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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
なか道
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喜京屋

企業サイト

新コーナー登場‼

有限会社 亀屋紋蔵

会社名

本社所在地

埼玉県川越市古谷上3788-1

設 立

創業 慶応元年(1865年)

設立 昭和61年11月（1986年）

株式会社ユーセイ・プロモーション

会社名

事業内容

セールスプロモーション・フィールド
業務アンケート調査、イベントの企画
運営、エキナカスイーツ販売、甘酒関連
商品開発、結婚相談所

設立

平成29年2月（2017年）

事業の柱であるセールスプロ

モーション・ フィールド業務

の登録スタッフは首都圏を中心

に35,000名以上、取引先は400

社以上となっていおります。

自ら商品を仕入れ販売する駅ナ

カスイーツの販売を行う催事事

業。

最近では甘酒関連の事業も展開

するなど事業領域の拡大を図っ

ています。

メッセージ

東京都目黒区下目黒2-13-10 

RKビル2F

本社所在地

メッセージ

代表取締役

肥東 実弥子 代表取締役

小泉昌弘

▼企業HPはこちら

事業内容

和菓子の製造・販売

▼企業HPはこちら
企業紹介動画

企業紹介動画

和菓子の一級技術認定取得しているス
タッフがいるので、製造の技術・ノウハ
ウが有り、川越はサツマイモの商品が人
気があり加工技術あります。
首都圏近くの川越の観光立地に店舗構え
インバウンドの外国人も多数訪れの日本
の伝統的なお菓子と蔵を楽しんでいただ
くことで本物の日本文化を楽しんでいた
だけます。
現在は自社店舗での販売が９５パーセン
トですが、今後は、東南アジア諸国への
輸出及び、マレーシアでの現地生産拠点
として合弁会社（マレーシア法人と）の
設立を目指いています。

マルコメ株式会社
生島誠人氏

緑泉寺
青江覚峰氏

世界から注目される本格的で健康的な日本食

「発酵食品」「精進料理」
の魅力と可能性

AFBA 第11回オンラインセミナー

時代が求めている本格的な日本食のヒントは、
伝統的でサステナブルな食文化

2023年2月22日（水）
セミナー 16 時～18時

試食交流会 18 時～20時

￥1,000

￥4,000

日本食はコロナ禍による健康志向や衛生管理の高まりを受けて、世界的に評価が高まってきています。中でも古

くから地域に根付き定着してきた、日本人の健康を支えてきた伝統食品並び食文化に注目が集まってきています。

今回のセミナーでは、その象徴として世界的に評価が高まっている「発酵食品」と「精進料理」を取り上げ、そ

の魅力と可能性について掘り下げてまいります。またセミナー終了後には、セミナーのテーマに沿った発酵食品

や精進料理の試食をして頂きながら、登壇者や協会関係者並び参加者との交流を図る試食交流会を予定していま

す。是非この機会に世界的に評価されている食品ならび食文化をご体験ください。

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。

施設サイト

＜日本会場＞

Kimchi, Durian, Cardamom,,,

東京会場視聴+オンライン視聴

＜ハイブリッド形式＞

参加登録

セミナー詳細

千房
代表取締役社長

中井貫二氏

様々な外食団
体の要職につ
いている中井
氏から、アフ
ターコロナ時
代の外食産業
の新たなトレ
ンドや活路に
ついてお話頂
きます。

外食事業事情第1部 第2部日本食の魅力と可能性

日本は世界的な
ニーズに対応しグ
ローバルスタン
ダードになりうる
食材の宝庫。活
用・攻略のキーポ
イントは地方のイ
ンバウンド対応が
鍵。その理由につ
いてお話頂きます。

JFOODO
執行役

北川浩伸氏

マルコメ

生島誠人氏

日本は世界有
数の発酵食大
国。アフター
コロナ時代の
健康志向の世
界的な高まり
やトレンドを
お話頂きます。

発酵食の魅力と可能性第3部

緑泉寺

青江覚峰氏

世界規模での「多
様性」や
「SGDs」ニーズ
が高まる中、日本
発のフードダイ
バーシティー食で
ある精進料理の果
たす役割と可能性
をお話し頂きます

精進料理の魅力と可能性第4部

100号を一区切りに紙面や内容を全面刷新した会報誌も、発刊から１年が経過いたしまし
た。これを機に読者の皆様からのご意見をもとに、更なる誌面の充実を図るべく今月号よ
り、政府支援事業の紹介と活用方法、助成金に関する知識と活用方法の2つのコーナーを
新規に追加してまいります。

