＜第4 回オンライ ンセ ミ ナー ＞

ダイジェスト版

会員間連携事例

アンケート

セミナー動画公開

商品開発秘話

集計結果公開

セミナーの第二部のみを編集した
ダイジェスト版動画の公開を開始しました。

会員企業であるアセットフロンティア、

セミナー終了後にご回答を頂きました

が発注し桃太郎製麺開発したハラル対応

アンケート集計を限定公開いたします。
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インスタントラーメンの開発秘話

ダイジェスト動画

第5回無料オンラインセミナーが開催されます

超親日国“台湾”

地域創生推進共同機構

訪日を待ちわびる 台 湾人

当協会はアジア
の食の世界展開を支援
しております。協会員となって食の国際化を

推進していきませんか。会員特典も色々とご用意しておりますので
是非ご加入をご検討ください

会社名

会社名

Interbound
Company

代表取締役社長

設立

小髙 芳宗
▼企業HPはこちら

ホテル三日月

メッセージ

コロナ前の2019年台湾からの訪日数は年間489万人。

登壇資料

人口が2360万人ですので訪日の比率は驚くべき数値に。
今や訪日できないストレスは頂点に達しているとの報道も

第二部の講演資料は、会員企業セミナー参加者（アン
ケート回答者）は御覧頂けます。詳細は事務局まで

飲食業、印刷業、製本業、不動産業、
海外進出コンサルティング、無人航
空機事業。金ブランド品買取り

千葉県勝浦市墨名820

企業サイトはこちら

詳細はこちら
セミナー告知動画

鈴木浩一

平成19年3月

も、現在では国内にとどまらずインドネシア、

ダナン三日月

ポスタス企業サイト

カンポマリノ企業サイト

東京都文京区小石川5-38-1
メッセージ
印刷会社の一部門からスタートした外食事業

外ホテル事業(オフェンス)、日系企業最大

Facebookはこちらから▼

本社所在地

るべく、足元の国内事業（ディフェンス）
に磨きをかけ、ベトナム国ダナン市での海

協会公式サイトはこちらから▼

マレーシア、フィリピンなどの海外にも7店舗
展開 をしております。海外事業の課題を解決

180億円の観光コンプレックスを設立し、日

する べく立ち上げた、新しい枠組みで海外展

本文化の発信基地として2022年のグランド

開のお手伝いの事業もスタートするなど、時

オープンを目指します。

代のニーズに対応し展開しています。

▼企業HPはこちら

▼動画配信中！

編集：協会事務局

一般財団法人アジアフードビジネス協会事務局

お問い合せはこちら
100号ご挨拶動画
協会案内はこちら

編集長：橘川 昭文

代表取締役

設立

激変する環境変化にも耐えうる企業をつく

▼ダナン三日動画
発行人：渡辺 幹夫

協会の動画情報はこちらから▼

事業内容

事業内容
スパホテル、レジャー施設運営、
テナント、商社事業、ビル所有
運営、太陽光発電所

昭和36年

インターバウンドカンパニー

協会会員情報はこちらから▼

株式会社ザクロス

株式会社ホテル三日月

本社所在地

企業サイトはこちら

2022/02/28

＞＞セミナーお申込みはコチラ

本年２回目の協会主催オンラインセミナーを令和3年3月10日（木）に開催いたします。
今回のセミナーは【アフターコロナの今こそ地方の国際化のチャンス～地方ならではの魅力を訪日客目線で引き出せ
～】と題し、地方の国際化が日本の国際化を推進し飛躍させるポイントになることをご説明頂きます。
今回登壇して頂く講師は、第一部は地方活性化のフロントに立ち、政府や地方自治体と連携しながら、地方への渡航者
の誘導とともに地域産品の流通を連動した地域活性化に取り組みをしている、地域創生推進協同機構の代表取締役の庄
司氏にご登壇頂き、アフターコロナを見据えた時代の新たな地域活性化のモデルについてお話頂きます。
続きまして第二部では、“台湾に本拠を置き”“台湾人目線”で“台湾人のインフルエンサーとの連携”で“台湾人動向に対応
した独自戦略”を展開しているマーケティング専門企業であるインターバウンドカンパニーの大塚董事長にご登壇頂き
ます。地方都市に広がる訪日客の状況や、中でも地方都市観光の牽引役でもある、台湾人訪日客の現状とアフターコロ
ナで求められるニーズなどをお話頂きます。

