＜第6 回・第7 回オ ンラ イ ン セミ ナ ー＞

第８回無料オンラインセミナー
外食事業者だからできる新たな活路

食との連携で日本の魅力を引き出す
「日本創再生」とは

第6回オンラインセミナー

第7回オンラインセミナー

セミナー収録動画

セミナー収録動画

バットロケーション（放っておかれた立地）を
食を生かした展開で再生させてきた戦略とは

2022年７月2７日（火）14:00-15:30

７月７日より

視聴登録スタート予定

視聴無料

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しております。激変した事
業環境の中、市場トレンドの変化やこれからの飲食事業
者の在り方について、ワンダーテーブルの秋元社長、千
房ホールディングスの中井社長よりご講演頂生きました。

6月28日に開催いたしました第7回オンラインセミナーを収録した動画は公開
を目指し現在編集を進めています。準備が整い次第ご連絡をさせて頂きます。

VOL.105

アンケート集計結果

セミナー登壇資料
アンケート回答並び会員対象にセミ

収録動画

2022.Jun

セミナー終了後にご回答を頂きました

ナーで使用しました資料（合計00頁） アンケート集計を限定公開いたします。

2022/06/30

を希望者の方に進呈致しました。

第8回無料オンラインセミナーが開催されます

アンケート集計結果

＞＞セミナーお申込みはコチラ
当協会はアジア

コロナ禍の影響で事業環境が激変する中、アフターコロナ
時代に対応したビジネスモデルの構築が急務となっていま
す。既存の仕組みでは対応できなくなってきた半面、新た
な枠組みで着実に成果を上げてきている企業もあります。
今回のセミナーでは、都心の中心地だけではなく、日本全
国に視線を広げ、その地域の特性を把握し、従来までバッ
トロケーション（放っておかれたエリア）と見られていた
地域の魅力を引き出し、複合的な収益構造による新たな事
業モデルで飛躍を遂げている事業者から、実例をもとにそ
の戦略や展望についてご説明頂きます。
既成概念・固定観念にとらわれることなく、客観的な目線
で“自己資産の有効活用と地域との連携”で【食から始まる
地方創再生】を進めている実例から、今後の事業展開の在
り方を考えて行きたいと思います。

登壇者のプロフィ ー ル
京都市上京区生まれ。神戸市外国語大
学英米語学科中退、1991年 バルニ
バービ設立、代表取締役に就任。2015
年 東証マザーズへ上場。現在、東京・
大阪をはじめ全国に95店舗（2022年6
月末時点）のレストラン・カフェ・ホ
テルを展開。近年は淡路島をはじめ、
食と宿を切り口に地方創再生に取り組
んでいる。著書に『一杯のカフェの力
を信じますか？』（河出書房新社）
『日本一カフェで街を変える男』（グ
株式会社バルニバービ ラフ社）がある。2022年2月には環境
省エコファースト企業に認定され飲食
代表取締役会長CEO兼CCO 業界の環境保全先進企業として牽引を
始める。
佐藤 裕久

視聴するとこんな情報が得られます
・地域の魅力の引き出し方
・外食事業者の新たな事業モデルと可能性
・これからの事業モデルの構築方法
・食と連携した地域活性化の可能性と実例
・外食事業者のアフターコロナ時代の出店戦略
・地域産品の活用方法

の食の世界展開を支援

日本食品海外プロモー
ションセンター
(JFOODO)
執行役

日本食品海外プロモーションセン
ター(JFOODO）執行役
1989年日本貿易振興会（当時）入会。
ロンドンセンター、総務部総務課長、
サービス産業部長、ハノイ事務所長
などを経て現職。2019年、ベトナム
政府より「ベトナムの投資計画事業
への貢献」表彰。
慶應義塾大学大学院商学研究科博士
後期課程単位満期取得退学
長崎県公立大学法人連携教授
慶應義塾大学産業研究所共同研究員
早稲田大学総合研究機構トランスナ
ショナルHRM
研究所招聘研究員

