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協会案内はこちら

協会会員情報はこちらから▼ 協会の動画情報はこちらから▼

Facebookはこちらから▼

クオンタムリープアジア

企業サイト

山松水産

企業サイト

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

協会公式サイトはこちらから▼
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＜第6回オンラインセミナー＞

100号ご挨拶動画

2022年度活動方針

セミナー告知動画

アンケート集計結果

セミナー終了後にご回答を頂きました

アンケート集計を限定公開いたします。

アンケート集計結果

セミナー収録動画

長いトンネルの出口が見えてきた最近、観光復活の
ウォームアップが始まりました。
今回のセミナーでは、インバウンドアウトバウンド双方
でニーズが高まってきている台湾市場について専門家か
らお話を頂きます。セミナーでは具体的に、「台湾コロ
ナの現状とインバウンド回復の兆しをどう見るか」「今
後のインバウンドにおけるブロガーとの組み方」「アフ
ターコロナに有効なインバウンド手法解説」「台湾進
出、越境EC編（その難しさと新法の解説）」など台湾
市場の現状や魅力についてご説明頂きます。

セミナー登壇資料

アンケート回答並び会員対象にセミ

ナーで使用しました資料（合計42頁）

を希望者の方に進呈致しました。

第7回無料オンラインセミナーをインターバウンド推進協議会との

共催で開催いたします。
＞＞セミナーお申込みはコチラ

登壇者のプロフィール

第6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（６月8日
予定）致します。公開後にご案内をさせて頂き
ますので、是非ご視聴ください。

台湾ブロガー協会常務理事/ FITプロデューサー/
通訳案内士/唎酒師/日本酒インポーター/日本語
教師。日本ドライブ取材200回超、3冊の日本個人
旅行ガイドブックを著作。IBCと連携し、台湾人
ブロガーの意識と能力の向上に尽力。
「ブロガーは広告媒体ではなく、ビジネスパート
ナーです」

視聴するとこんな情報が得られます

地方自治体・政府のインバウンド担当の方、

具体的に今後の事業を検討中の方

商品を台湾に輸出されたい方、越境ECを考えている方

台湾への事業進出や現地拠点を考えている方

台湾で事業を行っていて販促を強化されたい方

ロングライフパートナー

企業サイト

クリエイティブリゾート

企業サイト

ブロガー酒雄（石松函）

台湾在住19年。日本企業の台湾進出を支援するベ
ンチャーリンク台湾代表。幅広い分野の大小進出
企業に対し、経理・労務・店舗運営などの支援実
務を現場で指揮を執り行う。食品輸入も経験豊富。
元JETRO輸入コーディネイター。
「台湾進出のハードルは低く思われがちですが、
落とし穴は数多い」

坂端宏治

台湾在住8年。インターバウンド推進協会理事長
/盈多亞邦股份有限公司董事長。JTB海外旅行専
門事業部出身。単身乗り込み世界10都市で現法設
立、台湾でゼロからWi-Fiルーターを普及させた。
台湾人ブロガーの商用活用の先駆者。
「インバウンド変革が始まります。無名だった地
域にこそチャンス」

大塚順彦

株式会社トライスター

会社名

事業内容

“食材”の宝庫である宮崎県産の食
品を全国に、紹介・販売をして
おります。2021年1月より自社ブ
ランドのキャビア「PRINCESS -
TOYOTAMA（プリンセス-トヨ
タマ）」の販売を開始し、百貨
店や有名飲食店をはじめ、多く
の皆様方に、ご愛顧いただいて
おります。

