
東京2回目の開催について ※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
　退場していただく場合があります。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「入場証」または「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。
※当商談会は商談を目的としている場でございます。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。

Facebookページ
はこちらから

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND A WAY TO MAKE EUROPE

●東京2回目(10月29日)は、
　八芳園にて開催致します。
　詳細は後日ご案内申し上げます。

ご挨 拶
日頃より温かいご支援、ご厚情を承りありがとうございます。『日本市場におけるスペインワインの普及および、高品質イメージの訴求』を目的に今年も皆様のご協力の下、国内の
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。今年は日本海側の歴史情緒のあふれる都市、金沢にて初めて開催します。今年の2月1日
より日欧EPAが発効され、日本市場でのスペインワインの存在感をアピールする機運が高まっております。長年、皆様に親しまれているスペイン産のワインや食品のみが展示
される本商談会を新しい取引のために活用していただきたく、ここに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

東京会場／ホテルニューオータニ東京
〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4‐1
TEL：03-3265-1111

5/20（月）
★商談会 12:00～17:00 1F「芙蓉 東・中の間」

★商談会 12:30～17:00 3F「万葉の間」

★商談会 12:30 ～ 17:00　4F「竹の間」

★商談会 12:30 ～ 17:00　3F「鳳」

★商談会 12:30 ～ 17:00　8F「月・花」

AITANA(株)
i-WINE HAPPINESS(株)
アサヒグラント(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)アルコトレード・トラスト
(株)飯田
(株)稲葉
イベリア貿易(株)
(株)イムコ

(株)いろはわいん
ウミネコ醸造(株)
(株)AWジャパン
(株)エヌプランニング
(有)オーケストラ
(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
(株)スマイル
(株)正光社
(株)千商
大榮産業(株)
T.G.A.
(株)ディバース
(株)デプトプランニング
(株)Traders Market
(有)日西商事

日本酒類販売(株)
(株)パナバック
(株)パラジャパン
兵庫通商(株)THE STORY 事業部
(株)廣島
プロスタイルデザイン(株)
ボニリジャパン(株)
マルカイコーポレーション(株)
三国ワイン(株)
三菱食品(株)

ミリオン商事(株)
(株)ミレジム
(株)モトックス
(株)モンテロッソ
(株)ラシーヌ
(株)リベルタス
レセルバ イベリカ ジャパン(有)
Romea Wines(株)
YG&Tパートナーズ(株) al puente

［出展輸入元社（五十音順）］

スペインワインセミナー
テーマ／浮上する注目品種、そしてスペインワインの今
講師／蛯沢登茂子氏（フリージャーナリスト）　佐武祐子氏（スペイン在住ワインエージェント）

東京会場  14:00～15:30  1F「芙蓉 西の間」
同時開催

スペインワインセミナー
「DOリアスバイシャスセミナー」

金沢会場  14:00～15:30  3F「鳳」 同時開催

本案内状のみでの入場不可
商談会・セミナーへのご入場にはそれぞれ「入場証またはチケット」、「受講票」が必要です！

※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。

AITANA(株)
i-WINE HAPPINESS(株)
アサヒグラント(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
(有)アルコトレード・トラスト
(株)アレグレス
(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)AWジャパン
(株)エスタリコ・ジャパン
(株)エヌプランニング
(有)オーケストラ
オーリツジャパン(株)
(有)カツミ商会
(株)グルメミートワールド
小林桂(株)
(株)駒形前川
(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)
サンリバティー(株)
ジョイタパス
白井松新薬(株)
(株)スコルニ・ワイン
(株)スマイル
(株)正光社
(株)仙石
(株)千商
大榮産業(株)
T.G.A.
ディオニー(株)

(株)ディバース
(株)デプトプランニング
巴ワイン・アンド・スピリッツ(株)
(株)Traders Market
(有)日西商事
日本酒類販売(株)
(株)パナバック
(株)パラジャパン
兵庫通商(株)THE STORY 事業部
(株)廣島
(株)ファインズ
プロスタイルデザイン(株)

マルカイコーポレーション(株)
三国ワイン(株)
三菱食品(株)
ミリオン商事(株)
(株)モンテロッソ
(株)ラシーヌ
(株)リベルタス
レセルバ イベリカ ジャパン(有)
Romea Wines(株)
YG&Tパートナーズ(株) al puente
(有)ワイナリー和泉屋
ワインキュレーション(株)

［出展輸入元社（五十音順）］

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

6/11（火）

AITANA(株)
i-WINE HAPPINESS(株)
アサヒグラント(株)
アドヴァンス・テクノサービス(株)
(有)アルコトレード・トラスト
(株)飯田
(株)稲葉

イベリア貿易(株)
(株)イムコ
(株)いろはわいん
ウミネコ醸造(株)
(株)AWジャパン
(有)オーケストラ
(株)グルメミートワールド

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)スマイル
(株)正光社
大榮産業(株)
T.G.A.

