
2222(日） おでかけおでかけおでかけおでかけライブ ライブ ライブ ライブ in in in in 沖縄沖縄沖縄沖縄 展示場 11：30～15：30 \700 1,200名
㈱ユウメディア
03-3843-1211

2222(日） おおおお客様客様客様客様のののの都合都合都合都合によりによりによりにより非公開非公開非公開非公開 A1・A3 10：00～17：00 無料 200名

3333(月）

～5555(水）

2010 2010 2010 2010 リウボウ グランドバザーリウボウ グランドバザーリウボウ グランドバザーリウボウ グランドバザー
ル ル ル ル in in in in コンベンションセンターコンベンションセンターコンベンションセンターコンベンションセンター

展示場
11：00～19：00

※5日のみ

18：00まで
無料 12,000名

㈱リウボウインダストリー
098-867-1221

6666(木） ADADADAD会議会議会議会議 A2 13：00～16：30 無料 31名
㈱エヌ・エイチ・シー・沖縄
098-983-9955

8888(土）

～9999(日）

しまじろうみんなでたんけんしまじろうみんなでたんけんしまじろうみんなでたんけんしまじろうみんなでたんけん！！！！
みなみのしまみなみのしまみなみのしまみなみのしま

劇場

8日

①開場12：00　開演12：30

②開場14：30　開演15：00

9日

①開場10：00　開演10：30

②開場13：00　開演13：30

\1,500 1,700名
㈱ベネッセコーポレーション
0120-988-883

9999(水）

マナテックジャパンマナテックジャパンマナテックジャパンマナテックジャパン株式会社主株式会社主株式会社主株式会社主
催催催催
エリアエリアエリアエリア・・・・コンベンションコンベンションコンベンションコンベンション2010201020102010春春春春

A2・A3 13：00～16：30 無料 80名
マナテックジャパン㈱
03-5780-8026

12121212 (水) TAO LIVE 2010TAO LIVE 2010TAO LIVE 2010TAO LIVE 2010 劇場
開場18：00

開演19：00

全席指定

￥5,900

当日￥500増
1,700名

沖縄テレビ放送事業部
098-869-4415
http://www.otv.co.jp/

12121212 (水)
平成平成平成平成22222222年度 水道事業連絡会年度 水道事業連絡会年度 水道事業連絡会年度 水道事業連絡会
議及議及議及議及びびびび基調講演基調講演基調講演基調講演

A1 12：30～17：00 無料 151名
沖縄県企業局
098-866-2803

15151515 (土） おおおお客様客様客様客様のののの都合都合都合都合によりによりによりにより非公開非公開非公開非公開 劇場 12：30～15：05
無料

招待者
1,050名

15151515 (土）
第第第第14141414回 日本救急医学会 九州回 日本救急医学会 九州回 日本救急医学会 九州回 日本救急医学会 九州
地方会 総会地方会 総会地方会 総会地方会 総会

A1～A3
B1～B7

要問合せ 無料 400名

沖縄県立中部病院
098-973-4111
http://www.hosp.pref.okinawa.jp/chu
bu/jaam/index.html

16161616 (日） ㈱㈱㈱㈱ヘーラーヘーラーヘーラーヘーラー・・・・フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル A1 11：20～15：55 関係者 300名
㈱ヘーラー
098-979-9981

16161616 (日）
母母母母にににに贈贈贈贈るるるる
都都都都はるみ はるみ はるみ はるみ コンサート コンサート コンサート コンサート 2010201020102010

劇場

昼の部

14：30

夜の部

18：30

S席

￥6,800

A席

￥5,800

B席

￥4,000

全席指定

当日￥500増

2,000名
沖縄テレビ放送㈱
098-869-4415
http://www.otv.co.jp/

19191919 (水） おおおお客様客様客様客様のののの都合都合都合都合によりによりによりにより非公開非公開非公開非公開 展示場 無料 1,650名

19191919 (水） アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス　ｘ　ｘ　ｘ　ｘ900 900 900 900 DayDayDayDay
A1・A3

B5
13：00～17：00 無料 70名

アライドテレシス㈱
03-5437-6041

21212121 (金） 春季 合同進路春季 合同進路春季 合同進路春季 合同進路・・・・進学相談会進学相談会進学相談会進学相談会 A1 15：30～18：30 無料 350名
(社)沖縄県専修学校各種学校協会
098-858-7070

22222222 (土）

～23232323 (日）

シャープシャープシャープシャープ「「「「にふぇにふぇにふぇにふぇーーーーででででーーーーびるびるびるびる大大大大
感謝祭感謝祭感謝祭感謝祭」」」」

展示場
A2

9：00～18：00 無料 17,000名
沖縄シャープ電機㈱
098-862-2231

期日 会場 時間催事名

最終更新最終更新最終更新最終更新：：：：2010201020102010////5555////1111

料金
対象者

人数 連絡先/イベント関連HP/備考



期日 会場 時間催事名

最終更新最終更新最終更新最終更新：：：：2010201020102010////5555////1111

料金
対象者

人数 連絡先/イベント関連HP/備考

22222222 (土)

チャリティーフォーラムチャリティーフォーラムチャリティーフォーラムチャリティーフォーラム
だいじょうぶのだいじょうぶのだいじょうぶのだいじょうぶの花花花花＠＠＠＠おきなわおきなわおきなわおきなわ～～～～
海海海海ニライカナイニライカナイニライカナイニライカナイ～～～～

劇場
開場12：30

開演14：00

一般

￥2,800

学生(大学生まで)

￥1,000

1,709名
一般社団法人 日本だいじょうぶ普
及協会　沖縄事務局
098-897-0940

23232323 (日）
2010201020102010メディカルスタッフメディカルスタッフメディカルスタッフメディカルスタッフ採用合採用合採用合採用合
同説明会同説明会同説明会同説明会

A1・A3 13：00～17：00 無料 800名
琉球新報社
098-865-5111

23232323 (日） おおおお客様客様客様客様のののの都合都合都合都合によりによりによりにより非公開非公開非公開非公開 B2 13：00～17：00 無料 100名

25252525 (火） マネージメントセミナーマネージメントセミナーマネージメントセミナーマネージメントセミナー A2 13：00～16：30 無料 40名
㈱エヌ・エイチ・シー・沖縄
098-983-9955

27272727 (木） おおおお客様客様客様客様のののの都合都合都合都合によりによりによりにより非公開非公開非公開非公開 A2 15：30～17：30 無料 80名

28282828 (金）

～30303030 (日）
第第第第3333回 沖縄食品産業振興展回 沖縄食品産業振興展回 沖縄食品産業振興展回 沖縄食品産業振興展 展示場

28日・29日

10：00～18：00

30日

10：00～16：00

無料 9,000名
第3回沖縄食品産業振興展事務局
06-6262-2403

29292929 (土）

～30303030 (日）

第第第第7777回 日本褥瘡学会 九州地回 日本褥瘡学会 九州地回 日本褥瘡学会 九州地回 日本褥瘡学会 九州地
方会 学術集会方会 学術集会方会 学術集会方会 学術集会

劇場
A1・A2
B1・B2

要問合せ \3,000 1,000名

琉球大学医学部皮膚科学分野
098-895-1153
http://w3.u-
ryukyu.ac.jp/dermatology/jyokusou7
/


