マレーシア特集
マレーシアでは既にアフターコロナ時代がスタートしています。
マレーシアでは想像以上に日本ブランドのニーズが高まりを見せています。
今月号のAFBA Monthlyでは、その状況をお伝えします。

『日本ニーズが高まるマレーシア』
日本では、まだまだコロナ禍の影響から抜け出せない状況でありますが、海外では
アフターコロナの時代が既にスタートしています。海外への渡航もままならない状
況の中、皆様から現地の現状を知りたいとの要望を多数頂き、協会では海外に居住
している関係者の皆様のご協力のもと、現地目線での現状をおうかがいし、会報誌
やアーカイブ動画ページを使いお伝えしております。関係者の皆様からの現状をお
伺いしていますと、海外各地で本格的な日本食や日本ブランドの人気が高まってい
るようです。今月号の会報誌ではその様子をお伝えしてまいりたいと思います。今
月号では協会とゆかりがあるマレーシアでの日本ニーズの高まりについて、マレー
シアと日本の親交関係を作られた経緯、現在のマレーシアの現状を現地駐在の関係
者や、連携しているYouTuberの情報をもとにお伝えいたします。また当協会の会員
が取り組んでいるマレーシア市場参入の支援活動に関してもご紹介いたします。

第9回オンラインセミナー

第8回オンラインセミナー
協会のアーカイブ動画サイトでは、セミナー収録画像をご提供しており
ます。セミナー当日視聴できなかった方、もう一度視聴した方は是非こ
の頁をご活用ください。今回は、地域活性化事業を展開しているバルニ
バービの佐藤会長からのご講演を収録しアーカイブ動画頁で公開致しま
した。淡路島での事例などを地域活性事例も紹介しておりますので是非
ご視聴ください。

日馬友好の経緯について

第9回協会セミナーは、当協会、インターバウンドとKDCとの3社
共催で、東京（新大久保）、台湾（台北）のそれぞれの会場を結
んだ二元中継、プラスオンラインでのハイブリッド形式で開催い
たします。東京会場ではセミナー後に、懇親会も開催する予定で
す。詳細が決定しましたら、協会サイトやメールなどでお知らせ
いたします。是非ご参加ください。

協会・インターバウンド・KDC共催

台湾インバウンド＆台湾進出セミナー
台北・東京二元ライブ＋オンライン／台湾の専門

<収 録 動 画>
収録動画

家によるトークセッション（＋懇親会）

9 月2 8 日（水）開催 予 定
動

画
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<アンケート結果>
2022/08/31

『マレーシアの最新情報』

ｱﾝｹｰﾄ集計

マレーシアでの日本ニーズとは？実際に今何が起こっているのか。現地に居住している関係者や現地で取材を
したYouTuberの動画から現状をご覧ください。日本に関するニーズの高まりを現在実際に起こっている現実か
ら感じて頂ければと思います。足元の国内は厳しい状況ではありますが、海外では日本ニーズが確実に高まっ
ているようです。

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

アリデス

会社名

アリデス株式会社
主都クアラルンプールの
現状と日本ブランドニーズ

宗教論争を巻き起こしたマ
レーシアの日本の盆踊り祭が
凄まじいことになりました

盆踊りだけじゃない！マレー
シアの日本祭りがとんでもな
いことになりました

事業内容

日本とは全然違う？マレーシ
アのドン・キホーテが凄いこ
とになっています
企業紹介動画

動

動

画

画

動 画

動

画
代表取締役

▶サムライフラッグ
▶過去の動画：YouTuber Collaboration（103号）

▶過去の動画：Market Info

横澤 宏昌
設立

『当協会とマレーシアの関係と会員が展開する支援事業』

①コンサルティング・ソリューショ
ン提供②異業種含めての『コラボ・
協業事業』の創出③販路開拓・新規
お客様開拓支援事業④バイオセキュ
リティー事業（防災安全協会認定の
安定化銀イオン商品提供等々を運
営）、グループ会社（株）バンズ
ネットの補完事業として運営

