄養
補助食品の材料としても使われています。

沖縄の伝統芸能は、中国から流入
した文化が琉球王国（現在の沖縄）
で独自につくり変えられたものが
多く、カラフルな色や現地の素材
を使った道具などが特徴的です。
その技術は現代に受け継がれてい
ます。

ミネラルを多量に 
含み、味わい深く 
おいしい塩。

がん抑制効果が 
期待されるフコイ 
ダンを多く含むモズク。

冲縄の盆踊り。独自の型で
踊りながら練り歩く。

ビタミンCを多く含
む、冲縄を代表する
夏野菜ゴーヤー。

強い日差しを浴び
て育った沖縄の野
菜は、味わいが濃
く、栄養価も高い。

肝機能を強化する効果が 
期待されているウコン。

世界最大級の大きさの水槽で
見るジンベエザメは圧巻！

中国と日本の建築
様式を取り入れた、
琉球文化を象徴す

る首里城正殿。

広がる可能性、沖縄は魅力溢れる資源・商材の宝庫

© OCVB

© OCVB

© OCVB

© OCVB

首里城公園�
公式サイト
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ツーリズムEXPOジャパン	旅の祭典	in	沖縄
2020年10月29日（木）〜11月1日（日）

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（JATA）／日本政府観光局（JNTO）

出展者数：世界30カ国の国と地域、285の企業・団体
来場者数：2.4万人

「世界のツーリズムをリードする」総合観光イベントと
して、観光業界はもとより様々な産業関係者が「観光」を軸に集結。展示会や商談会、一般消費
者向けのプロモーション、ダイレクトマーケティングの機会を提供します。沖縄初開催。

ルーツアジア（ROUTES	ASIA）2017
2017年3月19日（日）〜21日（火）

主催：英UBM/UBMジャパン
参加者数：航空会社、空港会社、政府観光局等から約900名

アジア各国を結ぶ航空路線の新規開拓を目的に、航空会社や
国際空港、政府観光局などによるアジア最大の商談会。日本
初開催。

ResorTech	Okinawa	
おきなわ国際IT見本市2020
2020年10月29日（木）〜11月1日（日）

主催：�ResorTech�Okinawa��
おきなわ国際IT見本市実行委員会

出展者数：23社
来場者数：2.1万人（オンライン展示会 約1,800人）

国内外のＩＴソリューション企業と県内外全産業のビジネスマッチングを行い、生産性の向上・
付加価値の向上を図る「リゾート×テクノロジー」のコンセプトに基づいた見本市。

MRO	AVIATION	MEETINGS	OKINAWA	2019
2019年1月29日（火）〜31日（木）

主催：abe-advanced�business�events（BCI�エアロスペース）
参加企業数：�97社（11国・地域）（日本、フランス、アメリカ、

台湾、中国、シンガポール、マレーシア、イギ
リス、インドネシア、ドイツ、タイ）

来場者数：�210人
航空機整備(MRO)におけるサプライチェーンにフォーカスし、国内外のMRO会社やエアライン、
OEM、サプライヤー、関係機関・団体を一堂に集め、日本の新しいMRO 産業における新規ビ
ジネス創出を図る、MRO産業における国際的なビジネス商談会。日本初開催。

7th沖縄大交易会2019
2019年11月14日（木）〜15日（金）

主催：沖縄大交易会実行委員会
出展者数：�サプライヤー出展342社、�

バイヤー参加301社、PRブース出展27社
商談件数：�個別相談2,936件�

フリー商談282件、計3,218件

東アジアの中心に位置する沖縄の地位的優位性と沖縄国際物流ハブのネットワークを活用し日本
各地の特産品等の販路拡大を目的に開催される国際食品商談会。

DRT	EXPO	OKINAWA,	JAPAN
2014年6月20日（金）〜22日（日）

主催：�DRT�EXPO�OKINAWA,�JAPAN事務局（LX�Development�
/ダイバー株式会社/株式会社沖縄コングレ）

出展者数：56社（国内出展者47社、国外出展者９社）�
来場者数：4,191人（国内3,733人、海外458人）
DRT（ダイビング・リゾート・トラベル）は、アジア最大級の国際ダイビング博覧会。各地の
魅力発信のほか、関連器材や各ショップのサービス等を国内外にアピールします。

