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沖縄大交易会は、沖縄の国際物流拠点化（国際物流ハブ化）を促進することにより、日本全国の

特産品等の海外販路拡大に資することを目的に開催いたします。 

日本全国の農林水産業者・食品加工業者（サプライヤー）と国内外の流通事業者（バイヤー）に、

東アジアの中心という地理的優位性を生かした、国際物流ハブ化の舞台である沖縄にご参集いただ

き、オール沖縄体制で臨む質の高い国際食品商談会を提供することで、日本産農林水産物・食品

の輸出促進に繋げて参ります。 

 

 
 
11月27・28日の両日、フリー商談会場にて出展者ブースを自由に訪問して商談を行っていただく 
セミオープン形式の商談会です。 
尚、このご案内は県内外のバイヤー様向けです。 

■商談会名称 第1回沖縄大交易会 

■スケジュール 11月27日（木） 09：00～09：45 オープニングセレモニー 

 10：00～11：30 フリー商談会 

 13：00～17：00 商品展示のみ 

11月28日（金） 09：00～11：00 フリー商談会 

 12：30～16：00 商品展示のみ 

■会  場 沖縄コンベンションセンター 展示棟 

〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1 

TEL：098-898-3000（代表） 

■主  催 沖縄県、沖縄懇話会 

■申込方法 添付の申込書にてお申込みください。 

■当日受付 沖縄コンベンションセンター   

・劇場棟正面入り口（27日のみ）・展示棟西口 

※受付時にＩＤカードを発行いたしますので、お名刺２枚をご準備下さい。 

■運営事務局 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-1-1 日本生命那覇ビル 

株式会社沖縄コングレ内 

担 当：濱田、池永 

TEL：098-869-4220  FAX：098-869-4252 

E-mail：info-gotf@okicongre.jp 

フリー商談会とは 



会場周辺マップ 
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Bank of the Ryukyus 
The Okinawa Kaiho Bank 

The Bank of Okinawa 



会場アクセス 
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■タクシーをご利用の場合 

・空港から約40分（距離14キロ / 約3,500円） 

・那覇市内から約30分（距離10キロ / 約3,000円） 

 

■那覇バスターミナルから 

沖縄コンベンションセンター前バス停まで約40～60分(530円)  

   系統番号 26番・28番の一部・32番・55番(約40分) 

          112番(約50分)99番(約60分) 

 

真志喜バス停まで約40～45分（530円/徒歩約11分） 

       系統番号 20番・77番・120番(約45分 / 国際通り経由) 

                     23番・28番・29番・63番(約35分 / 久茂地経由) 

                     31番(約50分 / 久茂地経由) 

■空港から 

空港3番乗場から那覇バスターミナル経由沖縄コンベンションセンター前バス停まで約50～70分（570円） 

       系統番号 26番(約50分)・99番(約70分) 

 

空港から便利な「ホテルリムジンバス（Aエリア）」  

       空港12番乗り場からラグナガーデンホテルまで約55分（600円） 

       ※沖縄コンベンションセンター前には止まりません。 

          ラグナガーデンホテルから沖縄コンベンションセンターまで徒歩 約10分 

 

モノレール（乗り継ぎで便利な旭橋駅と古島駅まで） 

       ・空港から旭橋駅まで約11分（260円）、旭橋駅からバスターミナルまで徒歩3分 

       ・空港から古島駅まで約21分（330円）、古島駅からOCCまでタクシーで約15分（1,800円） 

 

(注) 1．所要時間は交通事情により大きく異なることがあります。 

   2．土日祝日は便数が少なく運行されます。 

 