ご登壇して頂きます

アンケート集計結果

開発秘話動画

新会報誌説明動画

〒262-0019

千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘4丁目1-24-201

TEL & FAX：043-276-0695 Mail: info@asiafood.jp

Japan Food Consulting
施設紹介

現状空撮

HP

紹介動画

企業サイト

クックピット企業サイト

＜協会活動を支えている諸先輩方＞

アジアでの仕事を通じて思うこと
会員新店舗情報

日本飲食団体連合会（食団連）に
加盟致しました

＜楽 観＞
～新規店舗続々オープン～

3月30日下北沢に新店舗オープン

店舗紹介動画

『当社が力を入れているFC店舗が､
昨年12月に､川越と所沢に、そして
本年1月には秋津にオープンしました。
どの店も､沢山のお客様が列をなし､
大変繁盛しております。当社の直営
店は､3月30日に下北沢の新施設『ミ
カン下北』オープン致します。
HP

会員商品情報
＜トライスター＞
～宮崎県産キャビア～

高島屋様のオンラインストア掲載決定
㈱トライスターでは1年前から自社ブ
ランドの宮崎県産キャビアを販売して
おります。この度、高島屋様のオンラ
インストアに掲載が決定いたしました。
3月9日より販売が開始されます。又、
7月にはイトーヨーカ堂様が昨年の年
末商戦用の商品に引き続き、夏季商戦
用の商品としても採用される予定です。
商品紹介

販促動画

HP

＜亀屋紋蔵＞
～草餅～

1日1万個販売する名物「草餅」
小江戸として人気の川越で180年前に
創業された「紋蔵庵」。川越には2月
28 日 に 生 活 習 慣 病 予 防 の た め 「 草
餅」を食べる習慣があり、「紋蔵
庵」 では1日1万個を販売しています。
HP

草餅製造動画
＜アミノ＞

ひなちらし３種類を販売

新型コロナウイルスの感染拡大は、飲食事業に多
大な影響を及ぼしています。
一時的に感染者数は減少したものの、オミクロン
株の感染拡大に伴い未だ先行きの見えない不透明
の状況となっています。

田中秋人氏

タイ外食市場の現状と市場トレンド

動画

情報提供企業
タイにおけるコロナの現状、外食市場の近況など

Kadence International(Thailand)

▼動画配信中！

濱野 英和
Hidekazu Hamano

代表取締役
コロナ禍の中、多くの飲食店が廃業を余儀なくさ
れており、今後も起こりうる自然災害や新たな感
染症、経済不況を見据えこの機会に飲食店がオー
ルジャパンで声を集め、声を上げるプラット
フォームが必要との思いから、2021 年 12 月 22 日
に飲食業界の新団体として食団連が設立されまし
た。
当協会の会員も外食事業が多く、日本飲食団体連
合会（食団連）の主旨に賛同し、現在食団連に加
盟を致しました。

＜日本貿易振興機構（JETRO）＞
2022年度分の募集を開始しました！
「新輸出大国コンソーシアム」専門家による
海外展開支援 パートナーによる
ハンズオン支援 お申込み（審査あり）

タイの現状動画

HP

ウェビナー開催のご案内：中小機構

タ イ の 最 新 情 報 を タ イ で マ ー ケ テ ィ ン グ 事 業 を 展 開 し て い ま す Kadence
International(Thailand)の Managing Directorである濱野氏からご説明頂いています。
現在タイでのコロナの状況や外食市場、特に日本食レストランの近況や新たなトレンド、
消費行動の変化などを現地目線かつマーケティング専門家の分析を交えてご説明して頂
きました。タイでのマーケティングに関するご質問やご要望がございましたら事務局ま
でお問い合わせください。＞＞事務局メールはコチラ

