
当協会がコロナ禍の中で進めてまいりましたオンラインセミナーも、次回
のセミナーで１０回目を数えます。コロナ禍で先行きが見えない事業環境
の中、今後の時代のトレンドを予測しつつ、来る新しい時代においての躍
進に少しでもお役に立ちたいとの思いで、様々なセミナーを実施してまい
りました。

現在政府の窓際対策の規制緩和により個人旅行が解禁になり、インバウン
ドの機運が高まってきています。今回のセミナーでは、『巨大なイスラム
市場への参入は、今が旬のインバウンドの取り込みから』と題して期待が
高まるインバウンド需要の取り込み策として注目されている、国内でのム
スリム（イスラム教徒）対応と、そこから広がるビジネスについて、ご説
明をさせて頂きます。当日は、国際化するための基礎知識について中小機
構の中小企業アドバイザーの藤田様からご講演に続き、イスラム圏での日
本ブランドの評価を当協会からご説明させて頂き、最後にハラルビジネス
を展開している当事者から、ハラルビジネスの現状と事業の広がりについ
て講演をさせて頂きます。セミナー終了後には、試食商談会と題して、会
員企業が提供するハラルや多様性対応メニューをお楽しみ頂きながら参加
者同士の交流を深めてまいりたいと思っています。

ヒトタメ

企業サイト

千房

企業サイト
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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▼

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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100号ご挨拶動画

2022年度活動方針

グローイングシーズ

企業サイト

東京会場視聴＋オンライン視聴

会場視聴並び試食交流会参加される
方の会場は、JR山手線新大久保駅上
に あ り ま す Kimchi, Durian,
Cardamom,,,（KDC）4階となりま
す。

A F B A・中小機構・K D C共催

＜ハイブリッド形式＞

＜前回のセミナー会場ご紹介＞

ユーセイプロモーション

企業サイト

＜会場＞

Kimchi, Durian, Cardamom,,,

前回のセミナーで台湾会場となりました会場であるOne & Coは、台湾でのス

タートアップやビジネスの拠点として最適な設備を整えておりますのでご紹介
をさせて頂きます。
(1)日本企業の海外進出、海外企業の日本進出サポート
日本企業の海外進出のための拠点として、現地企業や現地人材との 交流の場
を提供し、海外進出に必要なビジネス環境をサポートします。 また、日本

マーケットに興味がある現地企業に対して情報発信を行い、日本進出のサポー
トも行います。
(2)有機的なコミュニティ形成
「コワーキング」に、「コラーニング」、「コネクション」を加えた3つの 機

能・サービスを通じ、通常のコワーキングスペースにはないコミュニケーショ
ン 機会を提供し、利用者間の有機的なコミュニティ形成を促します。
(3)ビジネス・イノベーションの創発

現地スタートアップと大手企業とのマッチングの機会を通じ、新たなビジネス
の機会を創出するとともに、 事業共創活動を促進させ、JR 東日本グループ
による「オープンイノベーションプラットフォーム」として、世界へ 展開し
ていきます。
台灣 台北市中⼭區南京東路⼀段15號3樓
営業時間 平日9:00〜18:00（会員は365日24時間出入可）

巨大なイスラム市場への参入は
今が旬のインバウンドの取り込みから
Halal対応ビジネスの可能性を当事者が解説
国際化推進のスタートとして最適な
ビジネスモデルを学ぶ