様々な演出に対応可能な採光設計（劇場）

シアター形式で 500 席設営可能（会議場 A1）

東西の出入り口からは車両乗り入れも可（展示場）

これまでの実績

住 所	 〒901-2224 
 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1

T E L	 098-898-3000
メール	 okinawa-cc@c-linkage.co.jp
利用時間	 9:00〜22:00
定休日	 1月29日〜1月3日
駐車場	 450台
アクセス	 那覇空港から車で約40分
近隣ホテル	  

■ラグナガーデンホテル 
■ムーンオーシャン宜野湾　ホテル＆レジデンス 
■ヒルトン沖縄北谷リゾート

1 沖縄コンベンションセンター
沖縄を代表するリゾートMICE複合施設
多種多様なイベント、見本市に対応
沖縄の美しい自然に隣接する沖縄コンベンションセンター
は、展示場、劇場、大小12の会議場を有した県内最大規模の
MICE複合施設。周辺にはマリーナやビーチ、海浜公園、ホ
テルなど、多彩な施設が隣接し、コンベンションエリア一体
を活用した、リゾート感溢れるMICEが開催できます。実証
実験・体験も兼ねた、見本市等におすすめです。

基本情報

施設概要
床面積等： 展示場アリーナ（1Fホール）約2,500㎡ 

※最大収容人数：5,000人 
劇場：収容人数 1,709人 
会議場A1：516㎡ 
会議場B1：280㎡

その他： 音響機材・プロジェクターの貸出有り 
ケータリング・看板・装花の手配有り

駐車場有り Wi-Fi完備 飲食可 バリアフリー 授乳室有り

公式ウェブサイト

指定管理者：株式会社コンベンションリンケージ

●
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おきなわMICEナビ　会場・施設検索



エンタテインメントを主軸にした施設ながら、展示会やコンベンション等も開催可能。
Bリーグ琉球ゴールデンキングスのホームアリーナとしても使用される予定です。

スポーツ	 観客数8,000人
バスケットボール、バレーボール、格闘技などインドアスポーツの開催に最適です。

コンサート	 観客数8,000〜10,000人
センターステージ、エンドステージ、サイドステージなど内容に合わせてレイアウト可能です。

展示会	 面積2,600㎡
見本市、展示会、商談会では、館内スイートルームを商談スペースとしても活用可能です。

上空から見たイメージ

断面パース図

敷地内にある広場

展示会・イベント開催イメージ

2 沖縄アリーナ
住 所	  〒904-0034  

沖縄県沖縄市山内1-16-1
T E L	 098-989-4353
メール	 info@okinawa-arena.jp
利用時間	 24時間
定休日	 無し
駐車場	 有
アクセス	  那覇空港から車で45分 

（有料道路利用）
近隣ホテル	  

■沖縄グランメール リゾートホテル 
■ヒルトン沖縄北谷リゾート 
■ EMウェルネスリゾート コスタビスタ沖縄 ホテル＆スパ

エンタテイメントと利便性を追求した
沖縄最大級のアリーナ
沖縄県内第２位の人口を有する沖縄市に位置する沖縄アリー
ナ。イベントフロア面積は県内最大を誇り、コンサートや展
示会等の様々なイベントに対応可能です。アリーナ天井から
は510インチの大型映像装置が吊り下げられており、演出に
華を添えます。また、VIP専用エリアやスイートルームから
の鑑賞も可能で、来場者の楽しみ方に応じたホスピタリティ
を提供します。設営撤去にも配慮した設計で、アリーナには
２ヶ所の搬入出口があり、イベントフロアにトラックで直接
乗り入れることが可能です。

基本情報

施設概要
床面積： アリーナ床面のみ　2,600㎡
天井高：28m
その他： 音響機材・映像装置の貸出有り 

ケータリング・看板・装花の手配有り
駐車場有り Wi-Fi完備 飲食可 バリアフリー 授乳室有り

公式ウェブサイト

2021年６月グランドオープン

指定管理者：沖縄アリーナ株式会社

●
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施設概要

ホワイエでコーヒーブレイク

南風が通り抜けるオープンエアの施設構造

大海原に抱かれた万国津梁館

■サミットホール（床面積441㎡）
国際会議をはじめ、少人数の会議から
参加者の多いコンベンションパーティー
などあらゆるMICEに対応。

■オーシャンホール（床面積323㎡）
スペース分割をはじめ多彩にアレンジでき
る空間機能を持ち、講演会、分科会、展示
コーナーなどに利用可能。

■ビジネスルーム（床面積36㎡）
国際電話やFAX、インターネット等、各種通
信設備のほか、警備モニターも完備。MICE
展示会の本部機能施設としても最適。
※ ビジネスルームは、他の施設（サミットホール・