協会では在日外国人ユーチューブチャンネルであるサムライフラッグと連動し、在日ないしは、日本
に居住経験のある外国人の皆様から見た、日本食の魅力や外国人から見た課題を探ってまいります。

お申込みの際には「申込要領」 と 「2022年度専門
家による海外展開支援 応募・利用条件兼同意書」
を必ずご確認のうえオンライン登録・書類WEB送
付を行ってください。
詳しくは以下のHPよりご参照ください。

協会会員情報はこちらから▼

概要説明動画

協会の動画情報はこちらから▼

【サムライフラッグの情報】

在日外国人Youtuber紹介
現職：IT関連業務
ご自身のYouTube Channel

JETROでは海外ビジネスに精通した専門家（パート
ナー）が、継続的な企業訪問・海外出張同行を通じ
て、海外展開の作成支援から海外販路開拓、立ち上
げ、操業支援まで一貫して支援します。

HP

3月3日のひなまつりに、うまい鮨勘のひなちらしはいかがで
しょうか。今年は、よりいっそう華やかに生まれ変わった３種
類がお目見え。桃の節句のお祝いだけでなく、ランチタイムや
食卓の彩りにも購入しやすい１人前で各種ご用意しております。
食材仕入れ、仕込みはもちろん、職人が１つ１つ丁寧におつく
りします。
ブランド動画
HP

前理事長・現評議員

タイ外食市場

ご自身のInstagram
私が感じた日本食
レストランの可能性と課題
動 画

パーン
国籍：タイ 在日歴：7年

タイ人とガールズトークで
日本についての本音を聞い
てみた【外国人の反応】

タイ人が日本に憧れる
理由を解説します

外国人の目から見て感じた日本の魅力や、海
外から見た日本や現地の魅力を提供している
チャンネル。世界各地に国籍を持つ在日外国
人ユーチューバーを中心に、幅広いジャンル
で情報を配信しています
現在チャンネル登録者数は12万人
🔽 サブチャンネル
『サムライフラッグの休日』
https://www.youtube.com/channel/UChO
w...
🔽 サムライフラッグ公式サイト
（メンバー情報）
https://samuraiflag.com/samuraichannel/
🔽 Instagram
（撮影のオフショットなど）
https://www.instagram.com/samuraiflag/

外国人ユーチューバーとの連動やご質問がありましたら、事務局にお問い合わせください
＞＞事務局メールはコチラ

Facebookはこちらから▼

協会公式サイトはこちらから▼

お問い合せはこちら

食産業の海外展開セミナー「1から学ぶ、輸出入
と規制の基礎をお届け！」
食産業界の中小企業が海外展開を目指す際に、押さえたいポ
イントや注意すべき法律・規制などについて、食産業の専門
家が基本から解説します！「海外進出してみたいけど、何か
ら始めれば分からない・・・」「食品の輸出入をしたいけど、
各国の規制はどうなっているんだろう？」といった悩みをお
持ちの皆様、必見です！
■日時
2022年3月8日（火曜）
14時00分～16時00分（日本時間）
■申込方法
先着500名程度
Zoomウェビナー
■お申込みはこちら
■対象者
海外展開が初めての食産業関連中小企業、これから食産業に
進出する中小企業、食産業に関わる規制等の情報を収集した
い中小企業
■参加費
無料
■講師
清松直之アドバイザー
【中小企業アドバイザー】 清松 直之 氏
■タイムスケジュール
13時30分～ ウェビナールーム開設
14時00分～14時10分 挨拶・オリエンテーション
14時10分～15時10分 講演
■輸出・海外現地進出の基礎
各種規制等の基礎
15時10分～15時20分 質疑応答
15時20分～15時25分 中小機構の支援事業紹介
15時25分～16時00分 農林水産省の支援事業紹介
■お問い合わせ
販路支援部 海外展開支援課
Mail： kei-kokusai@smrj.go.jp

発行人：渡辺 幹夫 編集長：橘川 昭文

編集：協会事務局

一般財団法人アジアフードビジネス協会事務局
〒262-0019

協会案内はこちら

千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘4丁目1-24-201

TEL & FAX：043-276-0695

Mail: info@asiafood.jp

