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ICEX／スペイン大使館経済商務部

ご挨拶
「スペインワイン
ご厚情を承りありがとうございます。新型コロナウイルス感染拡大に伴い延期になっておりました、
日頃より温かいご支援、
＆フード商談会2020」の東京・大阪会場での開催が決定しました。多くの商談会やイベントが中止・延期を余儀なくされる厳しい状況が
続いておりますが、経済活動を一刻も早く回復させるべく、業界ガイドラインに沿った感染防止対策を講じた上で実施いたします。制約の
ここにご案内
多い中での開催となりますが、多くの素晴らしいスペイン商材を知っていただく機会として本商談会をご活用いただきたく、
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

今年は開催場所が東京・大阪の2会場のみとなります

9/28

大阪会場／
ANAクラウンプラザホテル大阪
（月）３F「万葉の間」

〒530 - 0004 大阪府大阪市北区堂島浜1- 3 -1
TEL：06 - 6347 - 1112
商談会（３部制/事前申込制）

① 11: 30〜13 : 00

② 13: 30〜15 : 00

③ 15 : 30〜17 : 00

10/27（火）

東京会場／八芳園
１F「ジュール」

〒108 - 8631 東京都港区白金台1-1-1
TEL：03 - 3 443 - 3 111
商談会（３部制/事前申込制）

① 11: 30〜13 : 00
同時
開催

② 13: 30〜15 : 00

スペイン牛肉・羊肉セミナー

14：00〜15：30 １F「ニュイ」 定員50名

③ 15:30〜17:00

AITANA
i-WINE HAPPINESS
飯田
稲葉
イベリア貿易
いろはわいん
ウミネコ醸造
オルニス
金井事務所
キムラ
コート―コーポレーション
白井松新薬

スコルニ・ワイン
正光社
T.G.A.
ディバース
日本酒類販売
日本リカー
パナバック
ファーストステップジャパン
プロスタイルデザイン
マルカイコーポレーション
三国ワイン
三菱食品

ミリオン商事
ユニオンリカーズ
ラシーヌ

AITANA
i-WINE HAPPINESS
飯田
稲葉
イベリア貿易
いろはわいん
ウミネコ醸造
エスタリコ・ジャパン
カツミ商会
金井事務所
キムラ
協同インターナショナル

コート―コーポレーション
サス
ジュントレーディング
白井松新薬
スコルニ・ワイン
正光社
T.G.A.
ディバース
東亜商事
日本酒類販売
日本リカー
パナバック

VINOMIO
プロスタイルデザイン
マルカイコーポレーション
三国ワイン
三菱食品
ミリオン商事
ユニオンリカーズ
ラシーヌ
リコルト
ローヤルオブジャパン
ワイナリー和泉屋
わいん蔵・南十字星

今年１月に輸入が解禁となった
牛/羊肉の初めてのセミナーを開催

※なお、スペインより講師が来日する予定はございません。
詳細は公式HP【http://www.jp.foodswinesfromspain.com/】
にてご確認ください。

※7/22時点で申込みいただいている出展輸入元社であり、変更される場合がございます。

「新型コロナウイルス感染拡大防止」の観点から、以下の対策を講じて実施致します。
・１回あたり1時間半（全3回）の完全入れ替え制にて実施いたします。
（※各会場ともにお1人様1回のみ申込み可能です。お申込み頂いた回以外のご参加はできません。）
・ 1回あたりの入場者数を 大阪は100人 、東京は120人 までとさせていただきます。

Facebookページでも
情報発信しますので
是非フォローして
ください。

（※事前申込制 ）
・ 参加は、1社・1店舗につき 1名 までとさせていただきます。
（複数人数での応募、ご来場はお控えください。）
その他対策につきましては裏面をご確認ください。
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

A WAY TO MAKE EUROPE

本案内状のみでのご入場はできません。
当イベントは完全事前申込み制となっております。当日の受付はお断りさせていただきます。
商談会とセミナーのご入場に関してはPeatixでお申込み後、送付されるチケットが必要です。
（お申込みは無料です）
※なお、今年度のお申込みはPeatixでのみとさせていただきます。
※申込み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。

申込方法について
http://www.jp.foodsandwinesfromspain.com
本商談会のお申込みはイベントサイト
Peatix（https://foodsandwinesfromspain.peatix.com/）にてお申込み頂けます。
また、8月中旬以降に公式HP【http://www.jp.foodswinesfromspain.com/】にて
詳細情報を公開予定です。