オーシャンホール・サンセットラウンジ）と
合わせての借用となります。

■サンセットラウンジ（床面積180㎡）
沖縄の伝統工芸を取り入れたアジアンリゾー
トな空間は、小規模なリゾートコンベンショ
ンにもどうぞ。

■カフェテラス（144㎡）
2000年九州沖縄サミットの際に、世界各国
の首脳がくつろいだ空間は、MICEのアフター
パーティーにもおすすめ。

スクール形式（98卓）
294人（1卓3人掛け） 
196人（1卓2人掛け）

シアター形式
500人

ロの字形式（38卓）
114人（1卓3人掛け） 
 76人（1卓2人掛け）

3分割形式
A(分割1/2) 165㎡　B(分割1/4) 80㎡　
C(分割1/4) 78㎡

コの字形式（27卓）
81人（1卓3人掛け） 
54人（1卓2人掛け） 

円卓（23卓）
250人（1卓11人掛け） 
184人（1卓 8人掛け）

サミットホールに隣接
する海を見渡すガー
デンでも、沖縄らし
いパーティーの開催
が可能です。

その他

3 万国津梁館
確かな実績と細やかなサポートが	
自慢のリゾート型MICE施設

「世界の架け橋」を意味する万国津梁の名の下、『2000年九州・
沖縄サミット首脳会合』をはじめ展示会や学会など数多くの
MICE実績を持つ北部唯一の国際会議場。施設の三方が海に
囲まれているため、どの会場からも海を楽しめます。また、
エイサーなどの沖縄芸能コンテンツの手配、記念写真・装花・
看板制作に至るまでサポートしています。

住 所	  〒905-0026 
沖縄県名護市喜瀬1792

T E L	 0980-53-3155
メール	 mice@shinryokan.com
利用時間	  9:00〜21:00 

（時間外利用も可能）

定休日	 無し
駐車場	 約130台
アクセス	  那覇空港から車で約70分 

（有料道路利用）

近隣ホテル	  
■ザ・ブセナテラス 
■ハレクラニ沖縄 
■ザ・リッツ・カールトン沖縄

基本情報

駐車場有り Wi-Fi完備 飲食可 バリアフリー 授乳室有り

公式ウェブサイト

※個室利用可能

沖縄MICEプロジェクト2017「商談会」の様子
サミットホール

指定管理者：ザ・テラスホテルズ株式会社

●
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7 ヒルトン沖縄北谷リゾート

8 ラグナガーデンホテル 9 ホテル コレクティブ

■11 沖縄ハーバービューホテル■10 ロワジールホテル ＆ スパタワー那覇

6 ホテルゆがふいんおきなわ

施設概要（各部屋の床面積）
ボールルーム 450㎡／ミーティングルーム 112㎡／ 
ガーデン＆プールサイド 1,313㎡／スリユンテラス 858㎡

住所	 沖縄県北谷町美浜40-1
TEL	 098-901-1188 総客室数 346室

施設概要（各部屋の床面積）
彩海 738㎡／白鳳 301㎡／金鶏 165㎡／羽衣 118㎡ 
アイランドブリーズ 175.5㎡／ガーデン 238㎡

住所	 沖縄県那覇市泉崎2-46
TEL	 098-853-2111 総客室数 352室

施設概要（各部屋の床面積）
ボールルーム 天妃 708㎡／ホワイエ 673㎡ 
天妃＋ホワイエ 1,381㎡／ベイビュールーム 龍宮 222㎡

住所	 沖縄県那覇市西3-2-1
TEL	 098-868-2222 総客室数  640室

施設概要（各部屋の床面積）
大宴会場「羽衣」 1,000㎡／中宴会場「明海」 168㎡／ 
小宴会場「平安」 150㎡

住所	 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1
TEL	 098-897-2121 総客室数 303室

施設概要（各部屋の床面積）
大宴会場(3分割可)480㎡(A：255㎡／B：90㎡／C:135㎡)／ 
中宴会場(3分割可)250㎡(A： 80㎡／B：85㎡／C : 85㎡)

住所	 沖縄県那覇市松尾2-5-7
TEL	 098-860-8366 総客室数 260室

施設概要（各部屋の床面積）
あけみおの間 540㎡／８F宴会場 287㎡ 
ハピラの間 133㎡／さくらの間 80㎡

住所	 沖縄県名護市宮里453-1
TEL	  0120-48-9875 総客室数 121室

美しい海を望むリゾートホテル
イベントや会議、各種パーティーなど規模もスタイルも多彩な
イベントをプロデュース。400名様まで収容可能な宴会場をはじ
め計5つの会場よりお選びできます。