2022 年11月22日（火）

セミナー：16時～18時

試食交流会：18時～20時

無料開催

有料開催

AFBA 第10回オンラインセミナー

セミナー告知

会場視聴・オンライン視聴のハイブリッド方式

島居氏

藤田氏

橘川氏

集客力高く、事業の拡大の余地も大きいムスリム対応

日本と海外をつなぐコワーキングスペース
「One & Co Taipei」が担う3つの役割

株式会社まいずる食生活

会社名

事業内容

飲食事業（直営・プロデュース）
EC事業（一般・業務用）
鮮魚販売（一般・卸売り）
精肉販売（一般・卸売り）

本社所在地

京都府舞鶴市字上安久140-3

設立

令和3年９月（ 2021年）▼企業HPはこちら

株式会社コーネッツ

会社名

事業内容

①ITコンサルティング「社内業務
のIT化支援」②受託システム開発
③自社パッケージの販売④IT機器
（S/W含む）導入に関するセカン

ドオピニオンを通して中小企業を
支援いたします。

設立

平成20年10月6日（2008年）

弊社は、大手SIerからの下請けを脱却し、中小企業向けにシステム化の

支援を中心に事業を行っております。「医」「食」「住」をテーマに

掲げ、中小企業の皆様を元気にさせたいとの思いで従業員一同活動し

ております。弊社は、様々な業種業界のノウハウを保有しております。

その結果、お客様のニーズの本質を見抜けると自負しておりますので、

お気軽にお声がけください。また、自社のパッケージには、以下があ

りこれをカスタマイズしてのご提供も可能でございます。

メッセージ

東京都港区芝2-5-21曽根ビル3F

本社所在地

メッセージ

弊社は平成24年2月に個人事業としてステーキや牛丼が食べれる飲食

店「幸福亭」を開業致しました。その後、食肉のEC、鮮魚居酒屋、水

産物の仲卸・小売業等、事業拡大をしていき、令和3年9月に法人化を

して今に至ります。歴史は浅いですが、複合的な商売をしております

のでそれぞれの特性を生かして皆様とご一緒に今後発展させていける

ような仕事ができればと考えております。

代表取締役

森康一郎
代表取締役

上林大基

▼企業HPはこちら

店舗紹介動画

施設サイト

企業紹介動画 企業紹介動画

YouTube Channel

ConMana

インバウンド対応からの国際化

施設サイト

オープニング動画

15:30
16:00 
16:05

開場
開演
第一部
国際ビジネス基礎知識
中小機構 藤田様
第二部
イスラム圏での日本
アジアフードビジネス
協会
第三部
ハラル講座
アセットフロンティア
島居氏
千房ホールディングス
橘川氏
会場のご案内
<試食・交流会>
協賛商品・ﾒﾆｭｰ紹介
交流会
閉会

16:45

16:55

17:50

18:00

18:20
20:00

スケジュール

参加登録セミナー詳細

・介護看護支援クラウドサービス・

軽貨物運送業支援クラウドサービ

ス・スタッフ派遣業支援クラウド

サービス・POSレジ、オーダーエン

トリー及びECサイト連携サービス
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ラオス投資セミナー

「未来を切り開くパートナーシップ」

日本アセアンセンター

＜協会活動を支えている諸先輩方＞

動 画

本セミナーではラオス政府より、計画投資省カムチェーン大臣をお迎え
し、第９次経済社会開発計画と経済回復に向けた課題ならびに経済見通
しや投資機会についてご説明いただきます。

また、ラオスの貨物・物流発展へ向けた戦略や、特別経済特区・工業団
地のご紹介をいたします。
■日時：2022年11月8日（火）13:30-16:00（日本時間）
■会場：オンライン Zoom 
■共催ラオス計画投資省、国際機関日本アセアンセンター、
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）、国際金融公社（IFC）
■言語：日ラオ語同時通訳
■参加費：無料
■詳細：ご案内（PDF: 154KB）
お問合せ先
国際機関日本アセアンセンター 貿易投資クラスター
Tel: 03-5402-8006 Fax: 03-5402-8007 Email: info_ti@asean.or.jp -

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

食品業界を支える
仕事を通じて

今田吉行氏
（理事）

株式会社ユニワイド
代表取締役社長

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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フィリピンの外食市場の

現状と市場トレンド

フィリピンにおける
コロナの現状、外食市場の近況など

▼動画配信中！

フィリピン外食市場

情報提供者

石橋正義氏

フィリピンのマニラとセブのコンドミニアム
を中心に売買仲介、賃貸仲介、不動産管理を、
誠実と信頼をモットーに行なっております。

レストランなどの店舗出店場所、オフィスの
ご紹介もお任せください。

フィリピンの現状動画

BEDANDGO INC.

