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10th 沖縄大交易会2022
視察のご案内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）08:45～17:15 (視察時間 11:00～16:00) 

11月25日（金）10:00～17:15 (視察時間 11:00～16:00) 

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）

事 業 目 的 沖縄県産品の販路拡大及び全国特産品の沖縄国際物流ハブを活用した輸出促進並びに沖縄県の国際物流

拠点形成等を目的とする。

特 徴 ① 一般的な商談会とは違った、沖縄大交易会オリジナルの「サプライヤー固定型」で個別商談会を実施

する事で、展示商品や商品サンプルを持ち運ぶ手間が省け、効率良く商談プログラムをこなす事が可能。

② 沖縄大交易会では専用のWebサイト「ビジネスマッチングサイト(BMS)」を活用し、参加申し込み時に

登録されたバイヤー・サプライヤー双方から、事前に商談希望をヒアリングし精度の高い商談マッチングを行うこと

で、高い成約率を誇る。

昨 年 度 実 績 サプライヤーは403社（県外365社、県内38社）にご参加をいただき、バイヤーは世界12の国と地域から187社が

参加。実績については、下記の通り。

商談件数：リアル商談会867件※ オンライン商談会1,111件 ※リアル商談会場はホテル宴会場にて開催

成約率：リアル商談会：21.6％ オンライン商談会25.3％

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

■お菓子・スイーツ ■飲料・茶・コーヒー ■サプリメント・健康食品 ■酒類

今回開催規模

〔 予 定 〕

招聘バイヤー 250 社（海外販路170社、国内販路80社）

参加サプライヤー 400 社（県内70社、県外330社）

※サプライヤーについては11/24（木）Aグループ、11/25（金）Bグループに分けて1日入替制を実施。

商 談 形 式 事前マッチングによる個別商談会(サプライヤー固定型) ※両日共に90分間のフリー商談会も実施。

主 催 沖縄大交易会実行委員会

実行委 員会

事 務 局

〔お問合せ先〕

〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅1-19-29

株式会社アカネクリエーション内 ■担当：嘉手苅（カデカル）・平（タイラ）

■受付時間 09:00～17:15（土・日・祝日除く）

■TEL 098-862-8280 ■FAX 098-862-8891 ■E-mail gotf@akane-ad.co.jp

（１）はじめに

（２）「10th 沖縄大交易会2022」 リアル商談会概要

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。

是非、この機会に視察をご検討いただきたくご案内申し上げます。

日本最大規模の『食』をテーマとした国際商談会「10th 沖縄大交易会2022」
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10th 沖縄大交易会2022
視察のご案内２．会場情報

■沖縄コンベンションセンター

劇場棟

①劇場ホール オープニングセレモニー

会議棟A

②会議場A1 第2商談会場

③会議場A2 沖縄県主催
①復帰50周年併催
イベント（予定）

④会議場A3 沖縄県主催
②復帰50周年併催
イベント（予定）

⑤ロビー 第2会場受付

⑥ロビー 第2会場クローク

⑦たいよう市場 ビジネスラウンジ
（予定）

会議棟B

⑧会議場B5.6.7 地域スペース【予定】

⑨会議場B3.4 地域スペース【予定】

⑩会議場B2 沖縄大交易会パネル
展【予定】

⑪会議場B1 バイヤーレストスペース

展示棟

⑫1階アリーナ 第1商談会場

⑬1階アリーナ PRブース

⑭西口 受付・クローク

⑮東口 受付・クローク

⑯2階客席 視察エリア
公的機関相談ブース
マッチング・運営事務局
ビジネスラウンジ

⑰東口屋外 冷蔵・冷凍コンテナ
調理・給排水テント

⑱倉庫南1 バイヤークローク

⑲倉庫南2 サプライヤーストックヤード
（常温）

⑳西口屋外 フードコート

展示棟

会議棟Ａ
会議棟Ｂ

劇場棟

①

④

②

③
⑥⑤

⑩

⑪

⑫

⑨

⑬

⑦

⑭

⑮

⑯ ⑰

⑱ ⑲

⑧

⑳
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10th 沖縄大交易会2022
視察のご案内３．開催スケジュール
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【共通】11月24日（木）、25日（金）