ビジネスや観光の拠点として最適
個性あふれる大小12の宴会場を有し、多彩な要望に対応可能。
会場設営や音響・映像設備の提供はもちろん、会議・イベント
の進行においても迅速にサポートします。

那覇空港から車で約７分のベイサイドホテル
ロワジールホテル＆スパタワー那覇は、全国大会や招待旅行、
報奨旅行等を多彩なバンケットルームと沖縄食材を用いたおも
てなし料理で迎える、数多くのMICE実績のある施設です。

MICE施設やビーチに近い好立地
白で統一されたホールは各種パーティー、会議や講演会、シン
ポジウムなど様々な催しに対応可能。沖縄コンベンションセンター
をはじめ、ビーチやマリーナも近くレジャーにも最適です。

様々なニーズに対応する国際通り中心部のホテル
大・中の会議室のうち、大会議室では300インチのLEDディス
プレイのほか、200インチのマルチディスプレイや、150インチ
のスクリーンとプロジェクターなどを完備しています。

高速や美ら海水族館へアクセス良好
大小ホールや会議室など豊富な施設を完備し、音楽や映像を使っ
た演出などにも柔軟に対応。目の前のビーチでは地域自治体と
連携したプログラムもご提案します。

基本 
情報

基本 
情報

基本 
情報

基本 
情報

基本 
情報

基本 
情報

展示商談会やレセプションパーティーに
最適な沖縄のホテル

近隣のMICE施設と連動した活用な
ど、上質なサービスと充実の設備で
快適な沖縄のホテルを一部ご紹介。

4 沖縄県市町村自治会館

5 沖縄産業支援センター

ホール

展示場

ホワイエ

展示会の様子 展示会の様子

展示会の様子

施設概要
床面積： ホール383.92㎡、ホワイエ300㎡
天井高：ホール５m、ホワイエ３m
その他： 音響機材・プロジェクターの貸出有り 

ケータリング・看板・装花の手配有り

施設概要
床面積： 展示場386.48㎡
天井高：2.8m
その他： 音響機材・プロジェクターの貸出有り

※ 
個室利用 
可能

駐車場有り Wi-Fi完備 飲食可 バリアフリー 授乳室有り

住 所	  〒900-0029 
沖縄県那覇市旭町116-37

T E L	 098-862-8181
利用時間	 9:00〜21:00
定休日	 12月29日〜1月3日
駐車場	  自治会館駐車場60台、 

カフーナ旭橋パーキング175台
アクセス	 那覇空港から車で10分以内 

 那覇空港からモノレールで10分
近隣ホテル	  

■沖縄ハーバービューホテル 
■リーガロイヤルグラン沖縄 
■那覇東急REIホテル 
■メルキュールホテル沖縄那覇

住 所	  〒901-0152 
沖縄県那覇市字小禄1831-1

T E L	 098-859-6234
利用時間	 9:00〜21:30
定休日	  第２・第４日曜日、 

12月29日〜1月3日、 
5月3日〜5月5日、沖縄慰霊の日

駐車場	  350台
アクセス	 那覇空港から車で10分以内
近隣ホテル	  

■チャビラホテル那覇 
■ホテルグランビュー沖縄 
■ホテルパークスタジアム那覇

基本情報

基本情報

公式ウェブサイト

公式ウェブサイト

那覇市中心部にある好立地と	
利便性の高い施設が魅力

那覇空港から車で約７分	
県内ビジネスと集いをサポート

沖縄県庁や国際通りにほど近く、またモノレール駅にも直結し
ているため、好立地・好アクセス。ホールは、隣のホワイエと
セットで借りることができ、ホールをメイン会場に、ホワイエ
で懇親パーティー等を開催するなど連携した利用が可能です。

沖縄県における新しい産業の創出と、今後の中核産業の活性
化を支援する施設で、展示場、ホール、会議室などのレンタ
ルスペースも豊富です。センター内はバリアフリー対応となっ
ており、１Fにはコンビニもあります。無料駐車場完備。

管理運営者：沖縄県市町村自治会館管理組合

管理運営者：株式会社沖縄産業振興センター

●

●
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ハナウール 宜野湾ベイサイド情報センター（Gwave） タブポット

