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株式会社 みちのく銀行 

       

 

 

国際食品商談会「９ｔｈ沖縄大交易会２０２１」の実施について 

 

みちのく銀行（頭取 藤澤 貴之）は、沖縄大交易会実行委員会が主催する「９ｔｈ沖縄大交易

会２０２１」へ後援するとともに、青森県内では当行が唯一の推薦機関となり、本商談会へ参加

する食品関連事業者を募集いたします。 

 今回で９回目を迎える本商談会は、東アジアの中心という地理的優位性を活かした沖縄におい

て、国際物流貨物ネットワーク（沖縄国際航空物流ハブ）の活用促進を目指した、「食」をテーマ

にした日本最大規模の国際食品商談会です。今年度は従来通りの「リアル商談」に「オンライン

商談」を融合させた「ハイブリッド型」として開催いたします。 

様々な国・地域へ販路を有するバイヤーが参加する商談会であり、海外への販路開拓を目指し

たいとお考えの皆さまはこの機会に是非ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。 

 当行は、今後も販路拡大を目指すお客さまへの支援を積極的に行ってまいります。 

 

記 

 

１．概 要 

名  称 ９ｔｈ沖縄大交易会２０２１ 

内  容 
日本全国の農林水産事業者・食品加工業者および様々な国･地域へ販路を有するバ

イヤーが参加し、「オンライン商談」および「リアル商談」を実施します。 

主  催 沖縄大交易会実行委員会 

対  象 国内および海外へ販路拡大を希望する食品関連事業者 

申込締切 ２０２１年６月２８日（月） 

申込方法 

お近くの営業店へお申し出ください。 

併せて、下記のサイトよりお申込みください。 

・沖縄大交易会オフィシャルホームページ http://www.gotf.jp/ 

 

 

 

 



２．募集要項 

 オンライン商談会 リアル商談会 

登録期間 
２０２１年５月１１日（火） 

～９月３０日（木） 

２０２１年５月１１日（火） 

～７月１６日（金） 

開催日程 
２０２１年８月２日（月） 

～１２月２４日（金） 

２日間に分けて開催するため、①・②いず

れかの参加になります。 

①２０２１年１１月２５日（木） 

⇒Ａグループ（５０社） 

※商品設置は１１月２４日（水）１７：００～ 

 
②２０２１年１１月２６日（金） 

⇒Ｂグループ（５０社） 

※商品設置は１１月２５日（木）１８：００～ 

商談時間 
１ユニット５５分（個別商談４５分＋

電子アンケート入力１０分） 

１ユニット４０分（個別商談３０分＋休憩

１０分）×９商談 

商談会場 各参加者の拠点となる事業所等 
ホテルコレクティブ 大宴会場 

（沖縄県那覇市松尾２-５-７） 

商談形式 

「フリー商談形式」 

沖縄大交易会が運用する「ビジネスマ

ッチングサイト」のメッセージ機能を

活用し、バイヤーへ直接アプローチ 

事前アポイント型「個別商談形式」 

（サプライヤー固定型） 

開催規模 
①参加バイヤー：２５０社 

②参加サプライヤー：３５０社 

①招聘バイヤー：５０社 

②出展サプライヤー：１００社 

（５０社×２日間） 

参加費用 ２７，５００円（税込） 

１２６,５００円（税込） 

（オンライン商談会２７,５００円 

＋リアル商談会９９,０００円） 

経費負担 

外国人バイヤーとの商談時にリモー

トで参加する通訳者の費用は自社負

担となります。 

①個別商談時に通訳が必要なバイヤーに

は、主催者が通訳者を手配します。（無料） 

②事業所拠点から参加される渡航費、滞在

費、商品輸送費等の経費一式は自社負担と

なります。 

その他 
商談ツールとして Microsoft 社

（Teams）利用予定です。 

リアル商談会へ参加希望のサプライヤー

は実行委員会事務局が開催する「選定会」

を経て、参加確定となります。 

※詳細につきましては、添付の「チラシ」および沖縄大交易会ホームページをご参照ください。 

【沖縄大交易会ホームページ】http://www.gotf.jp/   

 

 

 



３．その他 

 開催日程及び内容につきまして、新型コロナウイルス感染症の拡大、天災地変、その他の予

期せぬ不可抗力、主催者の判断により、変更又は中止する場合があります。予めご了承くださ

い。 

以 上 

 



沖縄県、沖縄懇話会
（株）ANA Cargo、（株）沖縄海邦銀行、（株）沖縄銀行、沖縄ヤマト運輸（株）、コザ信用金庫、（株）琉球銀行
沖縄県農業協同組合、沖縄セルラー電話（株）、那覇空港貨物ターミナル（株）、那覇空港ビルディング（株）、琉球朝日放送（株）、琉球放送（株）
ANAホールディングス（株）、（株）アカネクリエーション、イオン琉球（株）、（株）上間フードアンドライフ、（株）沖縄コングレ、（株）沖縄タイムス社、
沖縄テレビ放送（株）、沖縄電力（株）、沖縄日通エアカーゴサービス（株）、沖縄ビル管理（株）、オリオンビール（株）、金秀ホールディングス（株）、久米島製糖（株）、
（株）サンエー、大同火災海上保険（株）、（株）大米建設、拓南製鐵（株）、（株）とみや商会、南西海運（株）、日本航空（株）、琉球海運（株）、（株）琉球新報社、琉球セメント（株）、
琉球通運（株）、琉球物流（株）、（株）りゅうせき
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー、沖縄経済同友会、（一社）沖縄県銀行協会、（一社）沖縄県経営者協会、（公社）沖縄県工業連合会、（公財）沖縄県産業振興公社、
沖縄県商工会議所連合会、沖縄県商工会連合会、沖縄県情報通信関連産業団体連合会、沖縄県中小企業家同友会、沖縄県中小企業団体中央会、沖縄振興開発金融公庫
（独）中小企業基盤整備機構沖縄事務所、内閣府沖縄総合事務局、（独）日本貿易振興機構（JETRO）沖縄貿易情報センター
沖縄大交易会実行委員会事務局（公益財団法人 沖縄県産業振興公社内）

