
組織－２３－９ 

令和５年１月２４日 

各 位 

一般社団法人日本フードサービス協会  

副会長／JF近畿ブロック協議会 会長  

 椋 本 充 士  

 

ＪＦ近畿ブロック協議会開催のご案内 

外食産業経営セミナー 
 

ＪＦ近畿ブロック協議会／近畿地区外食産業経営セミナーを下記のとおり開催いたします。 

今回のブロック協議会は、肥田木 康正 副会長（康正産業㈱ 代表取締役）より、コロナ過渡期に  

おける経営課題とその対応など、同社の外食経営の取り組みについてご講演いただきます。 

また、最近の外食産業を取り巻く経営課題・社会問題について情報を共有し、今後の対応について  

参加者の方々と意見交換を行いたいと存じます。 

この機会に、会員の方々はもちろんのこと、近畿地区の店舗や営業拠点の方々、そして協会にまだ  

加盟されていない方々もお誘い合わせのうえ、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

記 

 □開催日時  令和５年２月２４日（金） １４：００～１６：１５（１３：３０開場） 

 □開催場所  新大阪ブリックビル貸会議室 TEL：06-6397-1817 

        大阪府大阪市淀川区宮原１丁目６番１ 新大阪ブリックビル３階 

  □内  容  

１４：００  １）開会挨拶 協会副会長／JF近畿ブロック協議会 会長 椋 本 充 士 

（㈱グルメ杵屋 代表執行役社長） 

２）講  演「アフターコロナに向けた康正産業(株)の経営戦略」（仮題） 

（一社）日本フードサービス協会 副会長 肥田木 康 正 

    （康正産業㈱ 代表取締役） 

３）情報提供及び意見交換 

「外食産業を取り巻く課題等」 

・ガイドラインのさらなる見直しについて 

・カード手数料の問題について 

・103万円の壁・130万円の壁、就労調整問題について 

・外国人材の戦力化について 

特定技能 2号への追加、技能実習制度について 他 

 

 

 

 ※予告なくプログラム、終了予定時間が変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

 １６：１５ 終了予定 

□参 加 費 無  料 別紙申込書に必要事項を記入のうえ、２月１７日（金）までに協会事務局宛

に FAX（ 03-5403-1070）または E-mail（ edu-jf@jfnet.or.jp）にて     

お申し込み下さい。 

□お問合せ先 協会事務局（Tel 03-5403-1060）までお願いいたします。 

外食産業を取り巻くこのような課題について、 

参加者相互の意見交換の場とさせていただきます。 

 



開催概要                         

■講 演 肥田木 康正 副会長（康正産業㈱ 代表取締役） 

康正産業(株)は昭和 43年に創業以来、和食・焼肉・回転寿司などを鹿児島・宮崎・熊本・大

分県に 11 業態 53 店舗を展開し、南九州の外食チェーンとして確固たる地位を築いています。 

自社の店舗で茶道体験や寿司体験教室を開催し、観光インバウンド需要の開拓にも取り組ん

でいます。SDGsの取り組みでは、部門（本部・店舗・加工センター・全社）ごとにサスティ

ナブルな取組項目を抽出し、17 の目標に当てはめたマトリックス図を作成して可視化し、  

従業員への意識付けを行っています。 

ＪＦでは労務委員会の委員長として、外食産業の人手不足への対応として、政府に対する雇

用調整助成金の特例措置の延長要請、外国人材の受入などの課題への取り組みを進めています。 

今回の講演では同社の経営戦略とともに、アフターコロナにおける雇用の確保やインバウン

ド、SDGs の取り組みなど、業界を取り巻く経営課題への対応などについてお話しいただく 

予定です。 

■情報提供及び意見交換「外食産業を取り巻く課題」等 

３年以上にわたるコロナとの闘いもようやく出口が見えつつありますが、コロナ禍で様々な

問題が業界に押し寄せています。深刻な人手確保問題、キャッシュレス化による各種カードの

手数料負担、最低賃金、時給の上昇、原材料や電気代・ガス代などの高騰など、現在の業界の

問題を政策に反映させるため意見交換を行います。 

 

 ●会場案内図  

  