■レンタカー等ご利用の場合 

那覇空港から会場までの所要時間は約40分です。 

雨天時や朝・夕の通勤・通学の時間帯などには上記以上の所要時間を要します。 

平日の朝夕はバスレーン規制の地域があり、時間帯によっては一般車両の通行が禁止されていますので、

ご注意下さい。（土日祝日は規制がありません） 

※上記の所要時間はあくまで目安となっております。 



駐車場 
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駐車場 番号 

沖縄コンベンションセンター 

第1駐車場 ① 

第2駐車場 ② 

第3駐車場 ④ 

宜野湾市運動公園 ③ 

宜野湾マリーナ ⑤ 

宜野湾市立グラウンド ⑥ 

フリー商談会参加者用駐車場をご用意しております。 

駐車場配置 

フリー商談会参加者用駐車場 番号 

宜野湾マリーナ ⑤ 

① 

② 

⑤ 

⑥ 

展示棟 

会議棟A 

会議棟B 

③ 
④ 

沖縄コンベンションセンター 

フリー商談会場 

宜野湾市立体育館 

個別商談会場 

② 

劇場棟 

※駐車許可証の発行はございません 

※駐車場入口に係がおりますので 「フリー商談会参加」 とお伝えください 



受付場所 

• ご参加の際は、受付にてお名刺を２枚ご提示の上、IDカードを受け取った後にご

入場ください。 

• 会場内ではIDカードを常時ご着用ください。 

• 会場内での撮影は、一切禁止とさせていただきます。 

• 参加者への配慮の観点より一部制限を設ける可能性がございます。 

• ご参加にあたっては、担当者の指示に従ってください。 

• お帰りの際はＩＤカードをご返却ください。 

• 当日もしくは後日にアンケートを実施いたしますので、ご協力をお願いいたします。 

■参加に関する注意事項 
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■受付場所 

11月27日（木） ①沖縄コンベンションセンター 劇場棟 09：00 ～ 09：45 

 ②沖縄コンベンションセンター 展示棟 10：00 ～ 17：00  

  

11月28日（金） ②沖縄コンベンションセンター 展示棟 09：00 ～ 16：00 

フリー商談会会場 
沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

展示棟 

車両 

徒歩 

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞセレモニー 
沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

劇場棟 



※詳細については変更する場合がございます。 

商談会会場 
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参加サプライヤー一覧 
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地域
種別

マッチングサイト
暫定No.

企業名 業種 主な取引品目

北海道 001 株式会社　ほんま 食品製造業 月寒あんぱん、月寒ドーナツ

北海道 002 株式会社 もち米の里ふうれん特産館 食品製造業 切り餅・丸もち・大福・他

北海道 003 株式会社もりもと 食品製造業
和菓子（どらやき、生菓子他）、洋菓子（焼き菓子、ゼ
リー、生ケーキ他）、パン

北海道 004 株式会社わらく堂 食品製造業
おもっちーず、かご盛りレアチーズケーキ、スイートオーケスト
ラ、スイートポテト、白どら

北海道 005 有限会社アイランド 食品製造業 北海道産野菜ポタージュ各種、北海道産ナマコ

北海道 006 有限会社イビ 卸売業

北海道 007 有限会社インターリンクジャパン 卸売業 ワイン、燻製、チーズ、畜産加工品　ほか

北海道 008 カネシメ高橋水産株式会社 卸売業 帆立・毛がに他

北海道 009 ㈱キタウロコ　荒木商店 食品製造業 カニ・エビ製品

北海道 010 コンチネンタル貿易株式会社 貿易業 常温お菓子類、水産加工品、冷凍水産品、お酒

北海道 011 株式会社サンキット北海道 食品製造業
コラーゲンかりんとう、ぶどう糖オリゴ糖、北海道バターサブ
レ、くまがおちるはだあめ、アレルとカフーネはだあめ、眠れる
森のはだあめ他