このコーナーでは
「権利を活用して資
金を調達」する方法
として、雇用保険を
財源とした助成金の
紹介と、活用方法を
社労士事務所と連携
して提供してまいり
ます。

AFBA Collabo2
このコーナーでは、政
府支援策についてのご
紹介と活用のメリット
や具体的な活用方法な
どを利用者目線でご説
明してまいります。
支援策の理解を深め、
有効活用を促進してま
いりたいと考えていま
す。

Government Support1
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セミナー詳細

モンゴルの外食市場の

現状と市場トレンド

▼動画配信中！

モンゴルの外食市場

モンゴルの現状動画

お問い合せはこちら

モンゴル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。

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

アジアフードビジネス協会

×
サムライフラッグ

Vol.109

Vol.110

＜関西限定＞
PIZZA-LA×千房コラボ

「お好み焼き風ピザ」販売開催

埼玉で本年初の交流勉強会を
開催いたしました

～権利を使って資金を確保～

助成金の仕組みと活用方法

協会連係案件
AFBA Collabo

2月１日に開催の「農と食の展示・商
談会2023」に相談ブースを設置します

当協会では、会員企業や会員候補企業が、
時代の変化や食のトレンドを共に学び、
交流を深める事で、参加企業同士の連
携・コラボレーションを促進する「交
流勉強会」を開催しております。本年
度の第1回目の「交流勉強会」が、1月
20日に埼玉地区で8社14名の参加者で
開催され、コロナ明けを見据えた
「食」のトレンドやアジア各国での日
本食の現状と可能性を学び合いました。
特に、日本の発酵食品や精進料理が世
界的に注目を浴びている事に、参加企
業が共感し、引き続き行われた新年会
では熱心な意見交換と連携のきっかけ
作りとなりました。今後もこのような
「交流勉強会」を各地で開催して参り
ます。

当協会と業務提携しております、埼玉りそ
な銀行が主催する「農と食の展示・商談会
2023」が、３年ぶりに対面で開催！
アジアフードビジネス協会は、埼玉県産の
農産物や加工食品の輸出促進の「相談ブー
ス」で参加し、協会活動の１つである地方
創生へ協力致します。この展示・商談会は、
「地産地消」「農商工連携」の促進を目標
とし、生産者と仕入れ業者とのビジネス
マッチング目指し、約130の事業者と外食・
流通・ホテル等のバイヤーとの商談会が予
定されています。

日本食品海外プロモーションセンター

JFOODOの
役割と活動内容

Government Support
政府支援策紹介

日本産の農林水産物・食品のブラ
ンディングのためにオールジャパ
ンでの消費者向けプロモーション
を担う新たな組織として、2017年4
月 1 日 、 日 本 貿 易 振 興 機 構
（JETRO）内に創設された日本食
品海外プロモーションセンター
（JFOODO）。美味しくて健康的
な日本の食品を海外の皆様にも
知ってもらい、試してもらい、そ
してファンになっていただくため
に実施している活動や組織につい
て、まだまだ知らない方も多いの
ではないでしょうか。
このコーナーでは政府支援策を知
り、活用のメリットや方法を提供
してまいります。

執行役 北川浩伸

1989年日本貿易振興会（当時）入会。
ロンドンセンター、総務部総務課長、
サービス産業部長、ハノイ事務所長
などを経てジェトロ理事。2021年7
月より、JFOODO執行役をジェトロ
理 事 と 兼 務 し 、 同 10 月 か ら
JFOODO執行役。

協会では、助成金申請に特化した業務を
展開しているアサンテ社会保険労務士事
務所と連携をして、雇用保険を財源とし
た助成金の活用により、雇用環境の改善
とともに資金調達を図るサービスをス
タート致します。今後会報誌に特設コー
ナー設け、助成金に関する情報や、当協
会ならではの活用方法のご提案を定期的
に提供してまいります。アサンテ

