
第8回 地域商社協議会＠沖縄大交易会
開催のお知らせ

「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」実⾏委員会（実⾏委員⻑：古⽥秘⾺）は、内閣官房まち・ひと・し
ごと創⽣本部事務局、農林⽔産省、及び経済産業省とともに、昨年度約５回にわたり、地域商社事業を志
す官⺠の関係者約２５０名を毎回全国から集め、「地域商社協議会」を開催してまいりました。

本年度は場所を東京から各地域に移し、地域ごとに課題とテーマを持って、現場視察も含めた地⽅版地
域商社協議会を、各地域の経済産業局の協⼒を得て開催することとし、その第⼀回は7⽉に⾹川県三豊
市、第⼆回は8⽉に北海道帯広市で開催いたしました。

今回は、沖縄県宜野湾市にところを移し、沖縄⼤交易会2017のプログラムの⼀環として「地域商社の
グローバル展開」をテーマに開催いたします。沖縄を始めとする地域商社の海外展開事例などを基に、地
域産品の海外展開の可能性やその⼿法などについて議論を進めて⾏きます。⽇本全国の海外市場を睨んだ
地域商社を設⽴している⽅、これから設⽴を検討している⽅、沖縄県内外のサプライヤー、⾏政機関職
員、また沖縄⼤交易会2017にお越しの皆様を広く対象に、交流の場を設けていきます。また、国際物流
拠点産業集積拠点としての沖縄国際物流ハブの視察を⾏います。

沖縄県内の⾃治体、事業者はもとより、全国から、地域商社事業にこ関゙⼼をお持ちの⾃治体、⺠間事業
者の皆様、ご多忙の折、誠に恐れ⼊りますが、万障お繰り合わせのうえ、ご参加くださいますようお願い
申し上げます。

【実施概要】

【お申し込み⽅法】
地域商社協議会 公式サイトよりお申し込みください。 https://furusatomeihin.jp/kyogikai.php
※おひとりずつの事前申し込みをお願い致します。

お問い合わせ：ふるさと名品オブ・ザ・イヤー事務局（JTBコーポレートセールス内）
E-Mail : furusatomeihin@bwt.jtb.jp 営業時間:⽉〜⾦ 9:15-17:45（⼟⽇祝休業）

《地域商社協議会 》
v ⽇時：2017年11⽉28⽇(⽕) 13:00〜17:00（開場12：30）＜無料＞
v 場所：沖縄コンベンションセンター 劇場棟

〒 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜４－３－１
http://www.oki-conven.jp/access.html

《マッチング交流会》
v ⽇時：2017年11⽉28⽇(⽕) 18:00〜20:00（開場17：15）
v 場所： 「うみんちゅワーフ（北⾕町海業振興センター）」イベントスペース

〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜54番地
http://www.uminchu-wharf.jp/index.jsp

参加定員： 200名（先着順） 参加費：3,000円（予定）

《視察》
視察① 沖縄⼤交易会

⽇時：11⽉28⽇（⽕）11：00〜12：00
参加定員：80名（先着順） 参加費：無料

視察② 沖縄国際物流ハブ関連施設（ANA Cargo、国際ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽｾﾝﾀｰ４号棟）
⽇時：11⽉29⽇（⽔）9：40〜12：50
参加定員：40名（先着順） 参加費：無料

2017年10月17日
主催：ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会
内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局

農林水産省 経済産業省 内閣府沖縄総合事務局経済産業部
共催：沖縄大交易会実行委員会

後援：沖縄県

申込締切日は11月22日（水）

※マッチング交流会および視察への参加は、地域商社社協議会参加者に限らせていただきます。
※視察①は、沖縄大交易会事務局が実施する視察と同様の内容となっております。商談会という性格上、商談ブース
エリアへの立ち入りは制限されております。