名護市立中央図書館 howlive イオンモール沖縄ライカム店 RJ WORKS

SEASIDE OFFICE 沖縄 IT 津梁パーク 沖縄県立図書館

HENTONA LOUNGE 嘉手納町マルチメディアセンター Co-Learning Space Ocean 21

住所	  沖縄県名護市宮里453-1
（ホテルゆがふいんおきなわ内）

TEL	0980-53-0031

住所	  沖縄県宜野湾市 
宇地泊558-18

TEL	098-942-8415

住所	  沖縄県那覇市東町
20-7TBCビル２F

TEL	098-917-6434

住所	  沖縄県名護市宮里
5-6-1

TEL	0980-53-7246

住所	  沖縄県北中城村ライカ
ム1 イオンモール沖縄
ライカム5F

TEL	098-989-0875

住所	  沖縄県那覇市安里
2-4-3

TEL	098-868-9790

住所	  沖縄県大宜味村 
喜如嘉50

TEL	0980-44-3877

住所	  沖縄県うるま市 
州崎14-17

TEL	098-989-0153

住所	  沖縄県那覇市泉崎1-20-1　
ＲＪビルディング国際通り

TEL	098-894-5858

住所	  沖縄県国頭村辺土名
119-6

TEL	090-3413-1196

住所	  沖縄県嘉手納町 
水釜412

TEL	098-956-1140

住所	  沖縄県浦添市宮城
6-5-1-2F

TEL	098-988-0481

Wi-Fi有 Wi-Fi有 Wi-Fi有

Wi-Fi有 Wi-Fi有

Wi-Fi有 Wi-Fi有 Wi-Fi有

Wi-Fi有 Wi-Fi有 Wi-Fi有

40席 50席 17席

30席

32席 60席

18席 20席 65席

20席 9席 40席

155台 22台

72台

4,000台

12台 57台

４台 25台 7台

展示商談会の前後に 
参加者へワーケーションのご提案

豊かな自然を満喫する北部に、MICE会場から
のアクセス良好・機能的な中南部。環境やファ
シリティで選べるコワーキングスペースをご紹介。

北部エリア 中部エリア 南部エリア

駐車台数Wi-Fi 座席数

■12 沖縄美ら海水族館

■14 東南植物楽園

■13 百年古家　大家

■15 ガンガラーの谷　ケイブカフェ

住所	 沖縄県本部町石川424（海洋博公園内）
TEL	 0980-48-3748
利用時間	  18:30〜22:30（設営、準備、本番、退出、片付け含む）
利用期間	  10〜2月末日（休館日、多客日及び水族館が定める日を除く）

住所	 沖縄県沖縄市知花2146
TEL	 098-939-2555
利用時間	  月〜金　  9:00〜18:00（最終入園17:00）  

土日祝日  9:00〜21:00（最終入園20:30）
※イベント開催時、営業時間が異なる場合がございます。

住所	 沖縄県名護市中山90
TEL	 0980-53-0280
利用時間	  昼食：11:00〜16:30　夕食：18:00〜22:00

住所	 南城市玉城前川202
TEL	 098-948-4192
利用時間	 ケイブパーティ 18:00〜21:00（内2時間）

天然の鍾乳洞を活用した唯一無二の会場
ガンガラーの谷入口の天然の鍾乳洞「ケイブカフェ」では、団
体で貸し切り利用ができるパーティやライブが可能。様々なケー
タリングやパーティプラン、パーティ前にガンガラーの谷トレッ
キングなど幅広いMICEメニューを提供します。

沖縄の原風景での幻想的なパーティー
沖縄県北部やんばるの森に囲まれたいくつもの古民家が集まる“大
家別邸”は、すべて築100年以上の古民家で1棟あたり14〜40名
収容可能。中央にガーデン広場があり、5棟がその広場を囲むよ
うに建っています。各棟からガーデン広場が見え、様々なイベ
ントや表彰式、大スクリーンでの上映などを組むことも可能です。

海の中にいるような幻想的な雰囲気
「沖縄の海との出会い」をテーマに、沖縄の海を浅瀬から深海ま
でリアルに再現した世界最大級の水族館です。魚類最大種のジ
ンベエザメや、世界初の繁殖に成功したナンヨウマ
ンタが泳ぐ姿を見ながらパーティが可能です。

開放感あるガーデンで南国らしいひとときを
園内の植物は、1,300種以上。ヤシ類をはじめ、熱帯・亜熱帯系
の植物が生い茂り南国情緒たっぷりです。植物に触れる体験メ
ニューも豊富。