北川浩伸 セミナー告知動画

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

株式会社クリエーティブリゾート
事業内容

代表取締役 CEO

お問い合せはこちら
協会案内はこちら

編集長：橘川 昭文

所縁のある鹿児島県と地元兵
庫県の食材をメインに、地域
に根ざした とんかつ専門店の
運営・EC販売をしております。
設立

加藤 慎一

昭和51年（1976年9月）

設立

所在地
メッセージ

協会の動画情報はこちらから▼

代表取締役

中村 理恵

協会公式サイトはこちらから▼

Facebookはこちらから▼

バンズネット

アセットフロンティア

企業サイト

企業サイト

▼オンラインHPはこちら

本社所在地

平成26年8月8日（2014年）

山梨県富士吉田市松山1603

協会会員情報はこちらから▼

きりしま産業

事業内容

弊社は「わくわく感」を経営理
念とし、日本とベトナムで飲食
事業を中心に展開をしておりま
す。

▼企業HPはこちら
企業サイト

兵庫県加古川市別府町新野辺
1150-11
メッセージ

オンラインHP

弊社は現在、日本（山梨県河口湖エリア・沖縄宮古島）とベトナム（ダナ

旅館業を営んでいた祖父の会社を受け継ぎ、2002年「とんかつ きりし

ン）で飲食業・料理体験（６業態）を中心に展開しております。飲食業・

ま」が開店。彩り豊かなメニュー開発、健康志向等 多様なニーズにお応

料理体験の他には、食品製造・販売業を行っております。今年の１０月に

えし、『みんなで一緒に食を楽しめる場』として、日々精進を重ねてお

新食品工場が竣工予定です。この新食品工場は、自社商品（レトルト・

ります。2018年農林水産省補助事業「日本食料理人の海外展開セミ

瓶・瞬間冷凍・真空パック）だけでなく、それらを小ロットからOEMを受

ナー」研修参加を機に、自社を見つめ直し、店舗運営の傍ら加古川市ふ

けさせていただいております。ハラール認証・FSSC20000認証を取得予定

るさと納税他、ECサイト（６サイト）でも販売を行い、海外販路も視野

です。また、国内外に関連会社が３社あり人材紹介業・消耗品製造販売・

にブランディングに努めています。

農業等を行っております。

発行人：渡辺 幹夫

有限会社

▼動画配信中！

編集：協会事務局

▼動画配信中！

一般財団法人アジアフードビジネス協会事務局

100号ご挨拶動画
2022年度活動方針
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ブランド紹介動画

ほうとう体験会

店舗紹介

NHK放映動画

エイトジャパン

ユニワイド

企業サイト

企業サイト

～６月８日～

ダナン三日月グランドオープン

＜協会活動を支えている諸先輩方＞

マレーシア外食市場

現状と市場トレンド

情報提供企業

ホテル三日月
オープニングセレモニー

ダナンTV
デイリーニュース

次代を担う
皆様へのメッセージ
内田 達也氏

マレーシアの外食市場の

Tsubakimoto Group Inc,

マレーシアにおける
コロナの現状、外食市場の近況など

Funder&CEO

▼動画配信中！

椿本 健太

マレーシア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、マレーシア市場の
魅力とリスクなどについてご説明を頂いております。

㏋

お問い合せはこちら

株式会社ホテル三日月では、創業60周年の記念事業、複合レジャー開発「ダナン三日月」Project（総敷地面積約１３㏊）が2022
年６月１日に営業開始。既存レジャー・レストラン施設に、ホテル棟(オールオーシャンビュー294室）を新たに加え、待望のグ
ランドオープン。
本Projectは「日本品質・日本文化の情報発信基地」を設計・サービスコンセプトとして、体験型の文化交流を提供。
ホテル三日月グループ（千葉県 龍宮城スパホテル三日月/栃木県 日光きぬ川スパホテル三日月）の各館と同様に、「親子三世
代」に長く愛されるホテルを目指し、弊社プラットホームでの「観光地」を共創する百年企業への挑戦です。
６月８日の披露式典を、日本とベトナムの政財界トップ方々と450名を超えるご来賓の祝福の中で華やかに開催いたしました。