北海道 012 株式会社スカイマート 卸売業
珍味　昆布製品　各種ラーメン　加工食肉　各種乳製品
道産食材を使った商品

北海道 013 ホクレン農業協同組合連合会 農林水産業 米穀、生乳・乳製品、青果物、砂糖類他

北海道 014 有限会社　丸仁 食品製造業
鮮魚全般、一部フィレー対応可、干物（こまい、エイヒレ、タ
ラ、ホッケ、カレイ、さんま等）

北海道 015 株式会社　佃善 食品製造業
じゃが豚、あまポテ、じゃが蟹、じゃが豚餃子、山わさび入り
じゃが豚、じゃが鶏、餃子

北海道 016 北海道ワイン株式会社 食品製造業 ワイン

北海道 017 株式会社　北海道霊芝 食品製造業
サプリメント（霊芝の加工食品お茶、カプセル、タブレット、
健康飴他）

北海道 018 株式会社　札幌グルメフーズ 食品製造業 菓子・食品

北海道 019 農事組合法人　緑豊農場 農林水産業 メロン・とうもろこし

北海道 020 道北なよろ農業協同組合 農林水産業 グリーンアスパラ　スイートコーン

北海道 021 株式会社魚長食品 小売業他 鮮魚、いかめし、塩辛、白い恋人、マルセイバターサンド等

北海道 022 鱗幸食品　株式会社 食品製造業
ふわとろしゅうまい（魚肉すりみしゅうまい）、南瓜のグラタン、
冷凍米飯類、冷凍惣菜

北海道 023 株式会社ＦＵＪＩ 卸売業 北海道産品の食品全般

青森県 024 株式会社N・Ｓマネージメント 飲食業 記載無し

青森県 025 カネショウ　株式会社 食品製造業
ハチミツ入りんご酢、樽熟りんご酢、りんご醤油、ほたて醤
油、りんごドレッシング 他

青森県 026 有限会社マルキョウスマイルフーズ 食品製造業 スルメイカ加工品、サバ加工品、真ダラ加工品、その他魚

青森県 027 ㈱ラグノオささき 食品製造業 気になるりんご、パティシエのりんごスティック、ポロショコラ

青森県 028 上北農産加工農業協同組合 食品製造業 焼肉のたれ（スタミナ源たれ他）

青森県 029 八戸酒類株式会社 食品製造業 日本酒、リキュール

青森県 030 有限会社柏崎 農林水産業 長芋、ごぼう、にんにく、黒にんにく、乾燥野菜,他

宮城県 031 株式会社　八葉水産 食品製造業 魚介類加工品、その他

宮城県 032 水月堂物産株式会社 食品製造業 ほや、ほたて、小女子、牡蠣加工品

宮城県 033 農事組合法人　水鳥 農林水産業 生椎茸・乾燥椎茸・椎茸スナック

福島県 034 あぶくま食品株式会社 食品製造業 漬物・惣菜

福島県 035 本田屋本店　有限会社 農林水産業 会津継承米氏郷、復古（レトロ）三兄弟

茨城県 036 株式会社　つかもと 食品製造業 甘納豆各種

茨城県 037 亀印製菓株式会社 食品製造業 水戸の梅、羊羹類、和菓子、洋菓子

茨城県 038 ㈱清水商店 食品製造業 蒸し蛸、酢蛸、ボイルいか等の生食水産加工品

茨城県 039 農事組合法人　白鳥干いも生産組合 食品製造業 干し芋，石焼きいも，ジェラート

茨城県 040 野村醸造株式会社 食品製造業 清酒、ジャム、フルーツビネガー、米菓



参加サプライヤー一覧 
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地域
種別

マッチングサイト
暫定No.

企業名 業種 主な取引品目

茨城県 041 鉾田市産地ブランドアップ振興協議会 農林水産業 農産物・農産加工品

茨城県 042 飯島畜産株式会社 卸売業 茨城県産豚肉、国産豚肉、黒毛和牛

群馬県 043 (株)北毛久呂保 食品製造業

群馬県 044 雪国アグリ株式会社 食品製造業 こんにゃく粉、高原野菜、こんにゃくゼリー、食品分析、

埼玉県 045 ソフトスチームコンソーシアム 食品製造業 ソフトスチーム加工機械・ソフトスチーム加工米

東京都 046 ㈱Ｇ7食品システム（有限会社　ボートスタッフ 食品製造業 釜めし、惣菜、菓子

東京都 047 株式会社ファーム・アライアンス・マネジメント 卸売業
農産物の国際的安全管理規格グローバルGAPの認証取
得した農産物

東京都 048 株式会社マルサヤ 卸売業 北海道産昆布をはじめ、鰹節・煮干しなどの乾物類

東京都 049 株式会社　生産者直売のれん会 貿易業
芋菓子、豆菓子、ドリップバッグコーヒー、くりーむパン、りん
ご酢、金平糖、マンゴーかりんとう、抹茶スイーツ、
生チョコ せんべい 柿の種 黒焼きそばソース