沖縄らしさ溢れるユニークベニューで 
参加者の記憶に残る特別な演出を

普段味わえない空間でのレセプショ
ンパーティーで参加者同士の新たな
ビジネスの創出や商談制約に期待。

各MICE展示施設	⇔	ユニークベニュー間　所要時間（※車、有料道路利用）

展示施設名 那覇空港 
（那覇市）

ガンガラーの谷 
（南城市）

東南植物楽園 
（沖縄市）

百年古家 大家 
（名護市）

沖縄美ら海水族館 
（本部町）

沖縄産業支援センター（那覇市） 10 分以内 30 分 45 分 80 分 100 分

沖縄県市町村自治会館（那覇市） 10 分以内 30 分 45 分 80 分 100 分

沖縄コンベンションセンター（宜野湾市） 40 分 35 分 35 分 70 分 90 分

沖縄アリーナ（沖縄市） 45 分 40 分 20 分 55 分 70 分

万国津梁館（名護市） 70 分 70 分 45 分 30 分 50 分

国営沖縄記念公園（海洋博公園）・沖縄美ら海水族館

13
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ブランドストーリー

日本にありながら独自の歴史、文化、自然環境を持つ沖縄には、全ての人、

あらゆる垣根を越えた交流と融合が育まれ、

琉球の時代から今日へ、その繁栄を支えてきた 

万国津梁の精神が受け継がれています。

国を、人を、英知を、そしてビジネスを繋ぐ沖縄は、

未来を拓き、変化させる結節点となります。

アジアを代表するリゾート環境を備えたビジネス都市 

“沖縄”での特別な体験が、

明日に向けてのエネルギーをチャージし、

大海のように広がるインスピレーションを湧き起こします。

21世紀のアジア発展の架け橋として進化し続ける沖縄のビジネス環境は、

生み出された「価値」を未来へと繋ぎます。

沖縄MICEネットワークは、MICEを通じた
知的・ビジネス交流の促進、そしてMICE
の活用・推進による沖縄県経済の活性化に
よる振興を実現することを目的に、2017年
7月に設立された産学官連携組織です。 
県内外200を超える企業・団体が加盟し、そ
れぞれの活動領域や、産業分野の垣根、競
合を超えて、みなさまのMICE開催を連携
してサポートします。

沖縄MICEネットワーク（共同）事務局問合せ

一般財団法人�
沖縄観光コンベンションビューロー

TEL：098-851-3765 
E-mail：info@okinawamicenetwork.jp

公益財団法人�
沖縄県産業振興公社

TEL：098-894-6317 
E-mail：tenji_sougou@okinawa-ric.or.jp

沖縄MICEブランド　〜ビジネスが、新しい閃きと出会う日。〜

沖縄MICEネットワーク
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MRO AVIATION MEETINGS OKINAWA 2019

第４回「農水産業支援技術展」沖縄

ResorTech Okinawa おきなわ国際IT見本市 2020

開催日：2019年1月29日（火）〜31日（木）
主催：	abe-advanced business events  

（BCIエアロスペース）
参加企業数：97社（11国・地域）
内容：航空機整備 (MRO) のサプライチェーン
にフォーカスし、国内外の MRO 会社やエアラ
イン、OEM、サプライヤー、関係機関・団体を一
堂に集め、日本の新しい MRO 産業における新
規ビジネス創出を図る、MRO 産業の国際的な
ビジネス商談会。日本初開催。

abe-advanced business events/BCI Aerospace CEO 
Stéphane Castet 氏

アジア市場の玄関口でMRO需要を取り込む
沖縄県が掲げた「沖縄県アジア経済戦略構想推進計画」の航空産業ク

ラスターの育成事業において、MRO Japan（株）を中心に国内におけ
るMRO拠点の創出が見込まれるため、国際的なイベントの開催は産業
の裾野拡大に寄与できると考え沖縄での開催を決めました。

沖縄は東アジアの中心に位置しており、今後更なる成長が見込まれる
世界的なMRO需要の中でも特に大きな市場を占めるアジア市場の玄関
口という地理的な魅力もあります。

地元自治体のご支援もあり、国内外の参加企業の皆様には沖縄での新
たなビジネスチャンスを探る有意義な商談や交流をして頂くことができ
ました。又、交流会におけるミス沖縄の派遣やエイサーの実演により沖
縄の文化面も満喫頂くことができ、参加者からはご好評頂きました。

