＜第5 回オンライ ンセ ミ ナー ＞
前回実施されました第5回オンラインセミナーの資料

セミナー収録動画

セミナー登壇資料

第5回オンラインセミナーを収録した動画を協会
公式サイトアーカイブス動画頁に掲載しました。
お気軽にご視聴ください。

アンケート集計結果

アンケート回答並び会員にはセミナー

セミナー終了後にご回答を頂きました

で使用しました資料（全７４頁）を

アンケート集計を限定公開いたします。

2022.Apr VOL.103

公開しています。

セミナー動画

アンケート集計結果

2022/04/27

第6回無料オンラインセミナーが開催されます
▼HPはこちら

＞＞セミナーお申込みはコチラ

第6回オンラインセミナーでは、外食事業者の代表とし
て業界を先導し政府との折衝にも当たっている、国内
外に125店舗以上を展開する飲食店経営(株)ワンダー
テーブルの代表の秋元社長と、国内外でお好み焼，鉄
板焼業態の展開と冷凍食品販売をしており、関西外食
事業者の若手経営者の牽引役であり協会の理事でもあ
る千房HDの中井社長様に登壇頂きアフターコロナに向
けた取り組みや、新たな時代の飲食事業者に求められ
る姿についてお話を頂きます。

視聴するとこんな情報が得られます

・飲食事業の市場動向が掴める
・食に関するトレンドが掴める
・コロナ後の戦略のヒントが得られる
・飲食事業者の新たな活路が学べる

旅行サイト“トリップアドバイザー”でエリア上位を独占。Peter Luger
Steak House TokyoやJean-Georges Tokyo、Lawry’s The Prime Rib、
Barbacoaなど、予約の取れない人気店を多数抱える。また、社長業と
並行し、日本飲食団体連合会や日本ホスピタリティ推進協会を始め、
数多くの委員や理事を務めている。

1976年生まれ、大阪府出身。慶應義塾大学経済学
部卒業後、野村證券株式会社に入社。超富裕層向
けのプライベートバンキング業務に14年間従事。
2014年、長兄の他界を機に父の経営する千房株式
会社に入社、専務取締役に就任。飲食業の経営に
携わる一方、大阪拘置所・和歌山刑務所の篤志面接委員として受刑者
の改善更生に向けた面接、講話活動を行い再犯防止に取り組む。2018

副会長。一般財団法人アジアフードビジネス協会理事

セミナー告知動画

協会案内はこちら

100号ご挨拶動画
2022年度活動方針

編集長：橘川 昭文

株式会社マイナビ
事業内容
宣伝、広告、ピーアール業
求人・採用活動に関するコンサ
ルティング、セミナー、講演会、
教育、研修業務
設立

業務用の完全無添加の白湯ストレー
トスープを日本で初めて製造し、全
国1,500店舗以上のラーメン専門店に
販売。タイにハラール対応のスープ
工場も設立。

代表取締役

▼企業HPはこちら

協会公式サイトはこちらから▼

Facebookはこちらから▼

企業サイト

東京都足立区入谷7－15－2

会員企業紹介

メッセージ

農業関連情報サイト【マイナビ農業】を運営しており、おかげ様で日

アフターコロナを見据えて、弊社はこれまでの事業の柱であるスープ

本最大級の規模に成長しました。2021年に一次産業に特化した求人サ

製造・販売に加え、全国のコンビニとの「食」に関するコラボ事業を

イト【マイナビ農林水産ジョブアス】のサイトをオープンし、

新たに立ち上げ、収益の柱に育てます。皆さんこの新コラボ事業に参

「情報 + 人材」サービスを通じ、一次産業に関わる課題を解決します。

画して、一緒に儲けませんか！

◆マイナビ農林水産ジョブアス◆
▼HPはこちら

協会の動画情報はこちらから▼

本間 義広

本社所在地

東京都中央区日本橋富沢町７－１

協会会員情報はこちらから▼

事業内容

平成18年8月（2006年）

所在地

メッセージ

株式会社クックピッド

設立

昭和48年8月（1973年）

ザパークレックス人形町

是非ご加入をご検討ください

会社名

会社名

1969年埼玉県生まれ。大学時代、飲食店でのアル
バイトでマネジャーを経験。1992年 ㈱ミュープラ
ンニング&オペレーターズ入社、数多くの飲食店を
手掛け、頭角を現す。1996年ワンダーテーブル転
職し、現会長の林と共に事業改革を推進。
2002年に取締役、2012年より現職。現在、国内外
125店舗以上のレストランを展開。世界最大の