 

  
・当日は会場にお越しいただく前に検温と体調チェックをお願いします。 

発熱、呼吸器症状（咳・呼吸困難）、味覚・嗅覚異常、その他の体調不良に該当する場合、 

ご欠席をお願いいたします。 

・入室前に手指の消毒のご協力をお願いいたします。 



 組織－２３－１０ 

令和５年２月２日 

各 位 

一般社団法人日本フードサービス協会  

理事／JF中四国ブロック協議会 会長  

 惠 谷 龍 二  

 

ＪＦ中四国ブロック協議会開催のご案内 

外食産業経営セミナー 
 

ＪＦ中四国ブロック協議会／中四国地区外食産業経営セミナーを下記のとおり開催いたします。 

今回のブロック協議会は、近 藤 正 樹 会長（日本 KFC ホールディングス㈱ 顧問）より、コロナ  

過渡期における外食産業の課題と協会の取り組みについてお伝えします。 

また、最近の外食産業を取り巻く経営課題・社会問題について情報を共有し、今後の対応について  

参加者の方々と意見交換を行いたいと存じます。 

この機会に、会員の方々はもちろんのこと、中四国地区の店舗や営業拠点の方々、そして協会にまだ

加盟されていない方々もお誘い合わせのうえ、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

記 

 □開催日時  令和５年３月７日（火） １４：００～１６：１５（１３：３０開場） 

 □開催場所  ひろしま国際ホテル３階「エメラルド」ＴＥＬ０８２－２４８－２３２３ 

        広島市中区立町３−１３（会場案内図参照） 

  □内  容  

１４：００  １）開会挨拶 協会理事／JF中四国ブロック協議会 会長 惠 谷 龍 二 

（㈱ケイコーポレーション 代表取締役社長） 

２）講 演  「外食産業の課題と対応」 

（一社）日本フードサービス協会 会長 近 藤 正 樹 

    （日本 KFCホールディングス㈱ 顧問） 

３）情報提供及び意見交換 

「外食産業を取り巻く課題等」 

・ガイドラインのさらなる見直しについて 

・カード手数料の問題について 

・103万円の壁・130万円の壁、就労調整問題について 

・外国人材の戦力化について 

特定技能 2号への追加、技能実習制度について 他 

 

 

 

 ※予告なくプログラム、終了予定時間が変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

 １６：１５ 終了予定 

□参 加 費 無  料  別紙申込書に必要事項を記入のうえ、２月２８日（火）までに協会事務局

宛に FAX（03-5403-1070）または E-mail（ edu-jf@jfnet.or.jp）にて     

お申し込み下さい。 

□お問合せ先 協会事務局（Tel 03-5403-1060）までお願いいたします。 

外食産業を取り巻くこのような課題について、 

参加者相互の意見交換の場とさせていただきます。 

 



開催概要                         

■講演 近藤 正樹 会長（日本ＫＦＣホールディングス㈱ 顧問） 

2014 年日本 KFC ホールディングス株式会社代表取締役社長、2021 年６月より同社顧問に

就任。2022年５月(一社)日本フードサービス協会第 20代会長に就任。 

今回の講演では、協会の会長として外食産業の市場回復に向けて求められている課題（人財

確保、働き方改革、原材料高騰、環境問題、DX推進など）についての取り組みなどをお話し

いただきます。 

■情報提供及び意見交換「外食産業を取り巻く課題」等 

３年以上にわたるコロナとの闘いもようやく出口が見えつつありますが、コロナ禍で様々な

問題が業界に押し寄せています。深刻な人手確保問題、キャッシュレス化による各種カードの

手数料負担、最低賃金、時給の上昇、原材料や電気代・ガス代などの高騰など、現在の業界の

問題を政策に反映させるため意見交換を行います。 

 

会場案内図 ・広島駅より車で７分、バス・電車 15分（立町下車） 

 

 

 

 

 

  