エグジビションテクノロジーズ株式会社 

代表取締役　井手 一夫 氏

沖縄の農水産業の可能性を拡げる技術展
沖縄は、亜熱帯性気候に属し、本島とは気候区分が異なります。台風の襲

来も多く、農水産業においては、課題を有する地です。しかしながら、長ら
く受け継がれている自然との共生という沖縄県の皆さまの取り組みと最新の
技術が融合すれば、様々な課題を克服し、日本を代表する農水産業発展の地
となる可能性を感じています。アジアの国々との距離も近く、気候区分も同
じであることから、農水産業における国際交流の可能性も有しています。沖
縄県独自の農水産物は、高い成分価値を有し、6次産業化等によって商品開
発が進めば、年間1,000万人を越える国内外からの観光客を通じ、沖縄、そ
して日本の魅力を伝えることにも資すると考えています。

沖縄という地の魅力、沖縄の皆さまのホスピタリティによって、沖縄への
訪問を楽しみにしてくれている出展者、来場者が年々増加し、評価を高める
ことが出来ていること、オーガナイザーとして心より嬉しく、感謝をしています。

一般財団法人　沖縄ITイノベーション戦略センター（ISCO） 

理事長　稲垣 純一 氏

オンラインとリアル開催で新しい展示会を提案
世界のIT展示会はラスベガスやバルセロナなど、リゾート地で多く開催

されています。日本ならまず沖縄が頭に浮かぶところです。そんな「非日常」
の環境下で“ひらめき”が多く生み出されることが、期待されているのでは
ないでしょうか。さらに、開放感から、参加する出展者同士のコミュニケー
ションが活発になる傾向があります。沖縄という土地自体には、人を集める
魅力があり、イベントを成功させるための要素が揃っているものと思います。

今回は、オンラインでの開催を加え、コロナ禍でも県外・海外からの参加
が可能となり、新たな開拓への夢も広がりました。今後は、オンラインでの
展開を常設化し、リアル開催と組み合わせた新たな展示会モデルを提案して
いきます。

開催日：2019年6月19日（水）〜20日（木）
主催：「農水産業支援技術展」沖縄 実行委員会
出展者数：37社／54小間
来場者数：1,389名
内容：生産者（農業・水産業）、食品加工製造業、
流通業、行政・学術機関等の関係者向けの技術
展。琉球大学等による実行委員会のもと、農水
産業・食品加工・流通産業及び6次産業化を支援
する各種技術（機械・装置等）の紹介と専門家に
よるセミナーを2016年より毎年開催。延べ約
200社が出展、約5,000名が来場。

開催日：2020年10月29日（木）〜11月1日（日） 
（オンライン開催：2020年10月29日（木）〜11月30日（月））

主催：ResorTech Okinawa おきなわ国際IT  
見本市実行委員会
参加企業数：85社
来場者数：23,765人(オンライン展示会含む)
内容：国内外のITソリューションを提供する事
業者と全ての産業とのビジネスマッチングを行
い、生産性や付加価値の向上を促進する見本市。

［同時開催］ツーリズムEXPO 
ジャパン2020 旅の祭典 in 沖縄
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リーガロイヤルグラン沖縄●

ダブルツリー by ヒルトン那覇●

ホテル パークスタジアム那覇

赤嶺駅

小禄駅

奥武山公園駅

壺川駅

旭橋駅
県庁前駅

国際
通り

美栄橋駅

●チャビラホテル那覇

　
●ホテルグランビュー沖縄

　

