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沖縄県のデータセンター関連サービスの整備、発展および普及を推進することを目的として、沖縄県内
データセンター関連事業者 6 社で「アジア沖縄 iDC 協議会」を設立。沖縄県の進める IT インフラ整備
事業への提言や、
事業への提言や、県外での営業
県外での営業連携など
での営業連携など加盟各社のノウハウを結集し、
連携など加盟各社のノウハウを結集し、IT
加盟各社のノウハウを結集し、IT 立県を目指す
立県を目指す沖縄
を目指す沖縄県
沖縄県に貢献
します。
インターネットアプリケーションの企画・開発など
インターネットアプリケーションの企画・開発などを行う
などを行う株式会社
を行う株式会社レキサス
株式会社レキサス(
レキサス(うるま市
うるま市 代表取締役社
代表取締役社
長 比屋根隆/
比屋根隆/以下、レキサス)
以下、レキサス)、ネットワークシステムのコンサルティング・設計・構築を行う沖縄ク
ロス・ヘッド株式会社（那覇市 代表取締役 渡嘉敷唯昭/
渡嘉敷唯昭/以下 OCH）
OCH）、大手通信キャリアの西日本電信
電話株式会社沖縄支店（浦添市 支店長 岩田智/
岩田智/以下、NTT
以下、NTT 西日本沖縄支店）、低価格・高品質のデー
タセンターサービスを提供するクオリサイトテクノロジーズ株式会社（名護市 代表取締役社長 小森
彦太郎/
彦太郎/以下、クオリサイト）、クラウドサービス「ちゅらうど」を提供する
、クラウドサービス「ちゅらうど」を提供する沖縄日立ネットワークシス
クラウドサービス「ちゅらうど」を提供する沖縄日立ネットワークシス
テムズ株式会社（那覇市 代表取締役 大友敏行/
大友敏行/以下、沖縄 HNS）
HNS）、首都圏
、首都圏企業の
首都圏企業の DR システム構築で
多くの実績を持つファーストライディングテクノロジー株式会社（浦添市
多くの実績を持つファーストライディングテクノロジー株式会社（浦添市 代表取締役社長 宮里学/
宮里学/
以下、FRT
以下、FRT）の
FRT）の 6 社は、沖縄県のデータセンター関連サービスの整備、発展および普及を推進すること
を目的として「アジア沖縄 iDC 協議会」を設立致しました。
今後、沖縄県庁とも連携し沖縄県の
今後、沖縄県庁とも連携し沖縄県の IT 産業の発展に貢献致します。
■『アジア沖縄
■『アジア沖縄 iDC 協議会』
協議会』設立の背景
設立の背景

沖縄県は、東アジアの中心に位置し豊富な若年労働者を有するなどの沖縄の特性を最大限に活か
し、アジアにおける国際情報通信拠点として、日本とアジアの架け橋“IT
し、アジアにおける国際情報通信拠点として、日本とアジアの架け橋“IT ブリッジ”となること
を目指し「沖縄 IT 津梁パーク」を中核に、国内外からの企業立地促進、県内立地企業の高度化・
多様化、人材の育成・確保、情報通信基盤の整備等に取り組んでいます。
その中で特にインターネットデータセンター（iDC
その中で特にインターネットデータセンター（iDC）業界においては、企業における情報システ
iDC）業界においては、企業における情報システ
ムのデータバックアップ拠点としての
ムのデータバックアップ拠点としての沖縄県の認知度が高まっている背景から、県内の 3 データセ
ンターへ
ンターへ DR・
DR・BCP システムを設置する企業が増えてきており、沖縄県も
システムを設置する企業が増えてきており、沖縄県もシンガポールなどへ接続す
を設置する企業が増えてきており、沖縄県もシンガポールなどへ接続す
る海外向け通信回線の利用費用補助の検討や、うるま市兼箇段に沖縄情報通信センターを開設する
など支援策を多く打ち出しております
など支援策を多く打ち出しております。
支援策を多く打ち出しております。
アジア沖縄 iDC 協議会では、このように活性化する沖縄県でのデータセンタービジネスにおいて