セミナー会場 

ひろしま 
国際ホテル 

・当日は会場にお越しいただく前に検温と体調チェックをお願いします。 

発熱、呼吸器症状（咳・呼吸困難）、味覚・嗅覚異常、その他の体調不良に該当する場合、 

ご欠席をお願いいたします。 

・入室前に手指の消毒のご協力をお願いいたします。 



 組織－２３－１１ 

令和５年２月２日 

各 位 

一般社団法人日本フードサービス協会  

副会長／JF 東北ブロック協議会 会長  

 宮 下 雅 光  

 

ＪＦ東北ブロック協議会開催のご案内 

外食産業経営セミナー 
 

ＪＦ東北ブロック協議会／東北地区外食産業経営セミナーを下記のとおり開催いたします。 

今回のブロック協議会は、大山 泰正 副会長（㈱イーストン 代表取締役社長）より、コロナ過渡

期における経営課題とその対応など、同社の外食経営の取り組みについてご講演いただきます。 

また、最近の外食産業を取り巻く経営課題・社会問題について情報を共有し、今後の対応について

参加者の方々と意見交換を行いたいと存じます。 

この機会に、会員の方々はもちろんのこと、東北地区の店舗や営業拠点の方々、そして協会にまだ  

加盟されていない方々もお誘い合わせのうえ、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

記 

 □開催日時  令和５年３月９日（木） １４：００～１６：１５（１３：３０開場） 

 □開催場所  ハーネル仙台 ３Ｆ｢蔵王｣ 

        宮城県仙台市青葉区本町 2-12-7 ３Ｆ （会場案内図参照）  

  □内  容  

１４：００  １）開会挨拶 協会副会長／JF東北ブロック協議会 会長 宮 下 雅 光 

（㈱ストロベリーコーンズ 代表取締役社長） 

２）講 演  「地方企業が取り組む六次化チェーンづくり(仮題)」 

（一社）日本フードサービス協会 副会長 大 山 泰 正 

    （㈱イーストン 代表取締役社長） 

３）情報提供及び意見交換 

「外食産業を取り巻く課題等」 

・ガイドラインのさらなる見直しについて 

・カード手数料の問題について 

・103万円の壁・130万円の壁、就労調整問題について 

・外国人材の戦力化について 

特定技能 2号への追加、技能実習制度について 他 

 

 

 

 ※予告なくプログラム、終了予定時間が変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

 １６：１５ 終了予定 

□参 加 費 無  料 別紙申込書に必要事項を記入のうえ、３月２日（木）までに協会事務局宛に

FAX（03-5403-1070）または E-mail（edu-jf@jfnet.or.jp）にてお申し込み

下さい。 

 □お問合せ先 協会事務局（Tel 03-5403-1060）までお願いいたします。 

外食産業を取り巻くこのような課題について、 

参加者相互の意見交換の場とさせていただきます。 

 



開催概要                         

■講演 大山 泰正 副会長（㈱イーストン 代表取締役社長） 

大学卒業後、米国各地のレストランを回り、客層、客単価、ターゲットなどを視察。帰国後、

1986 年に「アルズ・バー」を札幌に出店し、若者の絶大な支持を集める繫盛店となった。    

その後もレストランバー、イタリアン業態を中心に出店を続け、老若男女が楽しめるカジュアル

な店づくりを行っている。2003 年に仙台、2007 年には東京に進出し、現在、北海道･仙台・    

東京・埼玉に「ミアボッカ」、「いただきコッコちゃん」、「麦と卵」、「クッチーナ」など約 50 店

舗を展開。同社は、北海道産食材をいかに美味しく、新鮮な状態でお客様に提供できるかに心を

砕き、商品や接客を通じて生産者の思いをお客様に伝える店づくりに力を注いでいる。 

今回の講演では、「お客様・従業員・お取引先と感動を共有できる企業創り」を経営理念に   

掲げる同社の付加価値向上戦略についてお話しいただきます。 

■情報提供及び意見交換「外食産業を取り巻く課題」等 

３年以上にわたるコロナとの闘いもようやく出口が見えつつありますが、コロナ禍で様々な 

問題が業界に押し寄せています。深刻な人手確保問題、キャッシュレス化による各種カードの 

手数料負担、最低賃金、時給の上昇、原材料や電気代・ガス代などの高騰など、現在の業界の   

問題を政策に反映させるため意見交換を行います。 

 