11⽉28⽇（⽕）
ー 視察 ① ー ※参加は任意、要事前申込

11:00- 沖縄⼤交易会視察

ー 地域商社協議会 ー ※要事前申込

13:00- ご挨拶

13:20- 地域商社事例発表

14:40- 政府関連⽀援事業紹介

15:30- パネルディスカション
『地域商社のグローバル展開について』

16:30- ふるさと名品オブザイヤー企業プレゼン

16:45- ハロートーク

17:00- クロージングトーク

17:05 終了

ー マッチング交流会 ー ※参加は任意、要事前申込

18:00- ご挨拶

18:05- 各産地の商品紹介

18:15- グループトーク

19:00- 交流

20:00 終了

11⽉29⽇（⽔）
ー 視察 ② ー ※参加は任意、要事前申込

９:40- 沖縄国際物流ハブ関連施設
（ANA Cargo、国際ロジスティックスセンター４号棟）

12:50 解散

【全体スケジュール】



ー 地域商社協議会 ー

13:00-  ご挨拶   
  寺家 克昌   内閣府沖縄総合事務局 経済産業部⻑
  佐合 達⽮ 内閣官房 まち・ひと・しごと創⽣本部事務局 参事官
  ⾦良 実 沖縄⼤交易会実⾏委員会事務局 事務局⻑（調整中）

13:20-  地域資源を使った海外展開事例 （各社20分程度）
・沖縄海産物の海外展開 (株)萌す 代表取締役 後藤 ⼤輔 
・アジア展開の現状と今後 （予定） (株)新垣通商 代表取締役 新垣 旬⼦
・伝統⼯芸の海外進出    (株)鏑⽊ 九⾕焼鏑⽊商舗当主 鏑⽊ 基由
・（調整中）    (株)Fun Japan Communications

 COO（最⾼執⾏責任者）稲川 直樹

14:40- 政府関連⽀援事業紹介（各10分程度）
・沖縄県商⼯労働部アジア経済戦略課
・沖縄国際ハブクラスター事務局（沖縄総合事務局経済産業部）
・クール・ジャパン機構

15:20- 休憩（１０分）

15:30- パネルディスカション
『地域商社のグローバル展開について』 
●パネリスト（予定）

  ふるさと名品オフ・゙サ・゙イヤー実⾏委員⻑ 古⽥ 秘⾺ 
  農林⽔産省 ⾷料産業局 （調整中）

      (株)萌す 代表取締役      後藤 ⼤輔
     沖縄県内の地域商社  （調整中）
     沖縄県外の海外展開を⽬指す地域商社  （調整中）

16:30- ふるさと名品オブザイヤー企業プレゼン（各社3分程度 5社程度）

16:45- ハロートーク （各社3分程度 5社程度）

17:00- クロージングトーク

17:05 終了

【協議会内容】



【マッチング交流会内容】

ー マッチング交流会ー

18:00- ご挨拶

18:05- 各産地の商品紹介

18:15- グループトーク
地域商社協議会の登壇者や沖縄地域商社の⽅々をファシリテーターに
10⼈程度のグループに分かれての交流会

【沖縄地域商社FTP 7社】(予定)
・(株)萌す
・(株)新垣通商
・(株)沖縄物産企業連合
・(株)沖縄県物産公社
・(株)ＪＣＣ
・(株)ＢＲＩＤＧＥＳ
・合同会社アンドワン

他、登壇者

19:00- 交流

20:00 終了

マッチング交流会へ各地域の産品をお持ち下さい
各地域の産品を、集まった⽅々や海外への販路をお持ちの沖縄の地域商社の⽅がへ紹介す
る時間を設けます。販路拡⼤の機会として、マッチング交流会へ各地域の産品をお持ち下
さい。冷蔵、冷凍の商品の場合は、直接事務局までお問い合わせください。

マッチンク交流会会場：
「うみんちゅワーフ（北⾕町海業振興センター）」

〒904-0115 沖縄県中頭郡北⾕町美浜54番地



【11⽉28⽇視察について】

【11⽉29⽇視察について】

視察先：沖縄⼤交易会2017（沖縄コンベンションセンター）
地域商社協議会の会場（沖縄コンベンションセンター）で⾏われている、海外バイヤー
が多数参加する⽇本最⼤級の事前アポイント型個別商談会商談会「沖縄⼤交易会2017」
の商談様⼦を視察。
※沖縄⼤交易会事務局が実施する視察と同様の内容となっております。商談会という

性格上、商談ブースエリアへの⽴ち⼊りは制限されております。

視察時間：11⽉28⽇（⽕）11：00〜12：00

視察定員：80名（先着順）

視察申込：地域商社協議会の申込と合わせてWebからお申し込み下さい。

集合時間：11：00

集合場所：沖縄コンベンションセンター 展⽰棟⼊⼝（正⾯⽞関）

視察先：沖縄国際物流ハブ関連施設

⽇本で唯⼀の国際物流特区（国際物流拠点集積地）として、アジアと⽇本の架け橋であ
る国際物流拠点整備を進める沖縄県。その中核的な物流ハブ関連施設である
「ANAcargo」と「国際ロジスティックスセンター４号棟」を視察。