●メルキュールホテル沖縄那覇

パシフィックホテル沖縄●

那覇 東急REIホテル

糸満市

八重瀬町

南城市
豊見城市

那覇市

浦添市

宜野湾市

うるま市

名護市

本部町

中城村

北中城村

読谷村

恩納村

南風原町

与那原町

西原町

北谷町

嘉手納町

金武町
宜野座村

東村

大宜味村今帰仁村

国頭村

沖縄市

那覇空港から車で40分　沖縄コンベンションセンター

●残波岬

●沖縄アウトレットモール   
  あしびなーイーアス沖縄豊崎●

瀬長島ウミカジテラス●

琉球温泉 瀬長島ホテル

美浜タウンリゾート・● 
アメリカンビレッジ 　

万座毛●

古宇利オーシャンタワー●

サンエー浦添西海岸 PARCO CITY●

国立劇場おきなわ●

ハレクラニ沖縄●

Royal Hotel 沖縄残波岬●

ホテル日航アリビラ●

サザンビーチホテル●

＆リゾート沖縄　

リザンシーパークホテル谷茶ベイ

ハイアットリージェンシー　
瀬良垣アイランド 沖縄●

ホテルマハイナ●

ウェルネスリゾートオキナワ　

ホテル オリオン モトブ リゾート＆スパ

イオンモール沖縄ライカム

●ムーンオーシャン宜野湾 ホテル＆レジデンス

●沖縄グランメールリゾート

●ユインチホテル南城

●ザ・ブセナテラス

●ルネッサンス リゾート オキナワ

●ロワジール リビング
　スイーツ 瀬良垣

●カヌチャベイホテル&ヴィラズ

●ザ・リッツ・カールトン沖縄
沖縄かりゆしビーチリゾート 
オーシャンスパ

●

EMウェルネスリゾート コスタビスタ沖縄 ホテル＆スパ

海中道路

今帰仁城跡●

●座喜味城跡

●ビオスの丘

●ナゴパイナップル
　パーク

勝連城跡●

●沖縄科学技術大学院大学 (OIST)

体験王国むら咲むら●

琉球村●

●辺戸岬
●大石林山

●平和祈念公園

●首里城公園
●識名園

●喜屋武岬

●斎場御嶽

●中城城跡

おきなわワールド

宮古島市

石垣市

宮古空港

南ぬ島石垣空港

下地島空港

那覇空港

●宮古島市文化ホール（マティダ市民劇場）

JTAドーム宮古島●

石垣市民会館●

南の美ら花
ホテルミヤヒラ

ホテルグランビュー石垣新川

サザンゲートブリッジ

石垣島みね屋工房●

●石垣やいま村

伊良部大橋

宮古島市未来創造センター

サンタモニカ ウィンズ
（旧 ブリーズベイ オーシャン）

来間大橋

池間大橋

ホテルアトールエメラルド宮古島●

宮古島東急ホテル＆リゾーツ●

●ホテルシギラミラージュ

フサキビーチリゾート●

　ホテル＆ヴィラズ　

●ANAインターコンチネンタル 石垣リゾート
●アートホテル石垣島

●

●沖縄セルラースタジアム那覇

●沖縄空手会館

沖縄県立博物館・美術館●

●沖縄県庁

琉球新報ホール

タイムスホール●
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那覇空港から車で45分　沖縄アリーナ

沖縄産業支援センター

沖縄県市町村自治会館
沖縄ハーバービュー
ホテル

ホテルゆがふいんおきなわ

ヒルトン沖縄北谷リゾート
ロワジールホテル
& スパタワー那覇

ラグナガーデンホテル

百年古家 大家

沖縄美ら海水族館

ホテル
コレクティブ

東南植物楽園

ガンガラーの谷 ケイブカフェ

那覇空港から車で70分　万国津梁館

●

●

古宇利大橋

瀬底大橋

明治橋

●

●

●那覇バスターミナル

©OIST

©OCVB

©OCVB

©OCVB

●

●ミュージックタウン音市場

屋我地大橋 ●

●

●

●

●

●
カフーリゾート フチャクコンド・ホテル●

●

6
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©OCVB

ホテル

6 ホテルゆがふいんおきなわ
 沖縄県名護市宮里453-1

7 ヒルトン沖縄北谷リゾート 
 沖縄県北谷町美浜40-1

8 ラグナガーデンホテル
 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

9 ホテル コレクティブ
 沖縄県那覇市松尾2-5-7

■10 ロワジールホテル ＆ スパタワー那覇
 沖縄県那覇市西3-2-1

■11 沖縄ハーバービューホテル
 沖縄県那覇市泉崎2-46

MICE施設

1 沖縄コンベンションセンター
 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1

2 沖縄アリーナ
 沖縄県沖縄市山内1-16-1

3 万国津梁館
 沖縄県名護市喜瀬1792番地

4 沖縄県市町村自治会館
 沖縄県那覇市旭町116-37

5 沖縄産業支援センター
 沖縄県那覇市字小禄1831番地1

ユニークベニュー

■12 沖縄美ら海水族館
 沖縄県本部町石川424（海洋博公園内）

■13 百年古家　大家
 沖縄県名護市中山90

■14 東南植物楽園
 沖縄県沖縄市知花2146

■15 ガンガラーの谷　ケイブカフェ
 南城市玉城前川202

沖縄本島

那覇市（中心部）

宮古島市

石垣市

のりものNAVI Okinawa

各施設へのアクセス方法
沖縄本島 路線バス＆ゆいレール総合案内システム

ルーレいゆ
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沖縄都市モノレール（ゆいレール）　路線駅距離 令和2年6月現在

伊良部大橋

フサキビーチ

東村つつじ祭り

斎場御嶽

万座毛

古宇利大橋

沖縄空手会館

OKINAWA MICE MAP
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