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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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100号ご挨拶動画

2022年度活動方針
ベコザベスト

企業サイト

西武信用金庫

企業サイト

株式会社地方創生推進協同機構

会社名

本社所在地

東京都目黒区自由が丘1-18-6-1F

設 立

平成30年11月（ 2018年）

株式会社カンポマリノ

会社名

事業内容

南米水産物の買付エージェント業務。
海外人材の紹介業務

設立

昭和53年7月（1978年）

南米水産物（アルゼンチンエビ・

チリサーモン・アカイカ・ウニ

等）の買付エージェントとして交

渉・検品業務を行っています。

メッセージ

東京都中央区湊3-4-12

佐藤ビル4F

本社所在地

メッセージ

代表取締役

國光保夫
代表取締役

庄司 岳

▼企業HPはこちら

事業内容

・通販サイトのプロデュース・制作
・通販事業・ふるさと納税事業コンサ
ルティング

・通販事業運営代行
・助成金・助成金獲得のためのアドバ
イス・コンサルティング

・経営コンサルティング全般（特に
マーケティング設計が専門）

・商品販促企画・制作商品デザイン
・着地型観光開発・マーケティング
・免税対応ソリューション
・地方創生事業におけるプロジェクト
マネージャー及び人材紹介

・日本産食品の輸出支援

協会では2021年新執行部への組織変更を機に、IT化を推し進めてまいりました。その活動も本年で2年となり、
実績や成果もついてきました。今号の会報誌では簡単にその取り組みの成果や実績をご説明させて頂きます。
ここでは以下の4つの施策についてご報告を致します。
1.“場所の制約解消”を目的にオンラインセミナーを開催。現時点で10回のセミナーを開催し、国内外から約1,000
名の方にご視聴頂いております。２．”時間の制約解消”を目的に365日24時間コンテンツを閲覧できるように、
アーカイブ動画頁を設け現在60個の動画コンテンツを収納、約１万回の閲覧を頂いております。3．“情報の国際
化”を目的に国際視点での情報を提供。現在在日外国人YouTuberや海外に居住している外食と関連性のある日本
人、海外に居住している日本人インフルエンサーなど世界18カ国と連携し国際化情報を提供しています。４.“情
報の配信”を目的に、協会設立以来発刊しています会報誌を100号からデジタル方式に変更。現在まで通算111回発
刊をしております。また従来は会員のみに配信しておりましたが、現在では関係先にも配信しており配信先は１
０倍以上に増加しております。2023年には“言語の制約解消”を図るために、多言語化対応を計画し様々なイベン
トを計画しております。

2022年の振り返り

次回セミナー

予告
前回セミナー

統計

▼企業HPはこちら

特定技能・技能実習など外国人材

紹介を行っています。

企業紹介動画

企業紹介動画

統計資料

11月22日に開催いたしましたセミナーではセミ
ナー視聴者のご協力をもと、アンケートを実施し
ております。アンケートにご協力していただきま
した方には、セミナーで使用致しました合計119
ページの資料を進呈させて頂きました。

2023年最初のセミナーは 、日 本 発の Food
Diversityと呼ばれ世界的に注目を集めている精進
料理の魅力や可能性についてのセミナーを改革し
ております。

場所の制約解消

オンラインセミナーを開催

インターネット経由で情報を提供

オンライン形式で10 回実施

時間の制約解消

アーカイブ動画頁を公開
385日24時間情報を閲覧

動画形式情報を60個提供

インフルエンサーや海外在住者と連動

国際視点で情報を配信
18 カ国のインフルエンサー、海外在住者と連携

情報の国際化 情報の配信

1 2

3 4

日本発のFood Diversity

精進料理の魅力と可能性

会報誌を活用し情報を広く提供

協会の活動や国際化支援コンテンツを配信

通算１11回発刊

北海道弟子屈に事業拠点を置き、地方
自治体・企業向けにふるさと納税支援
（食品や観光商品）事業や、マレーシ
ア、シンガポール、ベトナム、フラン
スを拠点とした４つの営業ネットワー
クを生かしたアウトバウンド事業を推
進中。
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【食品輸出ウェビナー】

日本貿易振興機構（JETRO）

ジェトロでは、日本産食品の輸出拡大を目指す事業者様向けのウェビ
ナーを開催します。
各地の現状を現地在住の専門家がコンパクトにお伝えするセミナーです。

配信期間：2022年12月15日（木曜）10時00分～2023年2月14日（火曜）
10時00分
※期間中いつでもご視聴可能です。
場所:オンライン開催 （オンデマンド配信）
講演題目：シンガポールの健康食品市場への参入方法と課題
講演時間：30分程度
講師：ジェトロ・シンガポール海外コーディネーター（農林水産・食品
分野） 池田 浩一郎
主催・共催：ジェトロ農林水産・食品市場開拓課
参加費：無料
お申し込み締め切り：2023年02月13日（月曜） 23時59分
お問い合わせ先
ジェトロ農林水産・食品市場開拓課 担当：大原・野村
Tel：03-3582-5649 E-mail：aff-cdr@jetro.go.jp

