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セミナーの終了後には、日本（東京）のリアル視聴
会場であるKDCの同会場で懇親会が開催されまし
た。懇親会もセミナー同様に参加希望者が多く、開
催１週間前には定員となり参加申し込みを終了いた
しました。懇親会では、リアル会場（日本）でのセ
ミナー参加者に加え、懇親会からご参加の方々、協
会関係者の交流の場としてご活用頂きました。会員
企業や関係先企業が販売している商品の試食や、商
品を使用したメニューの提供など、KDCならではの施設を活かした催しも開催いたしました。当日
はJFOODOから執行役の北川様も参加され、ご挨拶も頂きました。
セミナー告知

2022.Sep

＜当日のコラボメニュー＞

＜ハイブリッド形式＞
東京会場視聴+台湾会場視聴＋オンライン視聴

規制緩和で注目度アップ

AFBA ・IBC ・K DC 共催 セ ミナ ー を開 催 しま し た
協会が設立より定期的に開催していますセミナーの更なるブラシュ
アップ策として、セミナー開催100回を機に新たな試みを開始いた
しました。その試みとは『ハイブリッドセミナー』になります。セ
ミナーは、コロナ禍以降継続的に実施していますZoomウェビナー
形式のオンライン視聴形式に加えて、登壇者と同じ会場でのリアル
視聴の２方式を採用したハイブリッド形式を採用、視聴者のご都合
に合わせて視聴方法を選択して頂ける形としました。今回は、日本
会場（東京）と台湾会場（台北）の二元中継＋Zoomウェビナー形
式のハイブリッド方式を採用。
今回のセミナーは、当協会、インターバウンド推進協会、KDCの
３社の共催方式で開催されました。視聴方式の向上に加え、日本政
府が水際対策の規制緩和発表、台湾でも帰国者の隔離期間撤廃とい
う訪日台湾人観光客が増える可能性が高いタイミングということも
あり、想像を上回る視聴者登録を頂き開催することが出来ました。

スリランカ料理研究家
調理アシスタント

林 先生（左）
大森先生（右）

スリランカカレー
ハラル対応カレー
ルーを使った

野菜カレー

調理アシスタント

スリランカ料理研究家 林先生

公式サイト

公式サイト
インスタグラム

懇親会では最近グルテンフリー、乳
製品不使用でバランスも良い食事と
して話題になっているスリランカカ
レーを会員企業が生産している食材
を使い、専門家の先生が調理し提供
してご提供しました。具体的にはベ
ゴザベストの国産黒毛和牛の経産牛
を使った「牛スジカレー」や、久原
本家の茅乃舎だしを使った「レンズ
豆カレー」のほか、ハウス食品がイ
ンドネシアで販売しているハラル認
証カレールーを使用し、ファースト
ファンタジーが生産するオーガニッ
クにんにくを使った野菜カレーなど
をご提供させて頂きました。

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

協会会員情報はこちらから▼

協会の動画情報はこちらから▼

大森先生

フェースブック

協会公式サイトはこちらから▼

Facebookはこちらから▼

＜協賛企業と協賛金＞
今回の懇親会には会員企業や関係先企業から多くの協賛品をご提供頂きました。ご提供頂きました
協賛品やコラボメニューについては、動画にまとめてございますので、そちらをご確認ください。

日 本 の リ ア ル 視 聴 と 会 場 と な り ま し た Kimchi, Durian,
Cardamom,,,（KDC）は、JR山手線新大久保駅上という絶好
のロケーションにあります。食を通じた新たな世界へのチャ
レンジを支援するプラットフォームであるKDCには、シェア
ダイニングやファクトリーキッチン、コミュニティキッチン、
コワーキングスペースを完備しております。