お申込みはこちら

ご注 意 く だ さい

● 商 談会：お申込みは開催の7日前までにお願い申し上げます。
お申込みの方には入場証をお送り致します。当日、
必ずご持参ください。
本商談会は試飲会ではございません。
ご入場は、
商談を目的としたワイン・食品関連の業務に携わる方、
及びマスコミ関係の方に限らせて頂きます。
● セミナー：お申込みは開催の10日前までにお願い申し上げます。
お申込みの方から、
当選者のみに受講票を開催の7日前までにお送り致します。
当日、
必ずご持参ください。応募多数の場合は抽選となりますので、
受講票が届かない場合は落選となります。

「新型コロナウイルス感染拡大防止」の観点から、以下の対策を講じて実施致します。
・通路の間隔の十分な確保、入口と出口を別々に設置するなど、密集を避けるための導線を確保します。
・出展ブースの間隔を広げ、会場の広さを考慮し、出展社数を従来比、約半数に絞って開催します。
・当日受付にて検温を実施します。発熱がある場合は入場をお断りさせていただきます。
また、当日体調が優れない方は、来場をご遠慮くださいますよう、ご協力をお願いします。
・試飲時以外はマスクの着用を義務付けます。
受付時にマスクをお持ちでない場合は入場をお断りさせていただきます。
・１回あたり1時間半（全3回）の完全入れ替え制にて実施いたします。
（※各会場ともにお1人様1回のみ申込可能です。お申込み頂いた回以外のご参加はできません。）
・会場内の換気や消毒を実施するため、会ごとに30分間の休憩時間を設けます。
・各出展ブースに、ビニール製のパーテーションを設置します。
・アルコール消毒液を受付、会場内の数ヵ所に設置します。
・ワイングラスを使用せず、使い捨てのプラスチックカップ（小）を1回の試飲ごとに使用していただきます。
・吐器や紙コップなどへの吐き出し行為を禁止します。
（吐器は会場内に設置しません。）
※吐き出し用コップの持参もご遠慮ください。
※お口直しの飲料水のご用意はございません。必要な方は各自でご持参ください。
・1回あたりの入場者数を大阪は100人、東京は120人までとさせていただきます。
100人、東京は 120人までとさせていただきます （※事前申込制 ）
・参加は、1社・1店舗につき1名までとさせていただきます。
・参加は、1社・1店舗につき1名までとさせていただきます （複数人数での応募、ご来場はお控えください。）
・感染者との接触が確認できるように、接触確認アプリ（厚生労働省 接触確認アプリ COCOA）の使用を
お願いしております。こちらからダウンロードが可能です。
【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa̲00138.html】

出展アイテムリストについて
今回は、展示予定商品リスト（印刷物）の会場での配布はございません。
事前にリストデータをメールにてお送りいたしますので、 各自でご確認できるようご準備ください。
また公式HP【http://www.jp.foodswinesfromspain.com/】にて公開を予定しております。

その他注意事項
・ 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。
運営に支障をもたらす行為があった場合は、主催者の判断により退場して頂く場合があります。
過去に同様な行為があったと判断された方の入場をお断りする場合があります。
・ 当日はPeatixの「チケット」と「お名刺（2枚）
」を必ずご持参の上、ご来場ください。
・ チケットが未達の場合は、ご登録者様の迷惑メールフォルダ内にメールが入っている場合がございます。
@peatix.comのドメインを、迷惑メールフィルタより解除頂きますよう、お願い致します。
ご提供いただいた個人情報につきましては、
（１）
本催しに関する確認等のお問い合わせ、
（２）
スペイン大使館経済商務部が主催する各種イベントのご案内、
（３）
スペインの製品に関する商談目的での
出展業者への開示提供、
また、個人情報保護の水準を満たした委託先に郵送物の発送、
データベースの整備などを目的として個人情報を委託する場合がありますので、予めご承知おきください。

スペインワイン広報事務局 〒107- 0052 東京都港区赤坂 2 -18 - 3

TEL：03- 5575 - 3223

FAX：03 - 5575 - 3222

スペイン大使館経済商務部 〒106 -0032 東京都港区六本木1- 3 - 29 3階 http://www.jp.foodswinesfromspain.com/