展示棟・会議場A1 会議場A2 会議場A3 会議場B2 会議場B3.4 会議場B5.6.7

商談会場

（第1・第2）

沖縄県併催イベント

（調整中）

沖縄県併催イベント

（調整中）

沖縄大交易会

パネル展(予定)

地域スペース

(予定)

地域スペース

(予定)

14：30-15：00

個別商談④

13：00-14：30

フリー商談

10：00-10：30

個別商談①

休憩（15分）

休憩（15分）

12：00-13：00

昼食

10：45-11：15

個別商談②

16：00-16：30

個別商談⑥

休憩（15分）

11：30-12：00

個別商談③

15：15-15：45

個別商談⑤
休憩（15分）

休憩（15分）

16：45-17：15

個別商談⑦

沖縄コンベンションセンター

10：00-17：15

沖縄県併催事業

（調整中）

10：00-17：15

沖縄県併催事業

（調整中）

10：00-17：15

沖縄大交易会パネル展

(予定)

10：00-17：15

地域スペース

(予定)

10：00-17：15

地域スペース

(予定)
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視察可能時間帯 11：00－16：00



10th 沖縄大交易会2022
視察のご案内４．関連事業

（１）視察可能な併催イベント

10th 沖縄大交易会2022では、会場の沖縄コンベンションセンター各所で様々な併催イベントが開催されます。

会議棟Aでは沖縄県主催の本土復帰50周年「併催イベント (調整中)」を、また展示棟では「PRブース」の出展

を実施いたします。

また、会議棟Bでは沖縄大交易会10周年を記念しまして、これまでの歩みを振り返る「沖縄大交易会パネル展」

の開催いたします。また、出展意欲の高い自治体や推薦機関に会議場を販売し、その地域から参加されるサプ

ライヤーと連携することで、「食」以外にも観光や特産品をPRできるなど、一体感を持って地域の特色を前面に打

ち出すことができる「地域スペース（仮）」も実施いたします。

※下記は視察者として来場される皆様も参加頂けるイベントです。

日時： 2022年11月24日（木）～25日（金）

場所： 沖縄コンベンションセンター展示棟 1階

主催： 沖縄大交易会実行委員会

概要： 個別商談会と同会場で、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。

■PRブース

日時： 2022年11月24日（木）～25日（金）

場所： 沖縄コンベンションセンター会議場 B2（予定）

主催： 沖縄大交易会実行委員会事務局

概要： 2013年に沖縄大交易会のプレ大会が開催され、今回で10回目の開催となり節目の年となることから

これまでの歩みを振り返る「沖縄大交易会パネル展」を開催し、皆様へ認知促進を図ります。

■沖縄大交易会パネル展（予定）

日時： 2022年11月24日（木）～25日（金）

場所： 沖縄コンベンションセンター会議棟A 会議場A2、3

主催： 沖縄県

概要： 調整中

■沖縄県本土復帰50周年 併催イベント（調整中）

日時： 2022年11月24日（木）～25日（金）

場所： 沖縄コンベンションセンター会議棟B 会議場B3～7

主催： 沖縄大交易会実行委員会

概要： 出展意欲の高い自治体や推薦機関に会議場を販売し、その地域から参加されるサプライヤーと連携

することで、「食」以外にも観光や特産品をPRできるなど、一体感を持って地域の特色を前面に打ち

出すことができる場所を提供いたします。

■地域スペース（予定）
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10th 沖縄大交易会2022
視察のご案内５．視察について

