
スペインワイン＆フード 商談会 2015

主催／スペイン大使館経済商務部　後援／（一社）日本ソムリエ協会

スペインワインセミナー

Spanish Wine & Food Business Meeting and Seminar 2015 

テーマ ： ワインの特徴を決定づけるテロワールの影響（仮）　講師 ： ラモン・ウィドブロ氏 （リアス・バイシャス原産地呼称統制委員会事務局長）福 岡 会 場

テーマ ： 伝統と革新のリオハ　講師 ： 第一部  「リオハはこれからどう変わるのか  ～産地の基本から最新のワインづくりまで」  佐藤 吉司氏（酒販ニュース）東 京 会 場
第二部  「リオハ ― 栽培農家 ベンハミン・ ロメオの視点 ―」  ベンハミン・ロメオ氏（ボデガ コンタドール オーナー 兼 醸造家）

★商談会 12:30 ～ 17:00　3F「万葉の間」

［出展輸入元社（五十音順）］
アグリ（株）
アサヒグラント（株）
アサヒビール（株）
アズマコーポレーション
アドヴァンス・テクノサービス（株）
（有）アルコス

（株）飯田
イベリア貿易（株）
（株）イベリアン
（株）イムコ
（株）いろはわいん
（株）ヴィントナーズ

エノテカ（株）
（有）オーケストラ　
（株）オーリツジャパン
（株）オーレジャパン
（株）協同インターナショナル
（株）グルメミートワールド

小林桂（株）
（株）サス
サッポロビール（株）
サントリーワインインターナショナル（株）
（株）スコルニ・ワイン
T.G.A.Int.Commerce Business,S.L. 日本支店

ディオニー（株）
（株）ディバース
（株）デプトプランニング
（株）トレードウインド
日本酒類販売（株）
（有）ヌーヴェル・セレクション

ミリオン商事（株）
メルシャン（株）
（株）モトックス
ユニオンリカーズ（株）
（株）リベルタス
レセルバ イベリカ ジャパン（有）

（株）パナバック
（株）パラジャパン
（有）BR-M
プロスタイルデザイン（株）
三国ワイン（株）
三菱食品（株）

（有）ＹＲプランニング
（有）ワイナリー和泉屋

大阪会場／ANAクラウンプラザホテル大阪
〒530-0004  大阪市北区堂島浜 1-3-1　
TEL： 06-6347-1112

6/10（水）

★商談会 12:30 ～ 17:00　36Ｆ「たいよう」

［出展輸入元社（五十音順）］
（有）オーケストラ
（有）カツミ商会
（株）協同インターナショナル
（株）グルメミートワールド

アグリ（株）
アサヒグラント（株）
アサヒビール（株）
アズマコーポレーション

（株）モンテロッソ
ユニオンリカーズ（株）
（株）リベルタス
レセルバ イベリカ ジャパン（有）
（有）ワイナリー和泉屋

サントリーワインインターナショナル（株）
（株）スマイル
T.G.A.Int.Commerce Business,S.L. 日本支店
（株）トレードウインド

アドヴァンス・テクノサービス（株）
アルタミラ（株）
（株）飯田
（株）イスコ

（株）パラジャパン
三国ワイン（株）
三菱食品（株）
ミリオン商事（株）

ユニオンリカーズ（株）
（株）リベルタス
レセルバ イベリカ ジャパン（有）
（有）ワイナリー和泉屋

イベリア貿易（株）
（株）いろはわいん
（株）ヴィントナーズ
エノテカ（株）

札幌会場／JRタワーホテル日航札幌
〒060-0005  北海道札幌市中央区北5条西2-5
TEL： 011-251-2222

6/23（火）

［出展輸入元社（五十音順）］
アグリ（株）
アサヒグラント（株）
アサヒビール（株）
アドヴァンス・テクノサービス（株）
（有）アルコス
（株）飯田
（株）池光エンタープライズ
（株）稲葉

（株）サス
サッポロビール（株）
サントリーワインインターナショナル（株）
白井松新薬（株）
（株）スコルニ・ワイン
（株）正光社
（株）千商
（株）ディーエイチシー

T.G.A.Int.Commerce Business,S.L. 日本支店
（株）ディバース
（株）デプトプランニング
（株）トレードウインド
（有）日西商事
日本酒類販売（株）
（有）ヌーヴェル・セレクション
（株）ハイドラインターナショナル

イベリア貿易（株）
（株）イベリアン
（株）イムコ
（株）いろはわいん
（株）ヴィントナーズ
エノテカ（株）
（有）オーケストラ
（株）オーバーシーズ

（株）パラジャパン
（有）BR-M
（株）フィラディス
プロスタイルデザイン（株）
三国ワイン（株）
三菱食品（株）
ミリオン商事（株）
メルシャン（株）

（株）オーリツジャパン
（株）オーレジャパン
（有）カツミ商会
（株）協同インターナショナル
（株）グルメミートワールド
国分（株）
小林桂（株）
（株）駒形前川

