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１．開催概要

商談会名称 10th沖縄大交易会2022

開 催 日 時 2022年11月24日（木）～11月25日（金）

■11月24日（木） 10:00～17:15（フリー商談 13:00～14:30 90分）

■11月25日（金） 10:00～17:15（フリー商談 13:00～14:30 90分)

会 場 沖縄コンベンションセンター

〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1

TEL：098-898-3000（代表）

【第1商談会場】展示棟1Fアリーナ

【第2商談会場】会議棟A(会議場A-1)

主 催 沖縄大交易会実行委員会

対 象 分 野 ■鮮魚・水産加工品 ■精肉・畜産加工品 ■青果・農産加工品 ■食品加工品

■飲料・茶・コーヒー ■お菓子・スイーツ ■酒類 ■調味料 ■サプリメント・健康食品

開 催 規 模 個別商談バイヤー 320 社（海外販路180社、国内販路80社、フリー商談70社）

参加サプライヤー 400 社 ※11/24（木）Aグループ、と11/25（金）Bグループに分けて

入替制。（1日に付き200社が出展)

お申込方法 下記のマッチングデスクに別添の申込書をメールで送信して下さい。

お 申 込 先 ■マッチングデスク

〒530-0054

大阪市北区南本町1-4-19

サウスホレストビル10階

担当：近藤・岩村

受付時間：09:30～17:30（土・日・祝日除く）

TEL：06-6366-6135

E-mail：okinawa-daikouekikai@beepro.co.jp

日本最大規模の「食」をテーマにした国際食品商談会「沖縄大交易会」

沖縄は東アジアの中心という地理的優位性を活かし、国際物流貨物ネットワーク（沖縄国際航空物流ハブ）の

構築・拡大を目指しています。

このネットワークを活用し、日本全国の特産品等を海外販路拡大に繋げていく事を目的に開催される、事前

マッチング型においては日本最大規模の「食」をテーマとした国際食品商談会です。

今回で10周年を迎える「10th沖縄大交易会2022」では、日本全国から農林水産事業者・食品加工事業者様

が参加し、選りすぐりのサプライヤーとの商談の場を提供致します。

是非、この機会にフリー商談会へご参加頂き、皆様のビジネスの発展にお役立て下さい。

フリー商談会とは

沖縄大交易会開催日、11月24日（木）・11月25日（金）のフリー商談会の時間内で、サプライヤー

の出展ブースを自由に訪問し商談を行って頂く形式の商談会です。当日は参加サプライヤーの商品情報を

掲載した公式ガイドブックを配布させて頂きますので、興味のあるサプライヤーを中心に、効率よく商談をして

頂けます。

※参加費は無料です。

10th沖縄大交易会2022 リアル商談会の概要

mailto:okinawa-daikouekikai@beepro.co.jp
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２．会場情報

沖縄コンベンションセンター全体図

展示棟

会議棟Ａ

会議棟Ｂ

劇場棟

①

④
②

③
⑨

⑫

⑧

⑬

⑭ ⑮

⑯ ⑰

⑱

⑲

⑦

⑪

会議棟A
②会議場A1

第2商談会場

③会議場A2

本土復帰50周年記念

イベント（調整中）

④会議場A3

本土復帰50周年記念

イベント（調整中）

⑤ロビー：A棟受付

劇場棟
①劇場ホール

オープニングセレモニー

(※11/24のみ開催)

会議棟B
⑥会議場B2

沖縄大交易会10周年

記念パネル展(予定)