（１）視察可能時間

■11月24日（木）11:00 - 16:00

■11月25日（金）11:00 - 16:00

（２）会場到着から受付の手順

②視察者用駐車場（宜野湾マリーナ駐車場）

当日は、希望される会場の「視察受付デスク（P7参照）」へおこし下さい。

ご来場の確認と、視察エリア入場のIDをお渡しいたします。

■宜野湾港マリーナ駐車場

正面ゲート付近で、誘導員が駐車場所をご案内致します。

①視察の流れ

会場隣接の駐車場「宜野湾港マリーナ駐車場」に駐車頂けます。ご来場

展示棟正面入口（西口）へお越し下さい。

※受付の際には新型コロナウイルス対策として、視察前の検温と手指消毒を実施致します。

また、ご来場の際にはマスク着用をお願い致します。（P8参照）

受付

お名刺を2枚ご用意下さい。（事務局お預かり1枚、IDカード用1枚）視察ID発行

各会場の視察エリア内でご覧頂けます。（P8-9参照）会場内視察

お帰りの際は、受付にて、IDカードのご返却をお願い致します。視察終了

会議棟Ａ

会議棟Ｂ

展示棟劇場棟

宜野湾港
マリーナ
駐車場

徒歩

Update│2022/6/27

視察受付

6

沖縄コンベンションセンター
駐車許可証を発行します。

別紙 「視察申込書」にてお車の台数を

申請して下さい。

当日は許可証をご提示の上、係員の指

示に従い駐車願います。

駐車時は、車外から確認できる位置に

許可証を置いて下さい。

■駐車許可証

駐車許可証（※サンプル）



10th 沖縄大交易会2022
視察のご案内

7

視察者
駐車場

展示棟
劇場棟

会議棟A

会議棟B

正面
ゲート

徒歩

③視察受付デスク

視察受付デスク│沖縄コンベンションセンター展示棟

展示棟の正面入り口（西口）から入り、すぐ左手の「視察受付デスク」でご来場お待ちしております。

展示棟
正面入口
（西口）

（３）視察時の注意事項

⚫ 視察の際は、受付にてお名刺を2枚ご提示の上、視察用の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。ご着用されていない場合は、会場内への入場をお断りさせて頂き

ます。

⚫ お帰りの際はIDカードを視察受付デスクまで必ずご返却下さい。

⚫ 商談会という性格上、視察エリアには制限がございます。

⚫ 視察にあたっては、担当者の指示に従って下さい。

⚫ 会場内での撮影、録音等は一切禁止とさせて頂きます。

⚫ 視察可能時間に変更が生じる場合がございます。

⚫ 緊急時には、視察を中止させていただく場合がございます。

⚫ 視察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。

⚫ 主催者・関係者との面談をご希望される場合、出来る限り対応をさせて頂きますが、状況によりご希望に

添いかね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 「視察申込書」にて申請して下さい。

⚫ 開催内容・会場等は予告なく変更する場合もございますので、予めご了承下さい。

プレス受付

西口

５．視察について



10th 沖縄大交易会2022
視察のご案内
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（4）視察者の皆さまへのお願い

⚫ COCOA及び、RICCAへの事前ダウンロードを推奨しておりますので、ご協力お願い致します。

ダウンロードはこちからから↓

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunkasports/kankoshinko/documents/01kenminricc

a.pdf

⚫ ご来場の際は必ずマスクのご着用をお願い致します。

⚫ 視察受付の際には、体温測定と手指消毒を実施しますのでご協力のほど宜しくお願い致します。

⚫ 事前にPCR検査を受検頂くことをお勧め致します。

⚫ また、以下の症状がある方はご来場をお控えください。

①発熱（37.5度以上）がある方

②咳・咽頭痛など体調がすぐれない方

③保健所などの健康観察下にある方

④新型コロナウイルス感染症陽性と判定された方との濃厚接触者

５．視察について

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunka-sports/kankoshinko/documents/01kenminricca.pdf


10th 沖縄大交易会2022
視察のご案内５．視察について

（4）視察エリアのご案内

①展示棟

②会議棟A

第１商談会場
※立入はご遠慮下さい

正面入口
（西口）

受付後、視察可
1階 PRブース
2階 視察エリア PRブース

B棟へ
（併催事業）

2階
視察エリア

第２商談会場
※立入はご遠慮下さい

正面
出入口

会議棟B側
出入口

会議場A3
沖縄県併催イベント（調整中）

■沖縄コンベンションセンター
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会議場A2
沖縄県併催イベント（調整中）



10th 沖縄大交易会2022
視察のご案内
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③会議棟B

