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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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ヒトタメ株式会社

会社名

事業内容

本社所在地

東京都港区三田3丁目1番11号

エック三田ビル7階-C

設 立

令和元年12月（ 2019年）

株式会社アミノ

会社名

事業内容

うまい鮨勘は、一言でいえば「寿司屋」
です。高級感溢れる落ち着いた雰囲気で
味わう〔対面寿司店〕と商品が回転レー
ンによって個室席に運ばれる〔ゆとろ
ぎ〕という業態があります。皆様がイ
メージしやすい〔回転寿司店〕もござい
ます。その日の仕入れによって替わる特
選ネタや一品料理を多数ご用意。職人の
技とおもてなしで寿司を愉しんでいただ
けるよう日々、研鑽に励んでいます。

設立

平成9年4月1日（1997年）

寿司職人によってお客様の目の前で魚介類が捌かれ、寿司に調理され

る。寿司や刺身など、鮮度の良い材料を、鮮度の良いうちに提供する

ために仕入れに力を入れています。市場の売参権を取得することでセ

リを通して魚介類を直接買い付けが出来るので、その日のうちに店舗

へ直送し、鮮度の高い魚介類を提供しています。地元の魚はもちろん、

素材のよさ・うまさにこだわり、よりよいものを見抜くことが「うま

い」に対する責任だと考えています。また、魚だけではなく、米にも

こだわり抜いた物を選びます。何種類もの米を比べ、酢との相性、ネ

タとのバランス、うまいシャリを追求しています。寿司には欠かせな

い合わせ酢・醤油も全て国産。寿司の旨さを左右する大切な調味料な

ので、配合比にまでこだわった鮨勘特注のブレンド。「新鮮で一番う

まい状態の魚を、より美味しく召し上がっていただきたい。」その志

しこそがうまい鮨勘のこだわりです。

メッセージ

宮城県仙台市太白区郡山

字新橋北6-2

本社所在地

メッセージ

弊社は清掃のベンチャー企業となります。

飲食店を中心に「後片付け改革」という

サービスを展開

飲食店の営業時間終了後、その店舗ス

タッフは、床・トイレ・厨房・ゴミなど

をそのままにして帰宅が可能！

当社のスタッフが早朝や夜間に後片付け

+清掃に入り、開店前に作業を完了! 要望

に応じてテーブルセッティングまで完璧

にこなします。この当社のサービスによ

り、店舗スタッフは出勤後、直ちに仕込

みなどの業務に専念することが可能! さ

らに出退勤を調整することで、人件費削

減や、人手不足解消に貢献します。店長

や社員にアルバイトの方々のパフォーマ

ンス向上にも繋がります。

代表取締役社長

上野 敏史

代表取締役

木村 拓也

▼企業HPはこちら

企業紹介動画

クリーンオペレーション事業
飲食店プロデュース事業
飲食事業 ザ・トリフターズ
webデザイン事業

食団連主催
パネルディスカッション・交流会に参加

11月22日に開催いたしましたセミナーは、コロナ禍を受けてニーズが高まっている国際化のステップであり
ます“インバウンドからアウトバウンド”という流れに沿って、その可能性をお話するとともに、実際に取り組
んでいる事業者の実例を交えてご紹介をいたしました。訪日外客が増加している現在、インバウンドからの国
際化のニーズは高く、前回のセミナーでは、国内外お幅広い業種の方々から定員を上回る視聴希望者があり、
早いタイミングで完売となりました。セミナー終了後には「試食交流会」を開催し、会員並び関係先のご協力
を頂き、日本産の多様性対応メニューの試食と交流を行いました。

本年4月に設立され、当協会も加盟しています一般社団法人日
本飲食団体連合会（食団連）主催のパネルディスカッションと
交流会が、11月29日に表参道で開催されました。食団連は、
「食文化を未来へつなぐ」をスローガンに、政府への政策提言
や会員団体様とのワークショップを通じて、外食産業が抱える
課題を洗い出してきました。当協会も、執行部が食団連の副会
長、専務理事に協会の特徴、目指している方向性や課題、政府
に対する要望など様々な意見交換をさせて頂きました。今回の
パネルディスカッションでは、このような課題に対して、理事
メンバーが解決に繋がるような意見、提言を行うと共に、会場
参加の方々からの質問や意見に対しても、現場目線で答えて頂
き、とても参考になりました。
交流会では、加盟団体同士の交流ばかりでなく、オフィシャル
サポーターとの語り合える場もあり、リアルで交流できる喜び
や有効性を改めて実感致しました。交流会では冒頭に会員団体
を紹介する時間があり、当協会はトップバッターとして登場し、
食の国際化を支援する協会である事を参加者にお伝えしました。