セミナー詳細

ロスアンゼルスの外食市場の

現状と市場トレンド

ロスアンゼルスにおける
コロナの現状、外食市場の近況など

▼動画配信中！

ロスアンゼルスの外食市場

情報提供者

三宅隆文氏

オイシーズは、傘下につけ麺つじ田、天丼金子半之
助、豚骨ラーメン田中商店を有するホールディング
会社です。日本国内は東京都内を中心に、3つのブラ
ンドで60店舗以上を出店しており、海外は米国（ロ
サンゼルス、ヒューストン、ニュージャージー）を
中心にカナダ（バンクーバー）、台湾、香港、フィ
リピンに出店し、世界全体で80店舗以上を出店して
います。

ロスアンゼルスの現状動画

オイシーズ株式会社

執行役員・米国事業本部本部長

お問い合せはこちら

ロスアンゼルス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/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/

レナさん
ドイツ人 在日歴： 7年半

現在の仕事: ユーチューバー
インバウンド観光コンサルタント

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

ドイツ人がコメダ珈琲の朝食
に感動しました！【外国人の
本音】

【外国人の本音】正直に話
します！これのせいで私ド
イツに帰れません。

カップヌードルを人生で初め
て食べた【ドイツ人の反応】

ドイツ人が人生初の精進料理に
感動！【福井県／永平寺】

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）

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)

Vol.109

中井筆頭理事を囲む会を開催

協会執行部の交流と
親睦を目的に2022年
12月21日に、中井筆
頭理事を囲む会を開
催致しました。中井
筆頭理事は本年8月5
日に、西日本最大の
外食団体である大阪
外食産業協会の会長
に、9月21日には日本

主力商品の海外仕様を強化

楽 観

楽観ラーメンブランドを展
開する楽観は、2011年に
『世界を楽観に、すべての
人に喜びを』を会社の理念
として掲げ、国内にとどま
らず世界に日本のソウル
フードを持って進出したい
という信念を持ち、2017年
にはアメリカロサンゼルス、
リトル東京店をオープン

致しました。2022年現在、USA国内グループ9店舗、更に8店舗がオー
プン予定となっています。コロナ禍で店舗ビジネスのリスクを経験する
とともに、中食ビジネスの重要性や可能性を感じ、今後は日本国内、ア
メリカ、ヨーロッパ、アジア諸国etc..店舗だけでは無く、全ての国で本
物のラーメンを自宅で食べられるようにしていくべきだと考えのもと、
国際規格の中食向け商品ラインアップの充実を図られます。今回、当社
の主力商品である「琥珀ラーメン」と「パールラーメン」を主要各国へ
輸出できる原材料に変更し、ヴィーガンラーメン（添付の写真）を開発
されました。2023年春には独自の越境ECビジネスをスタートするべく
準備に入っております。

連係事例

Members Collabo

「グローバル試食会」を開催！

＜恵源食品＋Alis＞

第７回UNWTOガストロノミーツーリズム
世界フォーラムのレポート

地方創生推進協同機構

2022年12月12日から１５日、奈
良県コンベンションセンターで開
催された、日本初開催の第７回
UNWTOガストロノミーツーリズ
ム世界フォーラムに参加された会
員企業「地域創生推進協同機構」
の庄司社長より世界フォーラムの
様子をレポート頂きます。

『ドラゴンチップス』を製造・販売している恵源食品株式会社が、
AI機能を活用した自動翻訳会議システムを開発しています株式会社
Alisと連携して、「ドラゴンチップスのグローバル試食会」を横浜
で開催し、中国、香港、台湾、イギリス等の海外にも発信しました。
開催当日である12月14日、リ試食会場である横浜のイタリアンバル
に、中華圏での越境ECや化粧品販売、IT・物流等の各業界で活躍し
ている方々を招待し、ドラゴンチップスに合う飲み物やイタリアン
料理とのマッチングを行い、参加者からコメントを頂きました。
この模様は、オンラインで海外在住の関係先（中国、香港、台湾、
イギリス、ブラジル）に(株)Alisが開発した自動翻訳会議システムを
使い配信されました。