Oishii Town紹介

施設サイト

メッセージ

協会の動画情報はこちらから▼

ハラル和食専門輸出商社です。
ハラルラーメンの独自ブラン
ド「麺屋帆のる」を展開して
います。
設立

企業紹介動画
代表取締役

島居 里至

協会公式サイトはこちらから▼

Facebookはこちらから▼

ブレンワークス

三日月

企業サイト

企業サイト

平成26年4月（ 2014年）

本社所在地

令和３年３月31日（2021年）

東京都江戸川区中央1-3-12

協会会員情報はこちらから▼

アセットフロンティア株式会社
事業内容

東京都港区芝大門２丁目７－9

所在地

当協会を設立から作り上げて頂きました先輩方の多くは、マレーシアで事
業を展開され、現在の日本マレーシアの友好関係に寄与されてこられまし
た。こうした経緯もあり当協会では、マレーシアとはゆかりもあり、多く
のネットワークを築いてきました。現在では会員企業が、外食や食産業事
業者を対象にマレーシア市場への参入を支援する、テストマーケティング
施設や、日本人スタッフの派遣などの事業を展開されています。ここでは
KL（クアラルウプール）でテストマーケティング施設を展開する事業者の
紹介をさせて頂きます。

会社名

森川ビル2F

▼企業HPはこちら
企業サイト

▼企業HPはこちら

メッセージ

企業サイト

・ロジスティクス全般の受託運営・ＩＴシステム開発（生産工場業界・物

ハラル和食を専門に取り扱う輸出商社で、ハラル認証商品の品揃えは、

流業界・学校法人業界・動画映画業界）・エンターテイメント業界etc等々

国内随一。ファブレスメーカーとしての機能を持ち、ムスリム向け「帆

を長年に渡って運営させて戴いておりますため、異業種含めての『コラ

のる」ブランドでの様々な商品を開発、世界に展開しております。

ボ・協業事業』の創出や、それを進める上でのコンサル・ソリューション
提供等々が新規お客様開拓支援も含めて可能でございます。

発行人：渡辺 幹夫

お問い合せはこちら
協会案内はこちら

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

100号ご挨拶動画
2022年度活動方針

〒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

取材動画

ザクロス

トライスター

企業サイト

企業サイト

＜協会活動を支えている諸先輩方＞

会員店舗情報
＜アセットフロンティア（株）＞

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、日本食の魅力や課題を探ってまいります。

～ ９月上旬オープン予定～

在日外国人Youtuber紹介

「よかろう酒場」

【サムライフラッグの情報】
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

牡蠣をはじめ、お刺身等の美味し
いと思えるものを取り揃えました。
お酒も肴もこだわったモノを提供
いたします。
東京都港区西新橋1-10-5きよビルB1F
TEL03-6457-9677
営業時間：月曜-金曜（当面ディナーの
み） 17:00-22:00 土日祝休み

会員メニュー情報
＜（有）きりしま産業＞
～米粉使用グルテンフリー～

私が感じた日本食
レストランの可能性と課題

こらりーさん
国籍：フランス 在日歴：5年半年
現在の仕事: 役者、モデル、フランス語教師

ご自身のYouTube
Channel
こらりー日記

ハーブ香る「白いとんかつ」
2022年７月より、会員である㈲きりしま
産業「とんかつ きりしま」では、山田錦
の米粉・日本産米だけで作られた米の衣
を使ったグルテンフリーの『白いとんか
つ』がリリースされました。竜田揚げの
ような軽い食感が特長。

フランス人家族や友人が
大喜びした日本のお土産
がこちらです！

新しい体験してみた！

🔽 サブチャンネル
『サムライフラッグの休日』
https://www.youtube.com/chan
nel/UChOw...
🔽 サムライフラッグ公式サイト
（メンバー情報）
https://samuraiflag.com/samur
aichannel/
🔽 Instagram
（撮影のオフショットなど）
https://www.instagram.com/sa
muraiflag/

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

ジャーナリストから見て
感じたこと

地方のホットスポット

山川 裕隆氏

淡路島・徳島レポート

展示会情報

FOOD展2022
バルニバービ社の地域活性化案件である、淡路島の施設
は、島のビーチサイドに展開しており、開店前から行列
ができていました。数年前の淡路島とは状況が一変。ま
さに地域活性化策が効果を上げていることを目の当たり
にしました。
ー徳島市ー