企業紹介動画

当協会ではコロナ禍でのテレワークや外出制限を受け、2021年7月よりオンライン方式でのセミナーを10回実施
し、国内外から多くの方々に参加して頂きました。

本年最後のセミナー＆試食・交流会
定員を上回る参加者で事前に完売

協会恒例のオンラインセミナー
国内外からの参加者ニーズをもとに進化

セミナー告知

セミナーでは、コロナ禍で激減する
事業環境の中、視聴者の皆様のニー
ズをもとにアフターコロナ時代の新
たな事業モデルつくりのヒントを、
会員ならび関係先のご協力のもとご
提供してまいりました。2022年度の
セミナーは終了いたしましたが2023
年は更に進化させたセミナーを計画
しておりますのでご期待ください。
次回のセミナーは2023年2月を予定し
ております。

https://egenfoods.jp/
https://egenfoods.jp/
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https://youtu.be/jIAmL_r0w7c
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食品開発・製造工場を河口湖町に新設

クリエーティブリゾート

富士河口湖エリアで、富
士天ぷら「いだ天」や海
鮮ほうとう専門店「ほう
とう研究所」を運営する
(株 )クリエイティブリ
ゾート様が、その地域の
農産物を活かして特産品
を、小ロット・多品目の
オリジナル商品の開発・
生産できる工場を河口湖
町に新設されました。
この工場では、河口湖エ
リアのホテルや飲食店の
オリジナル商品（OEM・
ODM）や朝食メニュー

販路開拓 海外展開は何から始める？

1から学ぶ、

食品の輸出 │ 食産業の海外展開セミナー

中小企業基盤整備機構

食産業の中小企業から多く寄せられる「何から始めたらいいの
か」、「どこの国に輸出したらいいのか」、「どうやって輸出す
るのか」といったお悩みを解消するため、食品輸出の基礎を専門
家がわかりやすく解説します。これから海外展開をする方、改め
て基礎から見直したい方、必見です！

■日時：2022年12月6日（火）14:00-15:40（日本時間）
■形式：Zoomウェビナーにて開催
■参加費：無料
■対象者：海外展開が初めての食産業関連中小企業/食品輸出の基
礎を知りたい食産業関連中小企業/食産業の海外展開に興味のある
中小企業 など（先着500名程度）
■お問合せ先
販路支援部 海外展開支援課
Tel: 03-5470-1522
Mail： kei-kokusai@smrj.go.jp

セミナー詳細

ハワイの外食市場 の

現状と市場トレン ド

ハワイにおける
コロナの現状、外食市場の近況など

▼動画配信中！

ハワイの外食市場

情 報 提 供 者

坂 亜沙美氏

ワイキキの中心にあるロイヤルハワイアンセン
ターにて、１９８０年より営業しております。
和食・鮨・鉄板焼きと３つのダイニングを用意
しており、それぞれ新鮮な食材と温かいおもて
なしにて、世界中からのお客様をお迎えしてお
ります。

ハワイの現状動画

レストラン燦鳥

アシスタントマネージャー

お問い合せはこちら

ハワイ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。

を１品から承るとともに、今後増加が予測される訪日客向けの商品
の生産も見据え、瓶・缶詰製造機、レトルトパック機や急速冷凍機
等の設備を整えたセントラルキッチン機能が特徴となっています。
今後は、食品安全のための世界的なシステム規格であるFSSC2000
認証や、世界的に対象人口が多く、多様性対策として注目度が高
まっているハラール認証の取得を予定しております。認証取得によ
り、国内に限らず世界でも展開できる商品の生産を目指して発展さ
せていきたいと(株)クリエイティブリゾートの加藤社長は竣工パー
ティーのご挨拶の中でおっしゃっていました。

当協会の会員企業で地域
活性化事業を展開してい
る、地方創生推進協議会
の代表ある庄司氏が、日
本 航 空 の 機 内 誌
(SKYWARD)の中の“ふ
るさと活性化の挑戦者た
ち ”というコーナーに
「ふる さと 創生 プロ
デューサー」として取り
上げられています。
この記事では、庄司氏の
略歴や現在取り組んでい
る「旅のふるさと納税」

JAL機内誌で紹介
地方創生推進協同機構

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/chann
el/UChOw...