きりしま産業

ザクロス

アセットフロンティア

久原本家

マルコメ

施設サイト

ハウス食品
発行人：渡辺 幹夫

協会案内はこちら

2022/09/30

インスタグラム

協賛品と
メニュー紹介

＜日本会場＞

Kimchi, Durian, Cardamom,,,

お問い合せはこちら

VOL.108

編集長：橘川 昭文

サントリー

ファーストファンタジー

アルファスター

まいづる食生活

企業サイト

企業サイト

ベゴザベスト

編集：協会事務局
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Web Fix

フアーストファンタジー

企業サイト

企業サイト

＜協会活動を支えている諸先輩方＞

たった一杯のラーメンが､
私の人生を変えた！
会社名

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。

会社名

ベゴザベスト株式会社

株式会社Connect
（※2022年6月1日より、社名をConnectに変更）

事業内容

在日外国人Youtuber紹介

事業内容

企業紹介動画
代表取締役

佐々木 匡治

自社で経産牛の買付から美味しく
する為の再肥育、屠畜、販売まで
一貫で行う事により、安価で安心
安全な黒毛和牛を提供しておりま
す。
設立

弊社は、和食料理人と海外の
日本食店を”繋ぐ”、海外求人
掲 載 サ イ ト 「 Washokujob 」
を運営しています。

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

企業紹介動画
代表取締役

設立

昭和57年11月

峰 佳久

令和2年3月1日

私が感じた日本食
レストランの可能性と課題

所在地

所在地
東京都中央区日本橋小網町17-17

東京都新宿区新宿2丁目8-1

セーラー第一ビル2F

新宿セブンビル604

フランシスさん
国籍：アメリカ 在日歴：1 年
現在の仕事: 英語教師

メッセージ

メッセージ

【サムライフラッグの情報】

ご自身のInstagram
ベゴザベストが提供する黒毛和牛は経産牛である為、安価であるのに濃厚

弊社は「和食×海外」に特化した求人掲載サービスと、特定技能外国人総合

な旨味と芳醇な香りが特徴です。経産牛の買付から肥育、屠畜、販売まで

支援サービスを提供しています。国内外の和食料理人と飲食店を繋ぎ、新た

一貫して自社で行う事により、子牛価格の高騰、肥料価格の高騰、円安の

な価値を創り出し、”日本の美味しい”を世界へ届けていきたいと思います。

みんな優し過ぎま
す！日本生活へ不安
だったアメリカ人が
暮らしてみた結果
【海外の反応】

🔽 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

昨今の中、飲食店等々多くの方から喜んで頂いております。

お問い合せはこちら

スリランカ外食市場

スリランカ料理

会員間コラボレーション①

台湾部会新たなステージに

ハラルラーメン開発秘話

動

画

企業者が多く、部会第一弾としてスタートしました「台湾部
会」。月例で開催しておりました台湾部会も10月4日で4回
目を迎えます。4回目の部会では「参加者の皆様による海外
展開に関する意見交換」をベースに台湾事例との比較や台湾
を足掛かりに、他国への展開するノウハウや考え方を座長で
あるIBCの大塚さんよりご説明頂きます。
4回をもって台湾部会の月例勉強会は終了となります。今後
は新たなステージとして、個別の案件への対応を軸に、随時
必要なタイミングで勉強会も開催したいと思っております。

（理事）
クックピット株式会社
代表取締役社長

動

画

農林水産省後援・中小機構主催
＜食産業の海外展開セミナー＞

海外進出は何のため？
1から学ぶ、 海外戦略・事業計画の立て方」
■日時：2022年10月19日（水）14:00～15:45
※ウェビナーにお申込みいただいた方限定で後日配信もございます。
■形式：Zoomウェビナーによるライブ配信
■費用：無料＊事前申込み制
食産業の中小企業が海外展開を目指す際に必要となる事業計画の立て方
について専門家がわかりやすく解説します 。
食産業の海外展開にご興味のある方、「海外進出をしてみたいけど、ウ
チに出来るだろうか 」 「海外展開すると将来どうなれるだろうか」と
いったお悩みをお持ちの方、必見です！ぜひお申込みください！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━─－【お問合せ先】
独立行政法人中小企業基盤整備機構
販路支援部 海外展開支援課
Mail： kei-kokusai@smrj.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━─－-

スリランカの外食市場の

セミナー詳細・申し込み

現状と市場トレンド

情報提供者

＜ハラルインスタントラーメン＞
アセットフロンティア×桃太郎食品

本間 義広氏

料理人

スリランカにおける
コロナの現状、外食市場の近況など

会報誌で自社のPRをしてみませんか

▼動画配信中！

◆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。

アーユルヴェーダ研究家

ディラーニ
2004年から日本に居住し、東京の門前仲町
と表参道で「ディラーニさんのスリランカ料
理」という店舗を運営。現在はスリランカに
居住しネットでスリランカ料理の教室と、伝
統医学の教室を運営している

スリランカの現状動画
スリランカ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

事務局へのお問い合わせ

動

画

不定期で会員企業間のコラボレーションの実
例をお伝えする『会員間コラボレーション』
の第一弾として、ハラルラーメン専門店を運
営するアセットフロンティアと、マレーシア
に基盤に製麺業を営む桃太郎食品がコラボし
て開発したインスタントハラルラーメン。こ
のラーメンの開発がきっかけとなり、輸出事
業にも業容を拡大された実例をご紹介いたし
ます。

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

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 Vol.107
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