 会場案内図 ●ＪＲ 仙台駅西口から 徒歩１２分  

●市営地下鉄 広瀬通駅 徒歩３分  ●市営地下鉄 勾当台公園駅 徒歩５分 

 

  

・当日は会場にお越しいただく前に検温と体調チェックをお願いします。 

発熱、呼吸器症状（咳・呼吸困難）、味覚・嗅覚異常、その他の体調不良に該当する場合、 

ご欠席をお願いいたします。 

・入室前に手指の消毒のご協力をお願いいたします。 



               組織－２３－１２ 

令和５年２月２日 

各 位 

一般社団法人日本フードサービス協会  

副会長／JF北越ブロック協議会 会長  

 小 林  均  

 

ＪＦ北越ブロック協議会開催のご案内 

外食産業経営セミナー 
 

ＪＦ北越ブロック協議会／北越地区外食産業経営セミナーを下記のとおり開催いたします。 

今回のブロック協議会は、近 藤 正 樹 会長（日本 KFC ホールディングス㈱ 顧問）より、コロナ  

過渡期における外食産業の課題と協会の取り組みについてお伝えします。 

また、最近の外食産業を取り巻く経営課題・社会問題について情報を共有し、今後の対応について  

参加者の方々と意見交換を行いたいと存じます。 

この機会に、会員の方々はもちろんのこと、北越地区の店舗や営業拠点の方々、そして協会にまだ  

加盟されていない方々もお誘い合わせのうえ、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

記 

 □開催日時  令和５年３月１３日（月） １４：００～１６：１５（１３：３０開場） 

 □開催場所  アートホテル新潟駅前 ４Ｆ「越後」西の間 

新潟県新潟市中央区笹口１－１  TEL ０２５-２４０－２１１１（代） 

  □内  容  

１４：００  １）開会挨拶 協会副会長／JF北越ブロック協議会 会長 小 林  均 

（㈱小嶋屋 代表取締役社長） 

２）講 演  「外食産業の課題と対応」 

（一社）日本フードサービス協会 会長 近 藤 正 樹 

    （日本 KFCホールディングス㈱ 顧問） 

３）情報提供及び意見交換 

「外食産業を取り巻く課題等」 

・ガイドラインのさらなる見直しについて 

・カード手数料の問題について 

・103万円の壁・130万円の壁、就労調整問題について 

・外国人材の戦力化について 

特定技能 2号への追加、技能実習制度について 他 

 

 

 

 ※予告なくプログラム、終了予定時間が変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

 １６：１５ 終了予定 

□参 加 費 無  料 別紙申込書に必要事項を記入のうえ、３月６日（月）までに協会事務局宛に

FAX（03-5403-1070）または E-mail（edu-jf@jfnet.or.jp）にてお申し込み

下さい。 

□お問合せ先 協会事務局（Tel 03-5403-1060）までお願いいたします。 

外食産業を取り巻くこのような課題について、 

参加者相互の意見交換の場とさせていただきます。 

 



開催概要                        

■講演 近藤 正樹 会長（日本ＫＦＣホールディングス㈱ 顧問） 

2014 年日本 KFC ホールディングス株式会社代表取締役社長、2021 年６月より同社顧問に

就任。2022年５月(一社)日本フードサービス協会第 20代会長に就任。 

今回の講演では、協会の会長として外食産業の市場回復に向けて求められている課題  

（人財確保、働き方改革、原材料高騰、環境問題、DX 推進など）についての取り組みなどを

お話しいただきます。 

■情報提供及び意見交換「外食産業を取り巻く課題」等 

３年以上にわたるコロナとの闘いもようやく出口が見えつつありますが、コロナ禍で様々な

問題が業界に押し寄せています。深刻な人手確保問題、キャッシュレス化による各種カードの

手数料負担、最低賃金、時給の上昇、原材料や電気代・ガス代などの高騰など、現在の業界の

問題を政策に反映させるため意見交換を行います。 

 

 会場案内図 ●ＪＲ新潟駅から徒歩約１分  

 

  