DIRECTOR OF OPERATION

お問い合せはこちら

フィリピン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。

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。

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/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/

TIRAさん
国籍：臺灣 在日歴：11 年

現在の仕事: アイドル、インフルエンサー

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

ご自身のTwitter

お問い合せはこちら

【外国人】日本に来てびっくり
したこと７選！台灣人住日本感

到驚訝的7件事！

日本飲食団体連合会との面談

コロナ禍を受けて、各業界で新たな時代に向けた体制整備を
図るために連携を模索する動きが活発化しております。そん
な中、当協会でも関係先との連携強化を積極的に図るべく活
動をしております。その一環として会報誌Vol.103でも取り
合げました、「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」を目的に設立された日本飲食団体連合会（食団連）との
更なる連携のために、当協会への理解を深めて頂く目的で、
協会の概要説明や現在の活動内容、今後の活動の方向性につ
いてご説明をさせて頂きました。当協会では会員団体として、
当協会の特性を活かし積極的に連携を進めてまいりたいと
思っております。

Vol.108

ハラル対応スープ「PAITAN」

クックピッド（株）

当協会では現在「地方創生」を活動の１つの柱として強化
をしております。今回は会員企業の(株)地方創生推進協同機
構様が、10月19日～23日に八芳園が運営するイベントス
ペース「MUSUBU」（東京都港区）で、開催しました【十
勝・秋の収穫祭】についてレポートいたします。
会場には、十勝エリアの農産物、海産物、加工品が約100種
類ほど出品されていました。試飲、試食コーナーもあり、
直接購入できるとあって、近隣である白金台の住人の来場
もあり、リアルでの商談・販売会は活気のあるものでした。
(株)地方創生推進協同機構の庄司社長から、十勝エリアの

メーカー様や支援している金融機関を紹介頂き、今後の協
会活動とどう連携し、他の会員企業にどのように紹介して
いくかをなど今後の展開についてお話し合いを致しました。

十勝・秋の収穫祭を開催

【開箱】日本的古早味零食 台
湾人が駄菓子を食べたら感動し
た！

日本人はなぜ〇〇しないの？！
來了日本之後發現日本人的另外
一面！？

「TALE Festival in 台湾」ライ
ブ映像ダイジェスト【TIRA】

会員企業であるクッ
クピッド（株）様か
らハラル認証を取得
し た ス ー プ
「PAITAN」が販売

されましたので、そ
の商品特徴について
ご紹介いたします。
①厳選された材料
（鶏ガラはハラル認
定工場から、新鮮な
ものだけを厳選）②
革新的な殺菌技術（

短時間で均一に殺菌処理を行うジュール加熱システムを導入）
③匠の味（白湯師が30年以上研究を重ね品質を追求④保管コ

ストの削減（アセプティック袋に充填するため、常温保存が可
能であり冷凍・冷蔵保存する必要がないため保管コストを削減。
保存期間は未開封状態で１年）⑤認証を取得）。ムスリムの人
口は将来的には世界人口の1/3完全無添加（調味料、保存料、

着色料は一切不使用）⑥ハラル認証（タイ国のハラルに達する
との予測もあり、成長市場として注目されています。是非この
機会にハラル対応の「PAITAN」をお試しください。

(株)地方創生推進協同機構

山梨県での訪日施策で連動

会員であり理事を務める台湾に拠点を設け、訪日台湾人施策
を提供しているインターバウンドカンパニー（以下IBC）は、

同じく会員であり山梨県に拠点を設け、国内外でレストラン
を運営しているクリエーティブリゾートの加藤社長の仲介で、
訪日観光の人気スポットである富士河口湖のインバウンド施
策について連携して受託を目指しています。今回の提案は
IBCが強化をしている、小規模での訪日客の地方観光に沿っ
たものであり、台湾人のFIT（海外個人旅行）専門家との連

携により台湾人目線で、リピート率が高い台湾人のニーズに
マッチした、これからの訪日台湾人施策となっています。紹
介者のクリエーティブリゾート社も当該エリアで店舗展開を
しており、インバウンド客の増加により事業へのシナジーも
期待できると予測されています。

会員間連携事例
インターバウンドカンパニー＋クリエーティブリゾート

セミナー詳細

YouTuber Channel

私が感じた日本食
レストランの可能性と課題
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