神奈川県 050 エバラ食品工業株式会社 食品製造業 焼肉のたれ、浅漬けの素、鍋物調味料など

神奈川県 051 三崎恵水産 食品製造業 冷凍まぐろ、生鮮まぐろ

岐阜県 052 株式会社ビクトリー 食品製造業 ナチュラルミネラルウォーター

岐阜県 053 株式会社　鈴木栄光堂 食品製造業 キャンディ・キャラメル・ゼリー

静岡県 054 (有）おたけせんべい本舗 食品製造業 おせんべい

静岡県 055 株式会社アグリサポートみっかび 小売業 三ヶ日みかん、三ヶ日みかん加工品

静岡県 056 株式会社 フロム　S 食品製造業 静岡産煎茶、粉末茶、静岡産のお茶に関連する商品

静岡県 057 ㈱マルマツ 食品製造業 冷凍餃子

静岡県 058 株式会社　マルモ森商店 食品製造業 緑茶および茶関連商品、茶飴

静岡県 059 伊豆椎茸商業組合 卸売業 伊豆産乾しいたけ

静岡県 060 有限会社　常盤木羊羹店 食品製造業 鶴吉羊羹（つるきちようかん）、もなか、餅菓子

静岡県 061 株式会社新丸正 食品製造業
原料（かつお節・雑節）　削り節全般（ミニパック含む）　だし
パック全般　めんつゆ（ドレッシング）　香味ＯＩＬ　他

静岡県 062 株式会社　磯駒海苔 食品製造業 海苔、ふりかけ、お茶漬け、抹茶ラテ

愛知県 063 株式会社まるや八丁味噌 食品製造業 八丁味噌、赤だし味噌、みそだれ

愛知県 064 栄屋乳業株式会社(アンド栄光） 食品製造業
アイスクリーム類、シュークリーム、ワッフル、エクレア、ヨーグ
ルト、プリン

愛知県 065 株式会社角谷文治郎商店 食品製造業 みりん、梅酒

三重県 066 ミナミ産業株式会社　【㈱萬来トレーディングコンサルタント】 貿易業 豆乳、大豆パウダー、味付け油揚げ、こんにゃく、酒類他

三重県 067 株式会社　地主共和商会 農林水産業 鶏卵・卵加工品・鶏肉・鶏肉加工品

三重県 068 尾鷲物産株式会社 農林水産業
養殖ブリ、養殖カンパチ、養殖真鯛、ノルウェー生アトラン
ティックサーモン

三重県 069 有限会社　田園 農林水産業 米、各種野菜、餃子

滋賀県 070 ㈱比叡ゆば本舗ゆば八 食品製造業 湯葉、麩

京都府 071 株式会社　ユーサイド 食品製造業 記載無し

京都府 072 ㈲　京都東山亭 食品製造業 西京漬、ちりめん山椒、塩干物など

京都府 073 京都鰹節株式会社 食品製造業 鰹節製品、昆布、味付けにしん、メンマ等

京都府 074 株式会社山田製油 食品製造業 胡麻製品全般

京都府 075 株式会社　渋谷農園 農林水産業 九条ねぎ、万願寺とうがらし、きゅうり、苺、など

京都府 076 玉乃光酒造 小売業 清酒・焼酎

京都府 077 白岩恒美農園 農林水産業 梨　ぶどう　メロン　スイカ

京都府 078 株式会社　西京味噌 食品製造業
西京白味噌・西京漬味噌・さくら味噌・赤みそ・調理味噌
（田楽・柚子・からし酢、他）

京都府 079 鳴海屋 食品製造業 米菓

大阪府 080 プリセプト株式会社 卸売業
青汁やルイボス茶、酵素ドリンクなど健康食品、自然食品
を約５０商品取り扱い
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地域
種別

マッチングサイト
暫定No.

企業名 業種 主な取引品目

大阪府 081 マロニー株式会社 食品製造業 澱粉麺

京都府 082 共栄製茶　株式会社 食品製造業

大阪府 083 株式会社　千成屋 小売業 青果物、食品全般

大阪府 084 正氣屋製菓株式会社 卸売業

兵庫県 085 有限会社六甲味噌製造所 食品製造業 味噌、塩糀、甘ざけ、フリーズドライみそ汁

兵庫県 086 有限会社播磨海洋牧場 食品製造業
マダイ、スズキ、ヒラメ、クロダイ、ボラ、マダコ、手長ダコ、イイ
ダコ、ハリイカ、ヨシエビ、クルマエビ、クマエビ、サルエビ、小エ
ビ ナマコ アワビ トリガイ マガキ 赤貝等