・当日は会場にお越しいただく前に検温と体調チェックをお願いします。 

発熱、呼吸器症状（咳・呼吸困難）、味覚・嗅覚異常、その他の体調不良に該当する場合、 

ご欠席をお願いいたします。 

・入室前に手指の消毒のご協力をお願いいたします。 



 組織－２３－１３ 

令和５年２月２日 

各 位 

一般社団法人日本フードサービス協会  

副会長／JF九州ブロック協議会 会長  

 肥 田 木 康 正  

 

ＪＦ九州ブロック協議会開催のご案内 

外食産業経営セミナー 
 

ＪＦ九州ブロック協議会／九州地区外食産業経営セミナーを下記のとおり開催いたします。 

今回のブロック協議会は、久志本 京子 副会長（㈱アールディーシー 取締役会長）より、アフター

コロナに向けた経営課題とその対応等、同社の外食経営の取り組みについてご講演いただきます。 

また、最近の外食産業を取り巻く経営課題・社会問題について情報を共有し、今後の対応について  

参加者の方々と意見交換を行いたいと存じます。 

この機会に、会員の方々はもちろんのこと、九州地区の店舗や営業拠点の方々、そして協会にまだ  

加盟されていない方々もお誘い合わせのうえ、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

記 

 □開催日時  令和５年３月２８日（火） １４：００～１６：１５（１３：３０開場） 

 □開催場所  八仙閣本店 ３階バンケットホール 

        福岡市博多区博多駅東２丁目７－２７ 

  □内  容  

１４：００  １）開会挨拶 協会副会長／JF九州ブロック協議会 会長 肥 田木康 正 

（康正産業㈱ 代表取締役） 

２）講  演 「コロナ禍で目指したもの“事業承継とリブランディング”」 

（一社）日本フードサービス協会 副会長 久志本 京子 

    （㈱アールディーシー 取締役会長） 

３）情報提供及び意見交換 

「外食産業を取り巻く課題等」 

・ガイドラインのさらなる見直しについて 

・カード手数料の問題について 

・103万円の壁・130万円の壁、就労調整問題について 

・外国人材の戦力化について 

特定技能 2号への追加、技能実習制度について 他 

 

 

 

 ※予告なくプログラム、終了予定時間が変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

 １６：１５ 終了予定 

□参 加 費 無  料 別紙申込書に必要事項を記入のうえ、３月２０日（月）までに協会事務局宛

に FAX（ 03-5403-1070）または E-mail（ edu-jf@jfnet.or.jp）にて     

お申し込み下さい。 

□お問合せ先 協会事務局（Tel 03-5403-1060）までお願いいたします。 

外食産業を取り巻くこのような課題について、 

参加者相互の意見交換の場とさせていただきます。 

 



開催概要                         

■講演 久志本 京子 副会長（㈱アールディーシー 取締役会長） 

1993 年、兄・故大島敏氏が創業した㈱アールディーシーに経理担当のパートとして入社、

2001 年より兄と２代表制で代表取締役を務める。創業以来「手の届く贅沢の追求」をコンセ

プトに、グルメ回転寿司としての地位を確立し、1986 年の創業から 20 年で 100 店舗を達成

した。2011 年に創業者の兄が急逝し、社内に動揺が広がる中、㈱RDC ホールディングスの  

代表取締役社長に就任。「原点回帰」と「社員第一」を掲げて、社員の結束とやる気を引き出す

施策を次々と打ち出し、経営危機を乗り越えた。現在グループ 9社、複数の寿司コンセプトに

加え、とんかつかつ敏、がってん食堂 大島屋、麺や十兵衛、とんかつ かつはな亭、自然食   

ビュッフェ ひな野など約 30業態 210店舗を展開し、今もなお拡大を続けている。 

今回の講演では、久志本会長がコロナ禍における経営改革として進めた事業承継とリブラン

ディングの取り組みについて、忌憚なくお話しいただきます。 

■情報提供「外食産業を取り巻く課題」等 

３年以上にわたるコロナとの闘いもようやく出口が見えつつありますが、コロナ禍で様々な

問題が業界に押し寄せています。深刻な人手確保問題、キャッシュレス化による各種カードの

手数料負担、最低賃金、時給の上昇、原材料や電気代・ガス代などの高騰など、現在の業界の

問題を政策に反映させるため意見交換を行います。 

 