関連事業者が大同団結し、東アジア地域への
関連事業者が大同団結し、東アジア地域への営業展開
東アジア地域への営業展開や
営業展開や新サービスの検討、さらに
新サービスの検討、さらに IT 技術者、海
外で活躍できる営業マンの人材育成などを
外で活躍できる営業マンの人材育成などを沖縄県や関係各企業と連携し
などを沖縄県や関係各企業と連携し進めてまいります。
沖縄県や関係各企業と連携し進めてまいります。

■『アジア沖縄
■『アジア沖縄 iDC 協議会』詳細
協議会』詳細
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設立日：2015
2015 年 5 月 19 日
・理事長：
理事長：比屋根 隆(株式会社レキサス)
株式会社レキサス)
・本件に関するお問合せ先
アジア沖縄 iDC 協議会 事務局
(事務局長)
事務局長) ：眞榮城 隆司 (ファーストライディングテクノロジー株式会社)
ファーストライディングテクノロジー株式会社)
電話番号：070
電話番号：070070-58145814-5653
【株式会社レキサス】
【株式会社レキサス】
会社名 ：株式会社レキサス
：株式会社レキサス
ＵＲＬ ：http://www.lexues.co.jp/
所在地 ：〒904
：〒904904-2234 沖縄県うるま市字州崎
沖縄県うるま市字州崎 14 番 17 IT 津梁パーク内
代表者 ：代表取締役社長
代表取締役社長 比屋根 隆(ひやね たかし)
たかし)
【沖縄クロス・ヘッド株式会社】
沖縄クロス・ヘッド株式会社】
会社名 ：沖縄クロス・ヘッド株式会社
沖縄クロス・ヘッド株式会社
ＵＲＬ ：http://www.och.co.jp/
所在地 ：〒900
：〒900900-0029 沖縄県那覇市旭町
沖縄県那覇市旭町 1 番地 9 カフーナ旭橋 B 街区ビル
代表者 ：代表取締役渡嘉敷
代表取締役渡嘉敷 唯昭(
唯昭(とかしき ただあき)
ただあき)
【西日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社 沖縄支店】
沖縄支店】
会社名 ：西日本電信電話株式会社 沖縄支店
ＵＲＬ ：http://www.ntthttp://www.ntt-west.co.jp/okinawa/
所在地 ：〒901
：〒901901-2133 沖縄県浦添市城間
沖縄県浦添市城間 4 丁目 35 番 1 号
代表者 ：沖縄支店長 岩田 智(いわた さとし)
さとし)
【クオリサイトテクノロジーズ株式会社】
クオリサイトテクノロジーズ株式会社】
会社名 ：クオリサイトテクノロジーズ株式会社
ＵＲＬ ：http://www.qualysite.co.jp/
所在地 ：〒905
：〒905905-2172 沖縄県名護市豊原
沖縄県名護市豊原 195195-3 みらい 2 号館
代表者 ：代表取締役社長
代表取締役社長 小森 彦太郎(
彦太郎(こもり ひこたろう)
ひこたろう)
【沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社】
会社名 ：沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社
ＵＲＬ ：http://www.ohns.co.jp/
所在地 ：〒900
：〒900900-0006 沖縄県那覇市おもろまち一丁目 3 番 31 号 那覇新都心メディアビル
代表者 ：代表取締役 大友敏行(
大友敏行(おおとも としゆき)
としゆき)
【ファーストライディングテクノロジー株式会社】
会社名 ：ファーストライディングテクノロジー株式会社
ＵＲＬ ：http://www.firstriding.co.jp/
所在地 ：〒901
：〒901901-2560 沖縄県浦添市牧港 5 丁目 2 番 1 号（沖縄電力内）
代表者 ：代表取締役社長
代表取締役社長 宮里 学 (みやざと まなぶ)
まなぶ)
以上