社会保険労務士事務所
古山香織

【第1回】権利を使って資金を調達する
雇用保険を財源とする助成金の仕組みの理解と

活用方法を知る

会員企業でありお好み焼専門店の『千房』は
宅配ピザ『PIZZA-LA（ピザーラ）』とのコ
ラボで『お好み焼き風ピザ～シーフードスペ
シャル～』を開発し販売を開始しました。
この商品の特徴は①『千房』特製のお好み焼
きソースと『ピザーラ』特製のナチュラル
チーズのコラボ。②『千房』特製のホワイト
ソース使用。③国産青のりとかつお節を使用。
具材は、野菜、海老やイカ、貝柱など贅沢な
トッピングで食べ応えのある一枚に仕上がっ
ています！

情 報 提 供 者

BATKHUYAG GANBOLD.

Teppen Construction社は、モンゴルにおいて都市計
画やインフラ、エネルギー、医療、建築設計・開
発、飲食、IT分野の事業を展開しています。
首都ウランバートル市内中心部にカフェバーを運営
しています。
＞＞NHK TV ASIAN PASION

Teppen Construction. LLC

CEO

＜AFBA+社労士事務所＞

バレンさん パーンさん テシさん ジャズさん

ソニャさん クイさん サニー・ウインディーさん コラリーさん

フランシスさん TIRAさん ナスチャさん レナさん

1年間にわたり在日外国人の方々のご協力のもと、日本食の魅力と課題についてお伺いをしてまいり
ました。訪日される外国人の方々も増えつつある中、日本に居住し体感されている目線での日本の良
さや改善点は、外国人の方々をお迎えする上で何らかの参考となったのではないでしょうか。今後は
新たな切り口で在日外国人の皆様と連携してまいたいと思いますので、乞うご期待ください。

私が感じた
日本食レストランの

可能性と課題

助成金の仕組みと
活用方法

JETRO

【ウェビナー】
（食品関連企業、BtoB向け）海外デジタルマーケ

ティング講座＋オンライン相談会

ジェトロでは、食品関連企業向けに「デジタルツールを用いた海外販路開拓」
をテーマに、ウェビナー及び個別オンライン相談会を実施します。狙うべき市
場はどこなのか（市場分析、競合分析方法）、海外バイヤーにどうアプローチ
をするのか（顧客育成）、海外展開におけるデジタルツールの活用法について、
専門家が解説するとともに、希望される方には専門家との面談をアレンジしま
す。デジタル人材不足やデジタルマーケティングに対する知見不足等に課題を

抱える方、是非ご参加ください。

日時:セミナー：2023年3月31日までオンデマンド配信
オンライン相談会：2023年3月20日まで申込可能

場所:オンライン開催 （オンデマンド配信）
オンライン相談会ではZOOMを使用します。

内容:
セミナー1 :海外で売れる商品のつくり方（デジタルツールを活用

した市場分析・競合分析を中心に）
セミナー2 :海外デジタルマーケティング講座（デジタルツールを

活用した顧客育成）
参加費:無料
定員:ウェビナー：定員なし 個別オンライン相談：最大120社

在日外国人のための
金融サービス

金融・サービスの提供を通じて、在日外
国人の方々が安心､安全かつ快適な生活
が送れる環境の実現を目指し事業展開を
されている3PLATZ社のサービスをご紹
介いたします。

在日外国人のための
金融サービス

3PLATZ社は、BtoBtoCの在日外国人向けプラット
フォーマー事業を展開し、在日外国人、受入企業・日本
語学校、地域社会の３つのフィールドで、在日外国人向
けの前払い方式のプリペイドカード『Choy-San』や、少
額包括信用購入あっせん極度額10万円の範囲内でショッ
ピングができるバーチャルハウスクレジットカード
『BNPJ CREDIT』 （3月サービスイン）などの金融
サービスを提供され、在日外国人の生活環境の向上を支
援されています。
今回は3PLATZ社の神谷社長から、事業展開の経緯や
サービス概要をご説明いただきました。是非外国人の雇
用環境整備の一環として、ご検討してみてください。

3PLATZ社には当協会の前理事長の田中氏が会長を、元
理事で前評議員であった高木氏が監査役を務めておられ
ます。
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