本社所在地

東京都足立区入谷7－15－2

設立

平成18年8月（2006年）
▼企業HPはこちら

株式会社フジマック

会社名

事業内容

業務用厨房機器総合メーカー。
高品質な機器とサービスでフー
ドビジネスをトータルサポート
します。

設立

昭和25年3月（1950年）

当社は、アジアの国々を中心として現地法人や製造拠点を開設し、グ

ローバルな事業を行なっています。海外出店されるお客様に対して、厨

房設備の提案、開発、製造、施工、保守まで、お客様のご希望に対応し

た厨房を総合一貫体制でサポート致します。

メッセージ

東京都港区南麻布一丁目7番23号

所在地

メッセージ

宮崎県内において不動産事業、不動産コ

ンサルティング事業等々を展開しながら、

2019年より物販事業部を立ち上げ、海

外事業を含め、様々な宮崎県産品の物販

を行っています。その中でも、2021年

より自社ブランドのキャビアである

「PRINCESS-TOYOTAMA」の販売を開

始。自社ECサイトや百貨店での一般消

費者向けの販売や、食品問屋や有名飲食

店様などへの卸販売を行っており、多く

の皆様方にご愛顧いただいております。

▼動画配信中！

企業サイト

紹介動画海外出店サポート
会員企業紹介

代表取締役社長

熊谷光治

▼サービス案内はこちら

代表取締役社長

渡邊 将史

企業サイト

▼企業HPはこちら

▼動画配信中！

第7回無料オンラインセミナー

インターバウンド推進協議共催

これからの台湾インバウンドと台湾進出
高まる訪日熱の中、台湾から今後の戦略をお伝えします

2022年6月28日（火）14:00-15:30

視聴無料 視聴登録スタート予定

6月8日より

https://www.asiafood.jp/
mailto:info@asiafood.jp?subject=会報誌からの問い合わせ
mailto:info@asiafood.jp?subject=会報誌からの問い合わせ
https://drive.google.com/file/d/1Zf8HUTPhS0lHmVje4xiRh4fZF-4VPkWI/view?usp=sharing
https://www.webfix.link/afba-specialpage/archive-post/
https://www.webfix.link/afba-membership__system/
https://www.facebook.com/asiafoodjp/
https://qxla.jp/ja/
http://www.yamamatsu-suisan.jp/
http://www.yamamatsu-suisan.jp/
https://www.asiafood.jp/
https://www.webfix.link/afba-specialpage/association-info/ai-video01/
https://www.asiafood.jp/
https://www.webfix.link/afba-specialpage/association-info/ai-video03/
https://www.youtube.com/watch?v=mhmNrNWij8A
https://drive.google.com/file/d/1CoOsNtZTR-SD4rKs1bpsX42TibqWEY03/view?usp=sharing
http://www.longlifepartner.org/
https://creative-r.com/
https://ibctw.com/company/related-companies/
https://tristarcorp.jp/
https://www.fujimak.co.jp/
https://www.fujimak.co.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=O_LSInQaA70&list=PLIePpHpjZkBoqezA44I9f6K1LHtVJXxMn&index=1
https://www.fujimak.co.jp/overseas-support/
https://www.webfix.link/afba-specialpage/member-companies-introduction/mci-video02/
https://tristarcorp.jp/


「タイ：世界の台所～日本企業に進出の機会～」

WEB セミナー（ウェビナー）

協会会員情報はこちらから▼ 協会の動画情報はこちらから▼

Facebookはこちらから▼
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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。

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/

ジャズ(Jazz furphy)
国籍：イギリス
在日歴：5年
現在の仕事:
英語の先生

在日外国人Youtuber紹介 【サムライフラッグの情報】

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

協会公式サイトはこちらから▼

お問い合せはこちら

私が感じた日本食
レストランの可能性と課題

＜協会活動を支えている諸先輩方＞

動 画

タイ政府は長年にわたり、食品産業をタイの強みと位置づけ、
「世界の台所」として推進してまいりました。とりわけ食品
企業を支える豊富な原材料、豊富な熟練労働者、堅実な制度
的支援、高度なインフラ、競争力のあるサプライチェーンに
は定評があります。高度化が推進されているタイの食品産業
の現況や最新の政策について専門家からご説明頂きます。

ご自身のInstagram

香港の外食市場の

現状と市場トレンド

香港における
コロナの現状、外食市場の近況など

▼動画配信中！

香港外食市場

情報提供企業

村田卓弥社長

当社は、日本の農業の輸出産業化を通じ、
生産現場の発展に貢献し、日本の農業を
持続可能にするとともに、日本のこだわ
りが育んできた美味しさを世界に届け、
食を通じて人々の生活を豊かにすること
を目指しております。

香港の現状動画

株式会社世界市場

お問い合せはこちら

～部会活動第一弾～

台灣部会、6月からスタート

昨年来取り組んで参りました協会の組織改革の中で、
オンラインセミナーに次ぐステップとして、会員限定
でオンライン形式での部会を6月よりスタートいたし
ます。
部会創設にあたり、会員の皆様のニーズを把握するた
め、アンケートなどにより、部会に関する要望の収集
をいたしました。その結果多くの会員の方々が要望す
る台灣部会をスタートすることとなりました。
座長は当協会の理事でもありますインターバウンド推
進協議会の大塚理事長、司会を事務局の橘川が担当い
たします。まずは台灣部会に参加を希望される方々と
の会合を通じ、皆様方のニーズを細分化してまいりた
いと思います。その上で優先順位を決めて部会を進め
たいと思います。