百年海
徳島市にチームラボとのコラボによる日本料理店が開店
しました。総料理長には元フランス大使公邸料理人の有
川氏が務められています。入り口から壁全面にチームラ
ボが手掛けた波の動画、この波は温暖化による海面上昇
をコンセプト作られています。提供されるメニューも未
利用食材を使用するなど食材ロス軽減にも配慮しており、
正に時代の先端をいく日本料理店です。

ジェトロ香港 サンプルショールーム

ベトナム外食市場

＜（株）クリエーティブリゾート＞
ハノイ貿易大学で開催される学会

日本企業のベトナム・サービス産業（外食）
における日本流経営の有効性を発表
ハノイ貿易大学で開催された学会
(8月27日）の地域創生リーダー分
科会において、「日本企業のベト
ナム・サービス産業（外食）にお
ける日本流経営の有効性」という
タイトルで、加藤社長が講演致し
ました。講演を聴講した学生や日
本式のマネジメントに関心のある
経営者と積極的に意見交換してい
たのが印象的でした。

食の複合展示会「FOOD展2022」は食品製造、給食・大量調理、食品衛
生、工場設備改善・エンジニアリング、食品物流などをテーマに５つの
専門展示会で構成され、各分野の最新情報・技術が一堂に集います。中
小機構がブース出展する「フードファクトリー」は、食品工場の設備改
善・エンジニアリングに関わる企業が集まり、食品製造業の経営層、生
産・工務部や技術部との商談につながる専門展示会です。
〇FOOD展2022（フードシステムソリューション｜フードセーフティ
ジャパンフードファクトリー｜フードディストリビューション｜惣菜・
デリカJAPAN）
■日時：2022年9月28日（水）～9月30日（金）
■相談受付時間：10:00～17:00
■場所：東京ビッグサイト 東ホール
■URL：https://www.food-exhibition.info/
＜販路開拓サポートDAY概要＞
◆日時:2022年8月5日（金曜）
◆形式:オンラインライブ形式（Zoom）
※お申込頂いた方に前日までにURLをお送りいたします。
◆対象:販路開拓に取り組む中小・小規模事業者及び支援機関担当者
【お問い合せ先】中小機構販路支援部 販路支援企画課
TEL：03-5470－1619 担当：諸喜田

ベトナムの外食市場の

セミナー詳細

現状と市場トレンド

情報提供企業

AIC Vietnam Co., LTD.

ベトナムにおける
コロナの現状、外食市場の近況など

General Director

▼動画配信中！

斉藤 雄久
会員登壇情報

画

ー淡路島ー

会員出品情報

8月8～9日の2日間でジェトロ香港
の展示会(試食会)が開催され、弊
社からは冷凍マグロの商品2点を出
展させていただきました。当日は
大勢の方にご来場いただき、早速
ですが数社のバイヤー様からお問
い合わせをいただいております。

動

GARB COSTA ORANGE

＜山松水産（株）＞
「畜産物・水産物展」出店

（評議員）
時事総合研究所 客員研究員（アジア担当）、
元時事通信社 国際室次長

前回のセミナーにご登壇頂きましたバルニバービ社が運
営されています淡路島の店舗と、徳島市の新しいコンセ
プトの店舗に関する情報をご提供いたします。

ベトナムの現状動画

当社は会計事務系のコンサルティング会社で、
設立以来約15年で日系100社以上のベトナム法
人設立を支援しました。また、代表者はベトナ
ム在住約30年で、当地での企業における諸問
題の解決に取り組んできました。

会報誌で自社のPRをしてみませんか
店舗紹介動画

予約サイト

ベトナムにおけるコロナの状況や、
飲食市場のトレンドや日系レストランの現状に
ついて現地目線で語っていただいています。

お問い合せはこちら

◆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▼

会報誌バックナンバーはこちら▼

協会の動画情報はこちらから▼

Vol.100 Vol.101

発行人：渡辺 幹夫 編集長：橘川 昭文

お問い合せはこちら

Vol.102 Vol.103

Facebookはこちらから▼
Back Number

Vol.104 Vol.105
Vol.106

〒262-0019

協会案内はこちら

編集：協会事務局
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