視察時間：11⽉29⽇（⽔）10：00〜12：00

視察定員：40名（先着順）

集合時間：①北⾕町→8：20 ②沖縄県庁前県庁広場→9：40

集合場所：①北⾕町 ②沖縄県庁前 県⺠広場
※視察現地集合はできません。必ず①②のいずれかよりバスにお乗りください。

注意事項：本視察は、事前登録者以外は施設内に⼊ることが出来ません。
別紙の通り、専⽤の送迎バスでの移動となります。

参加費：無料

参加費：無料



送迎バスについて
各送迎バスは２台となっており、事前登録制とさせていただきます。
送迎バスのご利⽤は、地域商社協議会の申込と合わせてWebからお申し込
み下さい。定員を超えたご乗⾞頂けませんので、予めご了承下さい。

１１⽉２８⽇（⽕） ⼤型バス2台（８０名）

送迎① 地域商社協議会会場⾏き
１０：１０ 沖縄県庁前県⺠広場
⇒１0 ：５０ 地域商社協議会会場（沖縄コンベンションセンター）着

送迎② マッチング交流会会場⾏き
１７：１５ 地域商社協議会発 ⇒ １７：３０ 海⼈ワーフ（北⾕町）着
１７：４５ 地域商社協議会発 ⇒ １８：００ 海⼈ワーフ（北⾕町）着

送迎③ 那覇市内⾏き（１）
２０：３０ 海⼈ワーフ発 ⇒ ２１：２０ 沖縄県庁前県⺠広場

注意事項
・11⽉28⽇の送迎バスについては、地域商社協議会＠沖縄⼤交易会（視察、
地域商社協議会、マッチング交流会）全⾏程に参加する⽅に限りご利⽤で
きます。

１１⽉２９⽇（⽔） ⼤型バス１台（４０名）

送迎④ 那覇市内⾏き（２）
８：２０ 北⾕町近辺 ⇒ ９：３０ 沖縄県庁前県⺠広場

送迎⑤ 沖縄国際物流ハブ関連施設 視察
９：４０ 沖縄県庁前県⺠広場
⇒１０：００ 「ANAcargo」「国際ロジスティックスセンター４号棟」視察

１２：００ 視察終了
⇒１２：２０ 那覇空港
⇒１２：５０ 沖縄県庁前県⺠広場

注意事項
・11⽉28⽇の地域商社協議会参加者限りの視察となりますので予めご了承
ください。
・沖縄国際物流ハブ関連施設の視察については、送迎バス利⽤が必須とな
ります。



送迎場所のご案内地図

沖縄県庁前県⺠広場（沖縄県那覇市泉崎１丁⽬２３）

※沖縄県庁前県⺠広場は、県庁及び県議会棟の正⾯、パレットくもじ（デパート）
の真向かいです。当⽇は、案内板を持った職員が時間に待機しておりますので、適
宜ご乗⾞下さい。

北⾕町近辺

当⽇ご案内

県庁前駅

パレットくもじ

バス乗⾞場所
沖縄県庁前県⺠広場



駐⾞場の御案内

社⽤⾞やレンタカー等でご来場される⽅は、下記駐⾞場をご利⽤ください。

スーパースポーツゼビオ 宜野湾店 ⽴体駐⾞場3階
（沖縄県宜野湾市真志喜3丁⽬28番3号）

駐⾞場をご利⽤される場合は、駐⾞場係員へ地域商社協議会参加の旨をお
伝えください。係員が駐⾞券を発券いたしますので、駐⾞中は駐⾞券が確認
できる箇所（フロントガラス等）に提⽰ください。

また、駐⾞券は駐⾞場から出られる際に回収いたします。

時 間：11⽉28⽇（⽕）8：30〜23：00
定 数：150台（先着）
料 ⾦：無料
事前申込：不要

注意事項：
・駐⾞場では係員の指⽰に従っていただきますようお願いいたします。
・⽴体駐⾞場1､2階は、スーパースポーツゼビオのお客様専⽤駐⾞スペース
となっておりますので駐⾞される際はご注意ください。
・駐⾞スペースには限りがございますので、予めご了承くださいますようよ
ろしくお願いいたします。

スーパースポーツゼビオ 宜野湾店

会場まで徒歩約10分

会場：沖縄コンベンションセンター


