2020(令和 2)年 3 月 17 日
各位
日本食糧新聞社
協同組合全日本洋菓子工業会
食肉産業展実行委員会
ケルンメッセ株式会社
麺産業展実行委員会
プレミアム・フードショー実行委員会

合同開催７展示会 開催中止のお知らせ
「第 23 回ファベックス 2020」
「第 17 回デザート・スイーツ＆ベーカリー展」
「第 8 回食品＆飲料・
OEM マッチング EXPO」
「第 45 回 2020 食肉産業展」
「第 11 回ワイン＆グルメジャパン 2020」
「第 57 回
2020 麺産業展」
「プレミアム・フードショー2020」の合同開催７展示会は、2020 年 4 月 15 日(水)から
17 日(金)まで、東京ビッグサイトで開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの世界的な感染
拡大の影響を受け、やむなく開催を中止することといたしました。
各展主催者では、大変厳しい経営環境の中、展示会を開催することで食品産業界の活性化に寄与したい
という考えのもと、2 月 28 日に出展社の皆様に「展示会開催と出展ご準備について」でご連絡させてい
ただきましたとおり、政府発表、社会状況を慎重に観察しながら、開催に向けて再々協議を重ね、来場者、
出展社、関係者の皆様の健康と安全面を最優先に準備を進めて参りました。
しかしながら、3 月 10 日までとされていた「スポーツ・文化イベント」の自粛要請期間が 10 日間ほど
延長されたこと、国内の感染状況が今なお増加傾向にあり 3 月 14 日の首相会見でも収束時期が示されな
かったこと、またこの数日間で世界的な感染が急拡大し長期化の可能性も示唆されている中、イベント参
加自粛の流れも収まらないことなどから、このような環境下において円滑で有意義な展示会・イベント運
営を開催維持することが厳しいと判断し、今回の決定にいたりました。
緊急不測の事態とはいえ、このような結果になりましたことは主催者として誠に遺憾ですが、開催に向
けてご準備をされてきた出展社の皆様、参加を予定されていた来場者の皆様、ご協力をいただいておりま
す各関係者の皆様には、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
以上

17 March, 2020
From: organizers of seven exhibitions
Japan Food Journal
All Japan Confectionery Association
Japan Meet Industry Fair Organizing Committee
Kolenmesse Co., Ltd.
Noodle Industry Fair Organizing Committee
Premium Food Show Executive Committee
Re: Cancelation of Joint Exhibition for Seven Shows
Due to the COVID-19 (novel coronavirus) outbreak, we have decided to cancel the joint exhibition scheduled
for April 15-17 at Tokyo Big Site. The event comprises the following seven shows, and none of them will take
place:
-

FABEX 2020

-

Dessert Sweets & Bakery Festival 2020

-

The 8th FOOD & DRINK OEM MATHING EXPO

-

Japan Meet Industry Fair 2020

-

Wine & Gourmet Japan 2020

-

Noodle Industry Fair 2020

-

Premium Food Show 2020

We the exhibition organizers have kept a close eye on the development of infection since February 28 when we
informed you about the exhibition’s progress and preparation work. We also conducted a number of meetings
to discuss the feasibility in consideration of the policies and guidance that the Government provides and the
situation that changes hour to hour.

Being mindful of the challenges the food industry faces now, it is one of

our top agenda items to contribute to the industry’s growth by exhibiting their products and services to customers.
Nonetheless, our primary concern is the safety and wellbeing of our fellow industry professionals as well as
visitors.
The Government called for extension of the voluntary restraint on sports and cultural events for 10 additional
days beyond March 10.

Then on March 14, Prime Minister Abe held a press conference to give updates on

COVID-19 response but did not specify when the epidemic is likely to die down.
been getting worse with the infection spreading rapidly and globally.

Since then, the situation has

Some experts say it may take a long time

to subside.
Under the current circumstances, it is not probable that we hold the joint exhibition safely and meaningfully.
We apologize for any inconvenience this cancellation may cause and keep you posted on future developments
about the exhibition.
Sincerely,