プレスリリース

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。

会員新商品情報
＜アセットフロンティア＞

ハラル対応 帆のる ごはんシリーズ

在日外国人Youtuber紹介

良質で低価格のSDGs黒毛和牛（経産牛）
原宿で食べ歩き！人生初
の超巨大な綿菓子に衝撃
をうけました

Minh Qu

わかりやすい、調理いらずの「即食」が東南アジアで受
けている中で、レンジアップで手軽に食べられる本格的
な美味しいごはんを味わって頂けるよう開発。米どころ
新潟のお米を使用した本格的炊き込みご飯で、賞味期限
も2年と長く、ハラル認証付きでムスリムの方々も安心し
て召し上がって頂ける商品です。今後は世界のムスリム
向けに販売してまいります。

【サムライフラッグの情報】

＜エイトジャパン＞

国籍：ベトナム 在日歴：６年
現在の仕事: IT系

以前は固いと思われがちであった経産牛ですが、弊社が
販路拡大支援をしているベゴザベストが提供する経産牛
は、濃厚な旨味と芳醇な香りが特徴です。脂はあっさり
として食べやすく、コクと深みのある赤身の美味しさも
楽しめるお肉となります。

ご自身のSNS Channel
YouTube[ :Quy Channel
Facebook

動

画

マレーシアの現状動画

ツバキモトグループは、フランチャイズによる
マレーシア進出を支援するコンサルティング会
社です。自らが率先して現場に入り、事業の立
ち上げを主導的に進める事業参画型のコンサル
ティングが当社の特徴です。

VTV8
ニュース

（評議員）
一般社団法人 総合研究フォーラム理事、
元 清水建設(株)テナント営業部長

生まれて初めて金目鯛の煮付
けを食べましたが…予想外…

静岡旅行中に焼肉食べ放題
へ行ったら食欲がとまりま
せんでした

外国人が宇都宮餃子を食べたら
大感激…【ベトナム・チン首相
の歓迎会に参加】

私が感じた日本食
レストランの可能性と課題

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/

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

HP
お問い合せはこちら

WEB セミナー（ウェビナー）

JETRO 埼玉発マレーシアの食品市場を狙え！
日本食の有望市場の1つであるマレーシアをターゲットとし、
埼玉県産食品の販路開拓のためのWEBセミナーを開催します。
本セミナーでは、在マレーシア日本国大使館から「マレーシア
の概況」を、ジェトロ・クアラルンプールから「日本食市場の
概況と新たな流れ」について解説する他、マレーシアで30年
以上に渡り食品事業を展開する県内企業で、当協会の会員でも
あります桃太郎食品様より、実際のビジネス経験に基づく市場
の魅力や留意点についてお話しいただきます。
◆日時：2022年7月15日（金曜） 15時00分～16時30分
◆場所：オンライン開催 （ライブ配信）
◆使用アプリ：Zoom
◆お申し込み方法：
イベント申し込みページで必要事項を入力・送信してください。
※はじめてのお申し込みの方は「お客様情報登録」（無料）が
必要です。
◆締め切り：2022年07月12日（火曜） 23時59分
◆お問い合わせ先：ジェトロ埼玉 （担当：美濃部、清水）
Tel：048-650-2522 Fax：048-650-2530 E-mail：
STM@jetro.go.jp
セミナー詳細・申し込

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

協会会員情報はこちらから▼

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▼

～部会活動第一弾～

お問い合せはこちら

Vol.101(2022年2月発刊）

台灣部会、6月23日にスタート
台灣部会が6月23日にスタートしました。部会には外食事業
者、食品メーカー、海外進出支援会社などが参加。話題を絞
りテーマごとに深堀して毎月開催をしていく予定です。

会報誌バックナンバーはこちら▼
Vol.100(2022年1月発刊）

Facebookはこちらから▼

Vol.104(2022年5月発刊）

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

Vol.102(2022年3月発刊）
Vol.103(2022年4月発刊）

発行人：渡辺 幹夫 編集長：橘川 昭文

〒262-0019
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