【主　　催】 沖縄大交易会実行委員会
創設会員
正 会 員
準 会 員
一般会員

協力会員

運　営 （五十音順）

〒901-0152　沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター4F
TEL098-851-7463（土・日・祝日を除く平日9:30～17:30）E-mail：daikouekikai@okinawa-ric.or.jp

9th 沖縄大交易会2021
実行委員会事務局（担当／松本・平良・森・島崎）お問い合わせ

全国の特産品
を沖縄からア

ジアへ

約20億人の巨
大マーケット

2021年8月2日（月）～12月24日（金）
開催日程

2021年5月11日（火）～9月30日（木）
募集期間

27,500円（税込）
参 加 料

サプライヤー…350社　バイヤー………250社
開催規模

99,000円（税込）
参 加 料

ホテルコレクティブ（大宴会場）
商談会場

サプライヤー…100社（Aグループ、Bグループの合計）
バイヤー………50社

開催規模

2021年5月11日（火）～7月16日（金）
募集期間

沖縄県内のホテルで開催するリアル商談会へ参加希望のサプライヤー
は実行委員会事務局が開催する「選定会」を経て、参加確定となります。

全てのサプライヤーは「オンライン商談会」への参加が必須とな
ります。

リアル商談会オンライン商談会

2021年11月25日（木）
　　　　　26日（金）

開催日程

Aグループ
Bグループ

2日に分けての開催。
どちらかへの参加
となります。

ハイブリッド開催
サプライヤー募集

国際食品商談会国際食品商談会 20212021

9th

リアル商談会 オンライン商談会

検 索大交易会http://www.gotf.jp/
沖縄大交易会のホームページよりお申込み頂けます！

お申し込みは
コチラ！

● 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
● 酒類
● サプリメント、健康食品

参 加 対 象
（商品カテゴリー）



日本全国の特産品を沖縄から世界へ

「9th 沖縄大交易会 2021」公式サイト http://www.gotf . jp/

2019年度リアル商談 開催実績（通常開催）

2020年度のオンライン商談 開催実績（初開催）

サプライヤー 47都道府県より397社

バイヤー 14の国と地域から201社のご参加
（海外130社、国内71社）

高い成約率 商談件数1,462件　成約24件　成約見込226件

オンライン商談会へ参加

「沖縄大交易会2021」公式ホームページへアクセス。
ビジネスマッチングサイトで、必要事項を入力し登録。

登録されたメールアドレス宛に、ログインに必要
な「パスワード」が自動返信されます。

お申し込み確定

参加料のお振込み後、バイヤー情報の閲覧や
マッチング希望の他、事前にバイヤーとメールの
やりとりが可能になります。

ビジネスマッチングサイトへ、ログイン。
企業情報・商品情報等を登録。

早期に本登録を完了することで、バイヤーから
のオファー率が高まります。

オンライン商談会へ参加するサプライヤー様のみ
リアル商談会へ参加いただけます。

参加確定したサプライヤー様宛にメールで通知

事前アポイント型個別商談形式となるため、事前
に商談を希望するバイヤーへの「商談希望」を入
力してください。

「リアル商談会」参加希望の
サプライヤー様を対象に「選定会」を開催

参加要件を満たしているか、実行委員会事務局
が開催する「選定会」を経て参加が確定します。

沖縄大交易会は日本全国より集めた選りすぐりの食材を、事前にWebマッチングを通して、
国内外の優良バイヤーとの商談希望をプラグラムする事により、高い成約率を誇っています。

リアル商談会
お申込みから商談までの主な流れ

〔商談直後のバイヤー評価アンケート〕

成約見込
226件不成立

149件

継続交渉
997件

商談件数
1,462件

未回答
66件

成約
24件

成約率
（見込含む）

17.1%

サプライヤー 47都道府県より332社、海外より10社のご参加

バイヤー 17の国と地域から301社のご参加
（海外169社、国内132社）

高い成約率 商談件数3,218件　成約113件　成約見込825件

リアル商談会へ参加
※サプライヤー固定型

オンライン商談会
事前マッチング無しの「フリー商談形式」で実施。 従来通り、事前マッチング型「個別商談形式」で実施。

〔商談直後のバイヤー評価アンケート〕

継続交渉
997件

成約見込
825件

不成立
380件

商談交渉
1,862件

商談件数
3,218件

未回答
38件

成約
113件

成約率
（見込含む）

29.1%

※オンライン商談開催期間：2020年11月9日（月）～2021年2月26日（金）