兵庫県 087 神戸瑞穂本舗㈱ 卸売業 麺類

奈良県 088 プロトンダイニング株式会社 食品製造業
冷凍食品(寿司、フレンチコース料理、各種パン、デザート
スイーツ、おせち料理、野菜スープ等）

和歌山県 089 初桜酒造㈱ 食品製造業 日本酒　本味醂　ﾘｷｭｰﾙ

和歌山県 090 株式会社　大覚総本舗 食品製造業 ごま豆腐、ブランマンジェ

和歌山県 091 株式会社　木の国 食品製造業
ジェラート、コンフィチュール、フルーツ酢、冷凍フルーツ、生
フルーツジュースの素

和歌山県 092 河本食品株式会社 食品製造業 梅干し、梅酒、生姜

鳥取県 093 波関園 農林水産業 梨

広島県 094 センナリ株式会社 食品製造業 食酢、調味酢、ソース、ドレッシング

山口県 095 株式会社　カン喜 食品製造業
冷凍かきフライ、冷凍牡蠣IQF、殻付かきグラタン、殻付ほ
たてグラタン

愛媛県 096 株式会社　フレッシュ　つちやま 小売業
柑橘類全般/柑橘を使った加工品(ジャム・ジュース・調味
料)　　　鮮魚　　ハラル認証惣菜　など

高知県 097 BGM Kochi, Inc. 食品製造業
土佐鴨（合鴨）の燻製 / 土佐鴨（合鴨）のウインナー / マ
ヨネーズ / ドレッシング等 食品全般

福岡県 098 五洋食品産業株式会社 食品製造業 冷凍洋生菓子（ベイクドチーズケーキ、渋皮栗モンブラン）

福岡県 099 有限会社　味の兵四郎 卸売業 だし・つゆ・めん・酢関係・お米・お茶・水

長崎県 100 対馬水産株式会社 食品製造業 西のとろあなご（煮穴子、白焼き穴子）

熊本県 101 有限会社コウヤマ 農林水産業
甘藷、さつまいも加工食品（甘藷ペースト・いきなり団子・
いきなりまんじゅう・冷凍焼き芋　等）

熊本県 102 五木食品株式会社 食品製造業
麺類（そば、そうめん、ひやむぎ、うどん、焼そば、ラーメン、
冷やし中華、ちゃんぽん等）

熊本県 103 有限会社 友榮水産 農林水産業 養殖車海老

熊本県 104 肌美和株式会社 食品製造業 栄養ドリンク、サプリメント

熊本県 105 高森興産株式会社 食品製造業
ロングライフ麺（うどん、やきそば、スパゲッティ、ちゃんぽん）、
ところてん、寒天ゼリーの市販、業務用

宮崎県 106 カンショク㈱ 食品製造業 五目御飯の素、レトルトカレー、煮物全般

宮崎県 107 道本食品株式会社 食品製造業 漬物（干したくあん各種）

鹿児島県 108 株式会社しか屋 食品製造業 納豆サプリメント、納豆、蒟蒻

鹿児島県 109 セイカ食品株式会社 食品製造業 ボンタンアメ

鹿児島県 110 タートルベイ醸造 食品製造業 ノンアルコール飲料、アルコール飲料

鹿児島県 111 奄美きょら海工房　　　(有)松山 食品製造業
黒糖、塩、土産品、パン、洋生菓子、惣菜【佃煮、漬物
等】、飲料

鹿児島県 112 藤崎商事 食品製造業 漬物（たくあん漬、しょうゆ漬、奈良漬ほか）

鹿児島県 113 有限会社 鹿児島ますや 食品製造業
鹿児島黒豚の無添加ソーセージ、鶏肉無添加ソーセー
ジ、魚の一夜干し

鹿児島県 114 鹿児島マリナーズ株式会社(ダイフク水産株式会社から2014年9月1日社名変更） 農林水産業 活き車海老、冷凍車海老

沖縄県 115 株式会社EM研究機構 食品製造業 清涼飲料水

沖縄県 116 株式会社お菓子のポルシェ 食品製造業 紅いもタルト

沖縄県 117 株式会社たるたる亭沖縄 食品製造業 焼き芋　・さつまいも加工品

沖縄県 118 株式会社　でいごフーズ 食品製造業 島らっきょう

沖縄県 119 株式会社ぬちまーす 食品製造業 ぬちまーす（塩）

沖縄県 120 ひろし屋食品株式会社 食品製造業
沖縄県物産公社・沖縄企業連合・えん沖縄・イオン琉球・
他
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沖縄県 121 ひろと屋 小売業
完全無農薬野菜（非結球レタス類５種類、シマナ、みず
な、青梗菜、ルッコラ、ベビーリーフ、バジル）、カップサラダ