ユニオンリカーズ（株）
（株）よしや
（株）リベルタス
LE VIN NATURE（株）
レセルバ イベリカ ジャパン（有）
ロブレ
（有）ＹＲプランニング
（有）ワイナリー和泉屋

東京会場／八芳園
〒108-8631　東京都港区白金台1-1-1
TEL：03-3443-3111

5/21（木） ★商談会 12:00 ～ 17:00　1F「ジュール」

スペインワインセミナー 14:00～15:30　1F「ニュイ」★
※東京会場は混雑が予想される為、入場時間を分けてご案内する場合がございます。

［出展輸入元社（五十音順）］
（株）協同インターナショナル
（株）グルメミートワールド
小林桂（株）
（株）サス
サントリーワインインターナショナル（株）
（株）スコルニ・ワイン

T.G.A.Int.Commerce Business,S.L. 日本支店
（株）ディバース
（株）トレードウインド
日本酒類販売（株）
（有）ヌーヴェル・セレクション
（株）パラジャパン

（株）Be Full
ボニリジャパン（株）
三国ワイン（株）
三菱食品（株）
ミリオン商事（株）
（株）モトックス

アグリ（株）
アサヒグラント（株）
アサヒビール（株）
アズマコーポレーション
アドヴァンス・テクノサービス（株）
（株）アヴァンス

（株）アルカン
（株）飯田
（株）稲葉
イベリア貿易（株）
（株）イムコ
（株）いろはわいん

（株）ヴィントナーズ
エノテカ（株）
（有）オーケストラ
（株）オーレジャパン
（有）カツミ商会
（株）キムラ

福岡会場／ソラリア西鉄ホテル
〒810-0001  福岡市中央区天神2-2-43　
TEL： 092-752-5555

7/13（月）

ご挨拶 日頃より暖かいご支援、ご厚情を承りありがとうございます。おかげさまで、本年も国内主要5都市6会場で「スペインワイン&フード商談会」を開催することが決定しました。昨年開催
された「日本スペイン交流400周年事業」や、スペインバルのブームの伸張、料理本およびスペイン特集を組んだ雑誌の相次ぐ発売など、スペイン料理やワインへの注目度はますます
高まっています。スペインワイン（スティルワイン）においては、ここ数年輸入金額で上昇を続けており、付加価値の高いワインが市場に浸透しつつあることがうかがえます。今年もさらに
販売拡大に寄与できるよう、ぜひこの機会を活用していただきたく、ご案内申し上げます。

スペイン大使館経済商務部　食品・農務担当アナリスト　小長谷千恵子

商談会・セミナーともに、ご入場には事前のお申込が必要です！
スペインワインHPイベント情報ページより専用申込フォームからお申込下さい。申込締切は各会場とも開催日の7日前迄です。業界関係者のみご入場頂けます。

★商談会 12:30 ～ 17:00　4F「竹の間」

★商談会 12:30 ～ 17:00　8F 彩雲「月・花」
スペインワインセミナー 14:00 ～ 15:30　8F「北斗」★

［出展輸入元社（五十音順）］

名古屋会場／ヒルトン名古屋
〒460-0008  愛知県名古屋市中区栄1-3-3　
TEL： 052-212-1111

7/1（水）
サッポロビール（株）
サントリーワインインターナショナル（株）
（株）スコルニ・ワイン
（株）千商
T.G.A.Int.Commerce Business,S.L. 日本支店
（株）ディバース

アグリ（株）
アサヒグラント（株）
アサヒビール（株）
アズマコーポレーション
アドヴァンス・テクノサービス（株）
（株）飯田

（株）デプトプランニング
（株）トレードウインド
日本酒類販売（株）
（株）パナバック
（株）パラジャパン
三国ワイン（株）

（株）稲葉
イベリア貿易（株）
（株）イベリアン
（株）イムコ
（株）ヴィントナーズ
エノテカ（株）

三菱食品（株）
ミリオン商事（株）
メルシャン（株）
ユニオンリカーズ（株）
（株）リベルタス
レセルバ イベリカ ジャパン（有）

（有）ＹＲプランニング
（有）ワイナリー和泉屋

（有）オーケストラ
（株）オーレジャパン
（有）カツミ商会
（株）協同インターナショナル
（株）グルメミートワールド
小林桂（株）

※会の性格上、お車でのご来場、お子様連れでのご来場はご遠慮ください。
※未成年の飲酒は法律で禁止されています。また、妊娠中、授乳期の飲酒は、お控えください。
※目的に沿った節度あるご試飲をお願い申し上げます。
※当日、受付にてお名刺を2枚頂戴します。商談を目的としておりますので、お名刺のない方はご入場をお断りする場合がございますので予めご了承ください。

●東京2回目(11月9日)は、ANAインターコンチネンタルホテル
　東京にて開催致します。詳細は後日ご案内申し上げます。

東京2回目の開催について
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