●会場案内図 JR 鹿児島本線・福岡市地下鉄空港線 博多駅 筑紫口 徒歩７分  

  

・当日は会場にお越しいただく前に検温と体調チェックをお願いします。 

発熱、呼吸器症状（咳・呼吸困難）、味覚・嗅覚異常、その他の体調不良に該当する場合、 

ご欠席をお願いいたします。 

・入室前に手指の消毒のご協力をお願いいたします。 



 組織－２２－１４ 

令和５年２月２日 

各 位 

一般社団法人日本フードサービス協会  

副会長／JF北海道ブロック協議会 会長  

 大 山 泰 正  

 

ＪＦ北海道ブロック協議会開催のご案内 

外食産業経営セミナー 
 

ＪＦ北海道ブロック協議会／北海道地区外食産業経営セミナーを下記のとおり開催いたします。 

今回のブロック協議会は、椋本 充士 副会長（㈱グルメ杵屋 代表執行役社長）より、コロナ    

過渡期における経営課題とその対応など、同社の外食経営の取り組みについてご講演いただきます。 

また、最近の外食産業を取り巻く経営課題・社会問題について情報を共有し、今後の対応について  

参加者の方々と意見交換を行いたいと存じます。 

この機会に、会員の方々はもちろんのこと、北海道地区の店舗や営業拠点の方々、そして協会に   

まだ加盟されていない方々もお誘い合わせのうえ、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

記 

 □開催日時  令和５年３月２９日（水） １４：００～１６：１５（１３：３０開場） 

 □開催場所  ＡＣＵ－Ａ（アスティ４５） ｢１６０６｣ 

        札幌市中央区北４条西５丁目アスティ４５ １６Ｆ （会場案内図参照）  

  □内  容  

１４：００  １）開会挨拶 協会副会長／JF北海道ブロック協議会 会長 大 山 泰 正 

（㈱イーストン 代表取締役社長） 

２）講 演  「㈱グルメ杵屋の経営戦略 ～50年の歩みそして明日へ～」 

（一社）日本フードサービス協会 副会長 椋 本 充 士 

    （㈱グルメ杵屋 代表執行役社長） 

３）情報提供及び意見交換 

「外食産業を取り巻く課題等」 

・ガイドラインのさらなる見直しについて 

・カード手数料の問題について 

・103万円の壁・130万円の壁、就労調整問題について 

・外国人材の戦力化について 

特定技能 2号への追加、技能実習制度について 他 

 

 

 

 ※予告なくプログラム、終了予定時間が変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

 １６：１５ 終了予定 

□参 加 費 無  料 別紙申込書に必要事項を記入のうえ、３月２２日（水）までに協会事務局宛

に FAX（ 03-5403-1070）または E-mail（ edu-jf@jfnet.or.jp）にて       

お申し込み下さい。 

□お問合せ先 協会事務局（Tel 03-5403-1060）までお願いいたします。 

外食産業を取り巻くこのような課題について、 

参加者相互の意見交換の場とさせていただきます。 

 



開催概要                       

■講演 椋本 充士 副会長（㈱グルメ杵屋 代表執行役社長） 

㈱グルメ杵屋は「杵屋（うどん）」、「そじ坊（そば）」を主力に、飲食店を全国に 30 ブラン

ド 407 店舗を展開（2022 年３月末時点）し、レストラン事業のほか、機内食、業務用冷凍食

品製造、など幅広い事業を多角展開しています。椋本社長は 2008年・2009年と 2期連続の赤

字決算となり、前途多難な経営環境にあった 2010 年に代表取締役社長に就任し、事業の多角

化やマニュアルに依存しない顧客サービスなどさまざまな構造変革に着手し、2012 年に黒字

転換を果たしました。 

今回の講演では、パンデミックが起き、１度目の緊急事態宣言で 2020年 4月の売上が前年

対比で 80％以上減少した同社がどのような組織再編に取り組んだのか、椋本社長より今後の

経営戦略についてお話しいただきます。 

■情報提供「外食産業を取り巻く課題」等 

３年以上にわたるコロナとの闘いもようやく出口が見えつつありますが、コロナ禍で様々な

問題が業界に押し寄せています。深刻な人手確保問題、キャッシュレス化による各種カードの

手数料負担、最低賃金、時給の上昇、原材料や電気代・ガス代などの高騰など、現在の業界の

問題を政策に反映させるため意見交換を行います。 

 