Vol.110

UNWTOが定めるガストロノミーツーリズムとは、その
土地の気候風土が生んだ食材・習慣・伝統・歴史などに
よって育まれた食を楽しみ、その土地の食文化に触れるこ
とを目的としたツーリズムを指します。まさに今、世界的
なトレンドとなっており、日本においても開催地である奈
良県を中心に急速に広がりを見せています。
第７回の国際世界フォーラムは、トップランナー達が奈良
県コンベンションセンターに集まり、コロナが明けつつあ
る世界において、国連が啓蒙するガストロノミーツーリズ
ムについて、サスティナブルな視点からいろいろなディス
カッションがあり、大変有意義なMICEであったようです。
今回はその模様や要点を庄司社長からご説明頂きます。

飲食団体連合会（食団連）の理事にも就任され、日本の外
食事業者を牽引する立場となっております。今回の会では、
中井氏からのご挨拶に続き、会食を交え和やかな雰囲気の
中で、執行部メンバーや会員企業の現状や現在の取り組み
報告し情報を共有致しました。

シンガポールにおける日本食品市場
―シンガポールの健康食品市場への参入方法と課題―

レポート動画

https://www.webfix.link/afba-specialpage/archive-post/
https://www.webfix.link/afba-membership__system/
https://www.facebook.com/asiafoodjp/
https://drive.google.com/file/d/1c6WsvpUCWpW8lke-7Gb_kuoaVkuOhtB4/view?usp=share_link
https://www.asiafood.jp/
mailto:info@asiafood.jp
mailto:info@asiafood.jp?subject=会報誌からの問い合わせ
https://www.asiafood.jp/monthly/monthly100.pdf
https://www.asiafood.jp/monthly/monthly101.pdf
https://www.asiafood.jp/monthly/monthly102.pdf
https://www.asiafood.jp/monthly/monthly103.pdf
https://www.asiafood.jp/monthly/monthly104.pdf
https://www.asiafood.jp/monthly/monthly105.pdf
https://www.asiafood.jp/monthly/monthly106.pdf
mailto:info@asiafood.jp
https://www.asiafood.jp/monthly.html
https://www.asiafood.jp/monthly/monthly107.pdf
https://www.asiafood.jp/monthly/monthly108.pdf
https://www.jetro.go.jp/
https://www.jetro.go.jp/events/aff/ce05a35465352ce1.html
https://kadence.com/
https://tsukemen-tsujita.com/
https://kaneko-hannosuke.com/
https://www.tanaka-shoten.net/
https://www.webfix.link/afba-specialpage/market-info/mi-video16/
https://www.oishes.com/
mailto:info@asiafood.jp
mailto:info@asiafood.jp?subject=秋田さんに関する問い合わせ
https://www.youtube.com/channel/UCTavo_qPc-kP3gFrXEovdog
https://www.youtube.com/channel/UChOwHpmAFqns45OX7udqgVw
https://samuraiflag.com/samuraichannel/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHBsU0VMOWJqd21CazRHeFdaV09ZUGVHcGdvUXxBQ3Jtc0tueUNZYVUtZmlzUmVqVTI5ZThoNlloN3VGa2dVSlZpRkJBWmw3UjFkME5sOERjRXh0ZFlrcmNiQXkzTHNnZXJqVTNXcFN6WGJ4TDVEVk5pMFE5TjRtc0NrbmVZc0RSMGI0d0JuZlFuR2ZYTHJLWklJNA&q=https://www.instagram.com/samuraiflag/
https://www.youtube.com/channel/UCTavo_qPc-kP3gFrXEovdog
https://www.youtube.com/@LTVLOGchannel
https://kadence.com/
mailto:info@asiafood.jp
mailto:info@asiafood.jp?subject=YouTuberの方に関する問い合わせ
https://www.youtube.com/watch?v=YiIKtH4_QgA
https://www.youtube.com/channel/UCTavo_qPc-kP3gFrXEovdog
https://www.youtube.com/watch?v=v9s2cEYo8-c
https://www.youtube.com/watch?v=oz6OWiKFJGM
https://www.youtube.com/watch?v=zpz16Vx7abU
https://www.webfix.link/afba-specialpage/youtuber-collaboration/yc-video12/
https://www.webfix.link/afba-specialpage/youtuber-collaboration/yc-video12/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000606299/
https://www.asiafood.jp/monthly/monthly109.pdf
https://www.ora.or.jp/
https://rakkaninc.com/
https://egenfoods.jp/
https://www.alis.vip/
http://jrc.asia/company/
https://7-unwto-gastronomy-tourism-forum.jp/
https://www.asiafood.jp/monthly/monthly110.pdf
https://shokudanren.jp/
https://www.webfix.link/afba-specialpage/association-info/ai-video05/
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