展示棟側通路

会
議
棟
A
側

出
入
口

地域スペース（仮）
会議場B5.6.7

地域スペース（仮）
会議場B3.4

沖縄大交易会
パネル展
会議場B2

バイヤーレスト
スペース（仮）
会議場B1

５．視察について

※立入はご遠慮下さい

●沖縄大交易会は2013年のプレ大会から数えて10回目の開催を迎える運びとなり
ました。
また、本年度は沖縄県本土復帰50周年と節目の年となる事を記念して、一般来場
者向けのBtoCイベントを11月26日（土）に開催致します。

●入場は無料となっておりますので、お時間が許す方は是非足を運んで頂ければと
存じます。

（5）沖縄大交易会10周年

＆沖縄県本土復帰50周年記念特別企画について（ご案内）

【開催概要】

開催名称：「日本全国物産展（仮称）」

開催内容：沖縄大交易会には日本全国よりサプライヤーが集結致しますので、各々地元の特産品

を沖縄県民や観光客の皆様に向けて即売会を開催致します。

日 時：2022年11月26日（土） 12：00-17：00（予定）

※時間帯については変更する可能性がございます。

会 場：沖縄コンベンションセンター 展示棟

出展社数：130社程度



10th 沖縄大交易会2022
視察のご案内６．お申込み

（１）お申込み方法

（２）お問合せ・お申込先

10th 沖縄大交易会2022 実行委員会事務局（担当：嘉手苅・平良）
株式会社アカネクリエーション内

〒900-004  沖縄県那覇市銘苅1-19-29

TEL 098-862-8280（土、日、祝日を除く平日 9:00～17:15）

FAX 098-862-8891

E-mail gotf@akane-ad.co.jp

別紙 「視察申込書」のご提出
「視察申込書」は、沖縄大交易会ホームページよりダウンロードして下さい。（http://gotf.jp/）

「視察申込書」に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにて送信して下さい。

事前に運営事務局より詳細をご連絡致します
申込内容確認後に視察のお時間を調整させて頂き、実行委員会事務局から視察日時を改

めてメールにてご案内申し上げます。

お申込締切│2022年10月28日（金）

10th 沖縄大交易会2022 当日
運営事務局よりご案内差し上げた日時で、沖縄コンベンションセンター展示棟西口の「視察

者用受付」までお越し下さい。

視察時間の変更希望またはキャンセルは、運営事務局までお知らせ下さい。

カデカル タイラ
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10th 沖縄大交易会2022
視察のご案内７．アクセス

（１）会場までの交通手段

■那覇空港から

①路線バス
料金：580円 所要時間：約70分

⚫国内線旅客ターミナル3番のりば：系統番号26番・99番に乗車

⚫「コンベンションセンター前」バス停下車

②モノレール・路線バス乗り継ぎ
1. モノレール│料金：270円 所要時間：約11分

⚫那覇空港駅→旭橋駅で下車

2. 路線バス│料金：540円 所要時間：約70分

⚫旭橋駅→下記バスターミナルのりば・停留所で乗車

⚫「コンベンションセンター前」バス停下車

③タクシー
料金の目安：約3,500円 所要時間：約40分

のりば番号 1 2 10 11

系統番号 112 32  43 55  88 26 99

■県庁北口から

①路線バス
料金：540円 所要時間：約60分

⚫「県庁北口」バス停留所で下記系統番号に乗車

⚫「コンベンションセンター前」バス停下車

②タクシー
料金の目安：約3,000円 所要時間：約30分

系統番号 26 32 43 99

■おもろまち駅（DFS Tギャラリア沖縄）から

①路線バス
料金：410円 所要時間：約45分

⚫「おもろまち駅前」バス停留所で下記系統番号に乗車

⚫「コンベンションセンター前」バス停下車

②タクシー
料金の目安：約2,800円 所要時間：約25分

系統番号 55 112

路線バスの時刻表については、

「バスなび沖縄」をご参照ください。

https://www.busnavi-okinawa.com/

■レンタカー等利用の場合

那覇空港から会場までの所要時間は約40分、雨天時や朝・夕のラッシュ時間帯、渋滞時にはさらに時間を要します。

また、国道58号線の一部区間では平日の朝夕にバスレーン規制があり、時間帯により一般車両の通行が制限されている区間がありますので

ご注意ください。（土日祝日は規制なし）

沖縄コンベンションセンター

視察者駐車場
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