発行人：渡辺 幹夫

お問い合せはこちら

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

株式会社ワンダーテーブル 代表取締役社長 秋元巳智雄氏

年より現職。一般社団法人大阪外食産業協会 副会長、道頓堀商店会

・飲食事業の可能性や課題が学べる

しております。協会員となって食の国際化を

登壇者のプロフィ ー ル

千房ホールディングス株式会社 代表取締役社長中井貫二氏

激変した飲食業界のトレンドや最新の動きが分かる

当協会はアジア
の食の世界展開を支援

▼動画配信中！

◆新サイト制作中◆

VIDAコーポレーション

フジマック

企業サイト

企業サイト

大成食品

虎ノ門中央法律事務所

企業サイト

事務所サイト

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

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

専用サイト

紹介動画

＜協会活動を支えている諸先輩方＞

新店舗情報

シンガポール外食市場

～本年4月より本格始動～

シンガポールの外食市場の

日本飲食団体連合会設立総会に参加
情報提供企業
IMEI（Exim）Pte.Ltd.

新店舗「冨士天ぷら いだ天 宮古南店」

ブランドPR動画

会員新商品情報
＜愛粧堂＞

プレミアムサフラン
～イラン産サフラン100％使用～

商品紹介

「プレミアムサフラン」はイラン産サフラン
100％の健康食品です。サフランには抗酸化
作用の高いクロシンという成分が多く含まれ
ており、紀元前から世界各地で香辛料・染
料・香料・薬用として重宝されてきました。
世界で最も高価なスパイスといわれ、1gあた
り150本以上の花を使用し、摘み取りからす
べて手作業、伝統的な製法にて製造されてい
ます。料理だけでなく、デザート、ドリンク
としても楽しめるサフランを是非お試しくだ
さい。

食団連HP

天然除菌水「ユニウォッシュ」

商品案内動画

2017年より産業廃棄物でもあるホタテの貝殻
を活用した天然除菌水「ユニウォッシュ」を開
発、販売。100％天然由来で、アルコール・化
学物質等一切不使用。除菌水では希少な新型コ
ロナウイルスの除菌効果も確認。（特定非営利
活動法人バイオメディカルサイエンス研究会）
消臭効果も強く、この一本で除菌、消臭対策が
出来ます。廃棄物（ホタテ貝殻）を利用し、環
境にも人にも優しい、【持続可能】な商品です。
＜相生産業＞

～不動の人気No.1商品～

おいしさ、うまから！ 「唐辛子味噌」

HP

おいしさ、うまから！ 「唐辛子味
噌」 不動の人気No.1商品！！味噌、
にんにく、唐辛子の絶妙なブレンド
でお肉、お魚はもちろん、ぎょうざ、
焼きお にぎ り、 焼き そば 、野 菜ス
ティックなどさまざまな料理にお使
いいただけます。マイルドな辛味で
老若男女を問わず、お楽しみいただ
ける商品です。

シンガポールにおけるコロナの状況やロシアのウクライナ
進攻による影響、飲食業の現状、シンガポール市場の魅力
とリスクなどについてご説明を頂いております。

㏋

大阪・関西万博の海外ビジネスへの活かし方
2025年に大阪・関西万博が開催されます。万博をより魅力的な
ものとするためには様々な企業・団体の参加が不可欠なため、
大阪・関西万博では、これまでの万博よりも多様な企業向け参
加枠組みが準備されています。本ウェビナーでは、中堅・中小
企業の方が活用しやすい参加枠組みについて紹介するとともに、
大阪・関西万博をどのように海外ビジネスに活かすことができ
るのかについてお話します。ご関心のある方々におかれては、
ぜひご参加ください

お問い合せはこちら

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。

【サムライフラッグの情報】

在日外国人Youtuber紹介

当協会では会員企業の支援の一環として「IT化の促
進」を強化ポイントの１つとし、IT技術を活用したオ
ンラインセミナーやアーカイブス動画頁の整備により、
“地域・時間”の障壁解消に向けた取り組みを実施して
まいりました。しかし当協会の会員企業の多くが国際
化を進める上で最大の壁となっている“言語”の障壁を
解消が求められていました。協会ではこの課題を解消
の一助となるべく、4月よりAIの活用により30か国語
の自動翻訳と自動議事録生成機能も持つAilsを導入し、
4月26日に 説明会を開催するとともに、この機能を
使い、部会創設に関するヒヤリングを兼ねた体験座談
会を開催いたしました。当日は多数の会員企業が参加
し機能を体感いただくとともに、開設を予定している
部会に関してご意見を頂戴いたしました。