(株)ディバース
(株)Traders Market
日本酒類販売(株)
(株)パナバック
(株)パラジャパン
(株)廣島
プロスタイルデザイン(株)

マルカイコーポレーション(株)
三国ワイン(株)
三菱食品(株)
(株)リベルタス
レセルバ イベリカ ジャパン(有)

［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

6/25（火）

AITANA(株)
アサヒグラント(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)アルコトレード・トラスト

(株)飯田
(株)イムコ
(株)いろはわいん
(株)エヌプランニング
(有)オーケストラ

(株)グルメミートワールド
小林桂(株)
(株)サス
(株)スコルニ・ワイン
(株)スマイル

(株)正光社
T.G.A.
(株)ディバース
(株)デプトプランニング
日本酒類販売(株)

(株)パラジャパン
ピーロート・ジャパン(株)
兵庫通商(株)THE STORY 事業部
マルカイコーポレーション(株)
三国ワイン(株)

［出展輸入元社（五十音順）］
金沢会場／ANAクラウンプラザホテル金沢
〒920-8518 石川県金沢市昭和町16-3
TEL：076-224-6111

7/8（月）

AITANA(株)
アサヒグラント(株)
アズマコーポレーション
(有)アルコトレード・トラスト
(株)アレグレス
(株)飯田

(株)稲葉
イベリア貿易(株)
(株)イムコ
(株)いろはわいん
ウミネコ醸造(株)
(株)エヌプランニング

(有)オーケストラ
(株)サス
(株)スコルニ・ワイン
(株)スマイル
(株)正光社
T.G.A.

(株)ディバース
日本酒類販売(株)
(株)パラジャパン
(株)廣島
マルカイコーポレーション(株)
三国ワイン(株)

三菱食品(株)
(株)モトックス
(株)ラシーヌ
レセルバ イベリカ ジャパン(有)
YG&Tパートナーズ(株) al puente

［出展輸入元社（五十音順）］

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

7/16（火）

公式HPイベント情報ページの専用申込フォームからお申込ください。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。

(株)モトックス
(株)モンテロッソ
レセルバ イベリカ ジャパン(有)

スペインワイン＆フード 商談会 2019

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

Spanish Wine & Food Business
Meeting and Seminar 2019



●5月20日（月） 東京会場／ホテルニューオータニ東京 □入場希望：商談会　　□参加希望：セミナー 〈定員80名〉
●6月11日（火） 大阪会場／ANAクラウンプラザホテル大阪 □入場希望：商談会
●6月25日（火） 名古屋会場／ヒルトン名古屋 □入場希望：商談会
●7月  8日（月） 金沢会場／ANAクラウンプラザホテル金沢 □入場希望：商談会 □参加希望：セミナー 〈定員30名〉
●7月16日（火） 福岡会場／ソラリア西鉄ホテル福岡 □入場希望：商談会

ご 所 属
（会社名・レストラン名）

フ　リ　ガ　ナ

ご 所 属
ご 住 所
（会社・レストラン）

スペインワイン&フード商談会 2019
入場ご希望の方は以下よりお申込みください。

□小規模（個人）酒販店
□チェーン展開酒販店
□小規模（個人）小売店
□チェーン展開小売店/コンビニ
□通信販売

□デパート/スーパー  
□酒類（飲料含む）輸入元社/ 卸 / 商社
□食品輸入元社/ 卸 / 商社
□スペインレストラン・バル
□スペインレストラン・バル以外の飲食店

□ホテル（ホテル内飲食店含む）
□スペインの州・政府関連団体
□マスコミ
□外食関連企画・プロデュース等
□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

※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。
　（ワイン講師・コンサルタントの方の入場はご遠慮いただいております）
※例年、会場が混雑いたします。1社（店舗）から多数の従業員の方がご来場頂くことはなるべくご遠慮くださいますよう、お願い申し上げます。
※会の運営に支障をきたすような言動、行動をとられた場合はご退場頂きます。（酔っ払い行為、閉会後速やかに退出いただけない、等）
※入場証／チケットはメール、もしくはFAXにてお送りいたします。お申込みの際は漏れなくご記入ください。メールアドレスはPCから受信可能なアドレスをご記入ください。
※お送りした入場証は、必ず出力してお持ちください。チケットは会場受付にてスマートフォンや、携帯電話の画面をご提示ください。
※必ず1名様ずつお申込みください。※業種は必ず該当する箇所にチェックを入れてください。ご記入漏れがございますと、お申込みをお受けできないことがございます。

ご注意
ください

●商談会へのお申込みは開催の7日前、セミナーのお申込みは開催の14日前までにお願い申し上げます。●セミナーに当選された方には、受講票を開催の7日前にお送り致します。応募多数
の場合は抽選とさせて頂きます。応募状況により、早めに応募を締め切らせて頂く場合がございますのでご了承ください。●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。

〒107-0052　東京都港区赤坂2-18-3 　TEL：03-5575-3223　FAX：03-5575-3222スペインワイン広報事務局
〒106-0032　東京都港区六本木1-3-29　http://www.jp.winesfromspain.comスペイン大使館経済商務部

ご記入頂きましたら、FAX                             　スペインワイン広報事務局までお送りください。03-5575-3222
ご提供頂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。

入場・参加ご希望に□印をおつけください。※商談会・セミナー両方の参加をご希望の方は、それぞれの□に印をおつけください。

該当の業種に□印をおつけください。

上記よりお申込みができない場合は、FAXにてお申込みをお受けいたします。

パソコンから

【 http://www.jp.winesfromspain.com 】
のイベント情報ページより専用申込フォームにて
お申込みください。

スマホから
こちらのQRコードより
peatixのスペイン大使館経済商務部の
ページに飛ぶことができます。
ご希望会場のイベントページを選び、
お申込みをお願い致します。