なお部会への参加は随時募集しておりますので、希望
される会員の方は、事務局宛にお問い合わせください。

［日 時］
2022年6月16日

（木）15:00-17:00

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

会員新商品情報

日本産食材サポーター店への料理人派遣を通じた「日本産食材
利用拡大支援事業」日本産農林水産物・食品の輸出拡大と海外
における日本食・食文化の普及を図るため、農林水産省補助事
業「日本産食材サポーター店への料理人派遣を通じた日本産食
材利用拡大支援事業」を実施しております。
現在、派遣料理人並び受け入れサポーター店の募集をおこなっ
ています。

～日本産食材サポーター店への料理人派遣～

日本産食材利用拡大支援事業

高級寿司店でも愛用される天
然のミナミマグロ。トロける
脂と濃い旨味が特徴です。当
社ではご家庭でもお手軽にお
楽しみいただけるよう、スラ
イスとネギトロにしました。
当社のオンラインショップか
らお求めいただけます。
※面倒な解凍やカットは不要
で、冷凍庫から冷蔵庫に移し、
4~5時間ほどでお召し上がりい
ただけます。

＜山松水産＞

焼津ミナミマグロ

今の時代IT化はあらゆる分野で急
激に進んでいます。 ITの活用は
ハードルが高いと思われがちです
が、ほんの少しの知識をもってい
るだけで簡単かつ飛躍的に作業効

＜Web Fix＞

～すぐに使えて便利で作業効率も向上～

役立つIT知識

＜VIDA CORPORATION＞

お問い合せはこちら

外国人が幻の日本酒と超高級
ハンバーグの軌跡のペアリン
グに言葉を失ってしまう

外国人がバスツアーで日本
の地方の魅力に大興奮！

外国人が初めて赤羽で居酒屋は
しご酒をしたらこの町の魔力に
ハマってしまったようです。

外国人が蕎麦、天ぷら、日
本酒の日本食を堪能してみ

た反応は？

香港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、香港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。

㏋

[講演手段]
ZOOMウェビナー

[主 催]
タイ王国大使館経済・投資事務所（BOI東京
事務所）タイ投資委員会（BOI）大阪事務所

［参 加 費］
無料

[言 語]
泰日同時通訳

◆お申し込み締切日
2022年6月9日（木）

◆お問い合わせ :
タイBOI東京事務所 Tel : (03)3582-1806 
Eメール：thaiboitokyo@gol.com

セミナー詳細・申し込

会報誌バックナンバーはこちら▼

Vol.100(2022年1月発刊）

Vol.101(2022年2月発刊）

Vol.102(2022年3月発刊）

Vol.103(2022年4月発刊）

会員企業である三日月様より、ダナン三日月の現状に関する情報がはいり
ましたのでご報告いたします。
来る６月1日にホテル棟（294室）が待望の新規営業となります。
コロナ期間も建築工事を継続し、規制緩和の流れを受けてのコロナ共存型
で開業を迎えます。7月よりダナン直行便の復活も決定し、国内旅行とイ
ンバウンドの両軸が揃うタイミングでベトナムのサマーシーズン到来を機
にしたグランドオープンとなります。全室がダナン湾を臨むオールオー
シャンビュー＆テラスには露天風呂を配する贅沢なひと時、22階のルーフ
トップではダナン随一の絶景とインフィニティプールを体験いただけます。
オープニングセレモニーは、ボールルーム「NIPPON」にて６月８日１０
時より開催となります。本プロジェクトに対してご理解と共感と尽力を頂
戴致しました日本政府の歴々たる方々より贈られたビデオMovieの披露を
式典にて予定しております。

HP

海外市場でのFCシステム運営や
出店する際のポイント

伊藤彰氏
（アドバイザー）

サントリー酒類(株) 営業推進本部
業務用統括部 MD推進担当

元日本サブウェイ株式会社 代表取締役社長
元Suntory F&B International COO

[後 援]
国際機関日本アセアンセンター、日本貿易振興機構（JETRO）、中小
企業基盤整備機構、一般社団法人日・タイ経済協力協会（JTECS）、
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、商工中金、日タイ・ビジ
ネスフォーラム（JTBF）

董事長ブログ

HP

率を向上させるものもあります。役立つIT知識では定期的にそ
んな目的の情報を配信しています

～ダナン三日月～
６月８日グランドオープニングセレモニー

ホテルオープン
予告Movie

（ホテル編）

ホテルオープン
予告Movie

（WaterPark365編）

▼大塚座長の台湾最新情報ブログ
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