🔽サムライフラッグ公式サイト
（メンバー情報）

https://samuraiflag.com/samura
ichannel/
🔽 Instagram

（撮影のオフショットなど）
https://www.instagram.com/sam

uraiflag/

ナスチャさん
ロシア人 在日歴：３ 年

現在の仕事: ユーチューバー

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You Tube Channel

お問い合せはこちら

お腹、ごめん！爆食いしま
す！ずっと食べてみたかった
名古屋の手羽先をやっと食べ
ます！

福岡でフグに無計画なチャレン
ジ！一生食べないと思ったフグ
をまさかの展開で今日思い切り
食べます！

箸が止まらない！沖縄そばを
初めて食べてみた！食事の後
は砂浜へ！

お腹が空くから注意！こんなに
すごいパンケーキが初めて！意
外な味に外国人が感激！

私が感じた日本食
レストランの可能性と課題

◆期間◆
50％OFFは2023年１月末まで

◆サービス利用方法◆
電話予約の際に「アジアフードビジネス協会の

会報誌を見ました」とお伝えください。

◆アクセス◆
東京都港区麻布十番２丁目３－２Trunk麻布十番４Ｆ
麻布十番駅南北線4番出口徒歩1分、大江戸線南7番出口か
ら 徒歩2分

会員企業であるザクロスが運営するエステサロン
「リリエール麻布十番店」の読者だけの特別特典

☎03-6809-4037

◆ディスカウント◆
通常メニューならどれでも50%OFF

（ホットペッパーのクーポンは対象外）連係事例

Members Collabo

ペットと一緒に食べられる
オールファミリーケーキの販売を開始

＜千房＋アリデス＞

会員企業で外食事業者である
千房は、会員企業のアリデス
社によるペット専門事業者と
の連携や物流の支援を受けて、
ペットと一緒に食べられる
オールファミリー用の冷凍
「お好み焼ケーキ」の販売を
開始されました。ペット市場
は、コロナ前から世界的に拡
大しておりましたが、コロナ
禍による外出制限なども影響

読者プレゼント

Present

脱毛痩身フェイシャル！最新機種
★お試しフルコース（3名限定）★

44,000円が3,500円(税込)

し拡大に拍車がかかっています。またペットの家族化も進みプレミア
ム商品市場も活況を呈しています。今回千房が販売するペットケーキ
は、ペット市場のトレンドを背景に外食事業者の資産活用と、ペット
と一緒に食べれる商品という新たな市場の開拓を目指しており、外食
事業者の新たな収益モデルとしても期待をしております。

ドラゴンチップが地域ブランド
クラフトビールとコラボ

本年9月より販
売開始した滋養
おつまみ「ドラ
ゴンチップス」
は、地元の宮崎
空港や道の駅で
販売され、その

恵源食品

美味しさが話題となり、地元放送局の情報番組で取り上
げられました。
https://drive.google.com/drive/folders/17WEqBYotFyA8
me6NHWcia3aa1zBMapLX?usp=sharing
この度、地域の魅力をご当地グルメで掘り起こす「ニッ
ポン全国物産展」（主催：全国商工会連合会）に出店し、
その美味しさとビールとの相性の良さを知って頂くベン
トを開催しました。会場である池袋サンシャインシティ
では、宮崎県限定販売のクラフトビールとのコラボ企画
で、沢山お客様に味わって頂き、関東エリアでの認知度
アップに繋がりました。

や北海道東部、阿寒摩周国立公園周辺ツアー開発などの
活動が紹介されています。
＊日本航空の機内誌(SKYWARD)は、JALブランドコ
ミュニケーションストアまたは、雑誌のオンライン書店
「Fujisan.co.jp」からオンライン購入いただけます。
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