協会会員情報はこちらから▼

【JETROウェビナー】

総会記事

Ailsを活用した体験座談会を開催

イギリスで大人気のカツカ
レーは日本を超えた？
【外国人の反応】

外国人だから伝えたい日本
人の真の魅力と日本の可能
性！

テシ リッゾーリ(Tessa Rizzoli)
国籍：イタリア
在日歴：
2018年〜2019年まで上智大学へ留学
現在の仕事:
ジャーナリスト/テレビニュース

ご自身のInstagram

画

シンガポールの現状動画

シンガポールにて、日本食の輸入卸を行ってい
るIMEIの三浦と申します。1981年に創業し、現
在は仙台市に本社があるカメイ株式会社の100％
関連会社となります。年間１５０本程度の２０
FTコンテナを日本から輸入しており、飲食店や
小売店へ日本食を販売しております。

～導入システムの説明・体験と部会創設に関するヒヤリング～

HP

動

▼動画配信中！

＜ユニワイド＞
～産業廃棄物でもあるホタテの貝殻を活用～

高木 眞氏

シンガポールにおける
コロナの現状、外食市場の近況など

三浦 信樹社長

2022年4月20日（水）帝国ホテルにて一般財団法人
日本飲食団体連合会（会長：服部幸應 以下食団連）
の設立総会が開催されました。「日本の食文化を未来
に繋げるとともに、食産業の発展、食にかかわる従事
者の社会的地位向上への寄与」を団体の使命に掲げ、
その趣旨に賛同する日本の飲食に係る業界団体により
旗揚げをされました。総会開催時点で当協会も加盟を
完了しており、設立総会時には加盟団体は36団体規模
となっております。今後当協会では、食団連との連動
を積極的に進め、会員企業並び関係先の支援に生かし
てまいります。

元理事・前評議員

現状と市場トレンド

＜クリエーティブリゾート＞

ライブキッチンがコンセプトの【冨士
天ぷら いだ天】で、初の沖縄料理もご
提供。主役の揚げたての天ぷら各種は
もちろん、そのお供として宮古老舗製
麺所の麺を使用した沖縄そばが楽しむ
ことができる【冨士天ぷら いだ天 宮
古南店】を、3月1日にオープン致しま
した。
HP

部下の育成とお客様視点を磨く要諦

外国人が人生初のお好み焼
きに感動が止まりません

ウクライナ支援のため緊急
帰国しました【収益寄付】

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15万人
🔽 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/

私が感じた日本食
レストランの可能性と課題

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
お問い合せはこちら

概要説明動画

日時
場所
2022年5月20日（金曜） オンライン開催
14時00分〜15時20分
（Zoom）
※日本時間
参加費
無料

定員
200名程度
（申込先着順）

お問い合わせ先
ジェトロ大阪本部 事業推進課
Tel：06-4705-8601
E-mail：osa@jetro.go.jp

主催・共催
ジェトロ大阪本部
公益社団法人2025年
日本国際博覧会協会
お申し込み締め切り
2022年05月19日（木曜）
12時00分
セミナー詳細・申し込み
はコチラ

会報誌で自社のPRをしてみませんか
◆会員の皆様◆
アジアフードビジネス協会では、会報誌を通じ協会活動ととも
に外部機関との連携により、食関連の国際化に係る様々な話題
をご提供しています。協会ではこの会報誌を協会員のPRの場
と位置付け、現在期間限定で会員企業は無料で自社の店舗・商
品・サービスなどの情報を掲載しています。是非この機会に会
報誌を活用して自社のPRをしてみませんか？
◆連携希望の皆様◆
当協会では外部機関の方々との連携を強化しております。当協
会との連携をご希望される方はお気軽に、事務局にお問い合わ
せください。
事務局へのお問い合わせ

協会公式サイトはこちらから▼

協会の動画情報はこちらから▼

会報誌バックナンバーはこちら▼
Vol.100(2022年1月発刊）

お問い合せはこちら

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

Facebookはこちらから▼

Vol.101(2022年2月発刊）
Vol.102(2022年3月発刊）
上記以前バックナンバー

〒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