沖縄県 122 イトサン株式会社 食品製造業 生もずく、モズクスープ、乾燥もずく、モズクそうめん

沖縄県 123 株式会社 インターナショナリー・ローカル 農林水産業 アイスプラント、ベビーリーフ、わさび菜、バジル、その他

沖縄県 124 オキコ株式会社商事部 食品製造業 オキコラーメン

沖縄県 125 株式会社オキネシア 食品製造業 ぴりんぱらん、ナンチチ、ごまじん、勝つお豆、童玉

沖縄県 126 オリオンビール株式会社 食品製造業 ビール類（発泡酒、新ジャンル含む）及び清涼飲料

沖縄県 127 株式会社クレイ沖縄 食品製造業

沖縄県 128 (有)グリーンフィールド 食品製造業
カット野菜、カットフルーツ、量販売向けパッケージサラダ、
冷凍野菜、スチーム野菜

沖縄県 129 有限会社ケンコーフーズ 食品製造業 豆菓子、黒糖菓子、油菓子

沖縄県 130 コーラルインターナショナル株式会社 食品製造業
化石サンゴを原料とした健康食品、浄水剤、農業用肥
料、畜産飼料

沖縄県 131 株式会社サウスプロダクト 食品製造業
生もずく、乾燥もずく、業務用もずく、オキナワモズクフコイダ
ン、激辛唐辛子アカハチ商品等

沖縄県 132 ㈱サンドリンク 卸売業
泡盛　焼酎　日本酒　ワイン　リキュール類　ウイスキー類
等アルコール全般

沖縄県 133 株式会社サン食品 食品製造業 沖縄そば

沖縄県 134 株式会社 シュアナチュラル 食品製造業
砂糖、黒糖、食塩、豆腐用凝固剤、農業用生育促進
剤、加工食品の製造・販売

沖縄県 135 株式会社ジェイシーシー 食品製造業
豆腐よう、冷凍餃子、コロッケ、常温商品（味噌、ドレッシン
グ）

沖縄県 136 株式会社ドリームサポート沖縄 食品製造業 健康補助食品（がんじゅうフコイダン）

沖縄県 137 株式会社ネットリサーチ 卸売業　小売業 ウコン、フィッシュコラーゲン（粉・ゼリー）

沖縄県 138 （有）ハマショク 食品製造業 乾燥モズク、モズクのエキス、モズクの粒剤

沖縄県 139 株式会社ブルーオーシャンズ 食品製造業
　「長寿日本一宣言」大宜味村の山から湧き出る古代サ
ンゴ礁のミネラル分が豊富な天然水

沖縄県 140 株式会社ホクガン 食品製造業 豆腐（島豆腐）、ジーマーミとうふ、もずく

沖縄県 141 株式会社　マキ屋フーズ 食品製造業
あぐー豚（加工品）、マンゴー、調味料（マキ屋の紅こうじ、
純鬼辛、島らっきょうドレッシング、島らっきょうぽん酢）

沖縄県 142 株式会社マツバラ　琉球支店 食品製造業
和菓子（大福餅・わらび餅・団子・おはぎ・蒸しまんじゅう・
サーターアンダギーなど

沖縄県 143 株式会社　万鐘 食品製造業 肉みそ（みそ味の豚肉加工品）

沖縄県 144 株式会社　三倉食品 食品製造業
沖縄そば・関連商品　沖縄食材全般　小ロットから混載し
てお届けします。日本国内の沖縄料理専門店と６００件の
実績があります

沖縄県 145 株式会社　上原ミート 卸売業 食肉加工（牛　豚　鶏）

沖縄県 146 与那原・西原町漁業協同組合 農林水産業 ソデイカ、ヒジキ、鮪

沖縄県 147 株式会社与那覇食品 食品製造業 沖縄そば・生ラーメン・日本蕎麦・麺類全般

沖縄県 148 有限会社丸市ミート 卸売業 豚肉・牛肉・鶏肉・食肉加工品

沖縄県 149 ㈱久米島の久米仙 食品製造業
び古酒720ｍｌ25度・ブラウン720ｍｌ30度・ブラック5年古
酒・梅酒

沖縄県 150 久米島海洋深層水開発株式会社 食品製造業 球美の水、珠美の塩、珠美の海ぶどう

沖縄県 151 株式会社健食沖縄 食品製造業 黒糖塩ココア、多良間島産黒糖、青切りシークヮーサー

沖縄県 152 株式会社　南都 食品製造業 リキュール、ビール

沖縄県 153 南風堂株式会社 食品製造業
雪塩ちんすこう・抹茶ちんすこうチョコチップ入り・さーたーあ
んだぎー

沖縄県 154 名護まち活性計画LLP 卸売業 焼き菓子

沖縄県 155 ㈱名護パイナップルワイナリー 卸売業 パイナップルワイン・パイナップルジュース

沖縄県 156 崎山酒造廠 食品製造業
泡盛「松藤」シリーズ（5年43度、限定3年古酒43度、古
酒30度、粗濾過44度、赤の松藤30度等）、泡盛もろみ酢
（黒糖、無糖）、おかず味噌等

沖縄県 157 忠孝酒造株式会社 食品製造業

沖縄県 158 株式会社新垣通商 貿易業 乾燥もずく、冷凍生もず、もずくのたれ

沖縄県 159 株式会社日本バイオテック 食品製造業
海ぶどう(生、塩水）、島らっきょう、もずく、海ぶどうアイス（ソ
ルティミルク、ｼｰｸﾜｰｻｰ、ｱｾﾛﾗ、ちんすこう、パッションフ
ルーツ）、海ぶどうちんすこう

沖縄県 160 株式会イバノ 卸売業
牛肉、豚肉、鶏肉、水産物、チーズ、生クリーム類、ケー
キ、デザート類、和食珍味
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沖縄県 161 株式会社　比嘉製茶 食品製造業
中国茶・日本茶・沖縄茶・ウコン類・果汁類・その他県産
品の葉物の加工品