⑦会議場B3.4

地域スペース

⑧会議場B5.6.7

地域スペース

⑨ロビー：B棟受付

⑤

⑥

展示棟
⑩1階アリーナ

第1商談会場

⑪1階アリーナ

PRブース

⑫西口受付

⑬東口受付

2階客席

⑭視察エリア

⑮公的機関相談ブース

⑯マッチング・運営事務局

⑰ビジネスラウンジ

⑱東口 屋外

冷蔵・冷凍コンテナ

調理・給排水スペース

⑩

展示棟

会議棟Ａ
会議棟Ｂ

劇場棟
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開催スケジュール（予定）

３．開催スケジュール

■スケジュール 11月24日（木） フリー商談会 13:00－14:30（受付は12:30～）

11月25日（金） フリー商談会 13:00－14:30（受付は12:30～）

■受付場所 沖縄コンベンションセンター 展示棟1階アリーナ 西口

11月24日（木）

時間

開催会場

沖縄コンベンションセンター
展示棟／会議場A-1

10:00 ～ 10:30 個別商談①

10:30 ～ 10:45 休憩（15分）

10:45 ～ 11:15 個別商談②

11:15 ～ 11:30 休憩（15分）

11:30 ～ 12:00 個別商談③

12:00 ～ 13:00 昼食

12:30 ～ フリー商談会受付

13:00 ～
14:30

フリー商談会（90分）

14:30 ～ 15:00 個別商談④

15:00 ～ 15:15 休憩（15分）

15:15 ～ 15:45 個別商談⑤

15:45 ～ 16:00 休憩（15分）

16:00 ～ 16:30 個別商談⑥

16:30 ～ 16:45 休憩（15分）

16:45 ～ 17:15 個別商談⑦

11月25日（金）

時間

開催会場

沖縄コンベンションセンター
展示棟／会議場A-1

10:00 ～ 10:30 個別商談①

10:30 ～ 10:45 休憩（15分）

10:45 ～ 11:15 個別商談②

11:15 ～ 11:30 休憩（15分）

11:30 ～ 12:00 個別商談③

12:00 ～ 13:00 昼食

12:30 ～ フリー商談会受付

13:00 ～
14:30

フリー商談会（90分）

14:30 ～ 15:00 個別商談④

15:00 ～ 15:15 休憩（15分）

15:15 ～ 15:45 個別商談⑤

15:45 ～ 16:00 休憩（15分）

16:00 ～ 16:30 個別商談⑥

16:30 ～ 16:45 休憩（15分）

16:45 ～ 17:15 個別商談⑦
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4．関連事業

併催イベントについて

今回で10周年を迎える「10th 沖縄大交易会2022」では、様々な併催イベントを開催致します。

併催イベントは視察が可能なイベント、不可能なイベントがございますのでご注意下さい。

イベント名 会場 概要

PRブース
展示棟

1階

個別商談会とは別で、官公庁・全国の自治体、
金融機関、流通業、食品関連製造事業者等が
出展し、自社の商品・サービス等をPRします。

沖縄大交易会10周年
記念パネル展（予定）

会議棟B
会議場B-2 

「10th 沖縄大交易会2022」の開催を記念して
2013年に初めて開催した「プレ交易会」から今日
までのヒストリーを、パネル展示等で紹介すると
共に、未来へ繋がるコンテンツを特別編集した
映像を上映して、沖縄大交易会の可能性を訴求
していきます。

沖縄県本土復帰50周年
記念事業①

会議棟A
会議場A-2

※調整中

沖縄県本土復帰50周年
記念事業②

会議棟A
会議場A-3

※調整中

地域スペース①
会議棟B

会議場B3.4

会場全体を借り上げる事で、出展主旨に合わせ
た自由な空間設計と地域性を活かして統一感を
持たせたスペース設計が可能となり、地域別の
特産品を一堂に会してバイヤーへアピールする。
※食品以外の商品展示及び、販売も可能。

地域スペース②
会議棟B
会議場
B5.6.7

会場全体を借り上げる事で、出展主旨に合わせ
た自由な空間設計と地域性を活かして統一感を
持たせたスペース設計が可能となり、地域別の
特産品を一堂に会してバイヤーへアピールする。
※食品以外の商品展示及び、販売も可能。
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５．ご参加の流れ

手順

会場へ到着時に係員が駐車可能な駐車場をご案内致します。ご来場

沖縄コンベンションセンター展示棟西口(正面入口）へお越し下さい。

お名刺を2枚ご用意下さい。（事務局お預かり1枚、ＩＤカード差し込み用1枚）
フリー商談
ID発行

会場内ではIDカードを必ずご着用下さい。フリー商談会
参加

会場にて商談、視察

お帰りの際は、受付にて、ＩＤカードのご返却をお願いいたします。終了

添付の申込書にて10月7日（金）迄にお申込ください。お申込み

沖縄大交易会 フリー商談会
場所：沖縄コンベンションセンター展示棟

時間：11/24 （木） 13：00-14：30
11/25（金） 13：00-14：30

各種併催イベント
場所：沖縄コンベンションセンター

展示棟、会議棟A、会議棟B

視察者用
駐車場

展示棟劇場棟

会議棟A
会議棟B

展示棟 西口
(正面入口）

当日受付デスク

沖縄コンベンションセンター

受付 ※受付の際には新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、検温と手指消毒に

ご協力下さい。尚、来場の際は不織布マスクの着用をお願い致します。
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６．お申込みに関して

注意事項

◼ 受付時にお名刺を２枚ご提示の上、フリー商談会用のIDカードを受け取った後にご入場下さい。

◼ 会場内ではIDカードを常時ご着用下さい。

◼ お帰りの際はIDカードを視察受付デスクまでご返却下さい。

◼ フリー商談会の開催時間を遵守して下さい。

◼ 会場内では係員の指示に従ってください。

◼ フリー商談の様子は公式ホームページ、印刷物等に利用する場合がございます。

◼ 駐車場のご利用台数については、別紙 「フリー商談会申込書」にて申請して下さい。

10th沖縄大交易会2022マッチングデスク (担当：近藤・岩村）

〒530-0054 大阪市北区南本町1-4-19 サウスホレストビル10階

E-mail: okinawa-daikouekikai@beepro.co.jp

TEL: 06-6366-6135 （土・日・祝日を除く平日9:30～17:30）

2022年10月7日(金）

お申込期日

お問合せ・お申込先

上記の期限までにお申し込みを頂戴したバイヤー様は、当日配布用「公式ガイドブック」に社名を

掲載させて頂きます。

尚、上記の締め切り日を過ぎてもフリー商談会、各日当日でもお申し込み頂けます。

但し、印刷工程の都合上「公式ガイドブック」への掲載は出来ませんので、予めご了承下さい。

mailto:okinawa-daikouekikai@beepro.co.jp