沖縄県 162 株式会社　比嘉酒造 食品製造業 琉球泡盛、リキュール、もろみ酢(清涼飲料水）

沖縄県 163 （有）水耕八重岳 食品製造業
ゴーヤー茶・乾燥ゴーヤー・ゴーヤーサプリメント他関連商
品

沖縄県 164 株式会社　沖縄ゴールデンファーム 卸売業 ウコン加工品

沖縄県 165 株式会社沖縄トータルサービス 食品製造業 調味料、総菜

沖縄県 166 沖縄ハム総合食品株式会社 食品製造業 ソーセージ、ハム、コンビーフハッシュ、タコライス、健康飲料

沖縄県 167 沖縄パウダーフーズ㈱ 食品製造業
脱糖済みｻﾄｳｷﾋﾞ粉末、シークワァーサー果皮粉末、青切
パパイヤ粉末、紅芋粉末、南瓜粉末、人参粉末他

沖縄県 168 ㈱沖縄ホーメル 食品製造業 ハム、ソーセージ、缶詰製品、レトルト製品、惣菜等

沖縄県 169 株式会社沖縄村上農園 製造業 豆苗、スプラウト（ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾏｽﾀｰﾄﾞ、ｸﾚｽ、ﾚｯﾄﾞｷｬﾍﾞﾂ）

沖縄県 170 株式会社　沖縄海塩研究所 食品製造業 食塩・にがり

沖縄県 171 株式会社沖縄物産企業連合 卸売業 沖縄食品（物産）全般

沖縄県 172 沖縄特産販売　株式会社　【国内】 食品製造業

沖縄県 173 沖縄特産販売㈱会社　【海外】 食品製造業
シークワーサー、黒糖しょうが粉、シークワーサーポン酢、
シークワーサーしょうが茶、ジャム、野菜チップス、

沖縄県 174 株式会社　沖縄県物産公社 貿易業、卸売業
沖縄産黒糖、塩、ビール、泡盛、静岡県産イチゴ、高糖度
トマト、わさび等その他

沖縄県 175 沖縄県農業協同組合（ＪＡおきなわ） 農林水産業 シークヮーサー・タンカン・パイン飲料＆蒟蒻ｾﾞﾘｰ

沖縄県 176 沖縄製粉株式会社 食品製造業
小麦粉・フスマ・プレミックス・乾麺・健康食品・一般食品・
ミネラルウオーター

沖縄県 177 (有)沖縄長生薬草本社・(有)シモジ 食品製造業
春ウコン、沖縄皇金ウコン、酒豪伝説サプリ、健康茶、ハー
ブティ、アロマスプレー、美容商品多数

沖縄県 178 沖縄食糧株式会社 卸売業 米穀

沖縄県 179 有限会社　湧川食品 食品製造業
豆腐・ゆし豆腐・絹ごし・厚揚げ・うすあげ・油揚げ・各種煮
豆

沖縄県 180 有限会社珍品堂 食品製造業 焼き菓子

沖縄県 181 琉球もろみ酢事業協同組合 卸売業 もろみ酢

沖縄県 182 琉球バイオリソース販売株式会社 小売業
醗酵ウコン・醗酵グァバ・醗酵ギンネム・醗酵バガス・醗酵
月桃

沖縄県 183 琉球黒糖株式会社 食品製造業 チョコっとう40ｇ、黒のショコラ（抹茶味）

沖縄県 184 瑞泉酒造株式会社 食品製造業 琉球泡盛「瑞泉」、泡盛リキュール

沖縄県 185 株式会社　紅濱 小売業 飲むフルーツ酢、とうふよう、ドレッシング

沖縄県 186 株式会社　赤マルソウ 食品製造業
らくちんちゃんぷるーゴーヤーの素、沖縄豚肉みそ、油みそ
等加工調味料

沖縄県 187 農業生産法人　株式会社　もとぶ牧場 農林水産業
堆肥（有機質資材）、精肉・加工品（カレー・ハンバーグ・
ウィンナー他）、焼肉レストラン経営（子会社）

沖縄県 188 農業生産法人有限会社　やえやまファーム 食品製造業
農業経営　農産物、畜産物、水産物の生産加工販売
観光農園　砂糖、塩、酒、清涼飲料水、ジュースの製造
販売他

沖縄県 189 株式会社農業生産法人テクノグリーン 農林水産業
琉球フルーツガーリック（熟成黒にんにく）、島辛凛（完熟
シークァーサー粉末調味料）

沖縄県 190 農業生産法人株式会社福まる農場 農林水産業 豚　肉

沖縄県 191 株式会社　那覇ミート 農林水産業 豚肉、加工品

沖縄県 192 金秀バイオ株式会社 食品製造業
沖縄県産の健康素材を使用にした健康食品、原料、受
託加工。

沖縄県 193 株式会社青い海 食品製造業
沖縄の海水塩青い海、沖縄の塩シママース、スパイスシ
リーズ、砂糖

沖縄県 194 株式会社　美翔ワールド 卸売業
海ぶどう、もずくなどの海産物販売、島豆腐、沖縄そばなど
の沖縄食材卸販売

沖縄県 フリー限定参加 有限会社　地球・未来 ミネラルイオン生成サーバー、スティック、抗菌加湿器

沖縄県 フリー限定参加 株式会社グランディール

沖縄県 フリー限定参加 有限会社 シモジ 食品製造業 琉球 酒豪伝説、融合ウコン、甘宝伝説、健康ＳＡＩＳＥＩ

沖縄県 フリー限定参加 株式会社ナンポー通商 食品製造業 タルト菓子、ちんすこう



開会式 
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開会式│沖縄コンベンションセンター（劇場棟） 

■日時 11月27日（木） 09：00～09：45 

 
 

 
 

 

   
 

 

    

      

         

 

 

 
   



フリー商談会場 
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沖縄コンベンションセンター 展示棟 

■日時 11月27日（木） 10：00～11：30  

11月28日（金） 09：00～11：00  



フリー商談会場 
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ランチマップ 
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バイキング 
たいよう市場 
098-943-1820 
宜野湾市真志喜4-3-1  
沖縄コンベンションセンター 1F 
11:00～19:00 

お好み焼き 
三四郎 
050-5796-4317  
宜野湾市真志喜3-17-12  
ランチ 11:30～15:00 

ラグナガーデンホテル 
ランチグルメ(3件) 
宜野湾市真志喜4-1-1 
 
チャイナブッフェ（土日祝） 
通常メニュー（平日） 
壺中天（こちゅうてん） 
098-897-2121 
ランチ 11:30～14:30 

和食バイキング 
あんのん 
098-897-2121 
ランチ 11:30～14:30 

イタリアンバイキング 
パセオガーデン  
098-897-2121 
ランチ 11:30～14:30 

イタリアン・バー 
フィッシュテイル 
098-898-3600 
宜野湾市真志喜4-4-4 
ランチ 11:30～15:30 
ラストオーダー 14:30 
定休日 火曜日 

中華料理 
孔雀樓 （クジャクロウ） 
098-897-3548 
宜野湾市大山2-22-8 
ランチ 11:30～15:00 
ラストオーダー 14:30 
定休日 水曜日 

ラーメン 
ラーメン工場 無双 
098-890-0858 宜野湾市宇地泊734 
ランチ 11:00～24:00 

バイキング・居酒屋 
旬鮮工房 里べ炉（リベロ） 
098-897-5858 
宜野湾市大山6-45-5 
ランチ 11:00～15:00 
ラストオーダー 14:30 

沖縄そば 
ゆい うちどまり店 
098-897-9477  
宜野湾市宇地泊516  
ランチ11:30～14:00 

カフェ 
ジーウェーブ カフェ 
098-890-2567  
宜野湾市宇地泊558-18  
宜野湾ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ情報ｾﾝﾀｰ1F 
ランチ 11：00～15:00 
ラストオーダー 14:30 

軽 食 
ルビー 宜野湾店 
098-890-0858 宜野湾市宇地泊80-1 
ランチ 10:00～23:00 

沖縄そば 
うみちか食堂 
098-897-1117 
宜野湾市真志喜2-27-1  
ランチ 10:00～22:00 
ラストオーダー 21:30 

沖縄そば 
我部祖河食堂  
宜野湾店 
098-897-8833  
宜野湾市宇地泊558-
16 2F  
ランチ11:30～14:00 

沖縄そば 
そば処 根夢（ごん）伊佐店 
098-890-7523 
宜野湾市伊佐4-2-14 
ランチ 11:00～20:00 

割烹 
ハイウェイ1 
098-897-2377 
宜野湾市伊佐2-11-1 
ランチ 11:00～23:00 

バイキング 
レストラン フェストーネ 
098-898-1212 宜野湾市真志喜 
3-28-1 カルチャーリゾートフェストーネ1F 
ランチ 11:30～15:00 
ラストオーダー 14:30 

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 



第1回沖縄大交易会  フリー商談会参加申込書 
 

申込年月日  平成     年    月     日 

申 込 者 

団体名等   

連絡先 

TEL   FAX   

担当者   

E-mail   

参加者数        名  ※名簿を任意の書式でご提出下さい 

紹 介 元 
  
 
 

来 場 目 的 
 
 
 

来 場 予 定 
日 時 

 平成    年    月    日    時    分から    時   分まで 

備  考 

 
 
 
 

注意事項 
 
①商談の様子（写真）をホームページ広告等に利用する場合があります   
②申込後、参加を中止する場合は運営事務局までご連絡をお願いいたします 

申込先 

沖縄大交易会運営事務局 

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-1-1 日本生命ビル 

株式会社 沖縄コングレ内 （担当：濱田） 

TEL：098-869-4220  FAX：098-869-4252  E-mail：info-gotf@okicongre.jp 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17