会場案内図（ＪＲ札幌駅南口から 徒歩５分） 

 

 

  

・当日は会場にお越しいただく前に検温と体調チェックをお願いします。 

発熱、呼吸器症状（咳・呼吸困難）、味覚・嗅覚異常、その他の体調不良に該当する場合、 

ご欠席をお願いいたします。 

・入室前に手指の消毒のご協力をお願いいたします。 



                組織－２３－１５ 

令和５年２月２日 

各 位 

一般社団法人日本フードサービス協会  

副会長／JF 東海ブロック協議会 会長  

 谷 澤 公 彦  

 

ＪＦ東海ブロック協議会開催のご案内 

外食産業経営セミナー 
 

ＪＦ東海ブロック協議会／東海地区外食産業経営セミナーを下記のとおり開催いたします。 

今回のブロック協議会は、粟田 貴也 副会長（㈱トリドールホールディングス 代表取締役社長  

兼 CEO）より、コロナ過渡期における経営課題とその対応など、同社の外食経営の取り組みについて  

ご講演いただきます。 

また、最近の外食産業を取り巻く経営課題・社会問題について情報を共有し、今後の対応について  

参加者の方々と意見交換を行いたいと存じます。 

この機会に、会員の方々はもちろんのこと、東海地区の店舗や営業拠点の方々、そして協会にまだ  

加盟されていない方々もお誘い合わせのうえ、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

記 

 □開催日時  令和５年３月３０日（木） １４：００～１６：１５（１３：３０開場） 

 □開催場所  ウインクあいち ｢１００１｣ 

        愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38 １０Ｆ （会場案内図参照）  

  □内  容  

１４：００  １）開会挨拶 協会副会長／JF東海ブロック協議会 会長 谷 澤 公 彦 

（タニザワフーズ㈱ 代表取締役社長） 

２）講 演   「食の KANDOの頂へ -トリドールホールディングスの目指すこれから」 

（一社）日本フードサービス協会 副会長 粟 田 貴 也 

    （㈱トリドールホールディングス 代表取締役社長兼 CEO） 

３）情報提供及び意見交換 

「外食産業を取り巻く課題等」 

・ガイドラインのさらなる見直しについて 

・カード手数料の問題について 

・103万円の壁・130万円の壁、就労調整問題について 

・外国人材の戦力化について 

特定技能 2号への追加、技能実習制度について 他 

 

 

 

 ※予告なくプログラム、終了予定時間が変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

 １６：１５ 終了予定 

□参 加 費 無  料  別紙申込書に必要事項を記入のうえ、３月２３日（木）までに協会事務局

宛に FAX（03-5403-1070）または E-mail（ edu-jf@jfnet.or.jp）にて     

お申し込み下さい。 

□お問合せ先 協会事務局（Tel 03-5403-1060）までお願いいたします。 

外食産業を取り巻くこのような課題について、 

参加者相互の意見交換の場とさせていただきます。 

 



開催概要 

■講演 粟田 貴也 副会長（㈱トリドールホールディングス 代表取締役社長兼 CEO） 

1985 年に兵庫県加古川市で８坪の焼鳥居酒屋「トリドール三番館」を創業。鳥インフル   

エンザの流行を背景に、2000年に立ち上げたセルフうどん業態「丸亀製麺」ブランドを中心と

する店舗展開へと事業を再構築し、出店を加速させた。2011 年にハワイに海外１号店となる

「丸亀製麺」を出店してからは、ローカライズしたメニュー戦略により海外へも積極出店を 

続け、2022年 12月現在、国内外に 1,746店（海外事業 690店）を展開する。コロナ対応では、

ロードサイド店舗を中心にテイクアウト専用窓口を設置し、2021 年４月に販売を開始した  

丸亀うどん弁当が 2,800 万食を突破する大ヒット商品となるなど、店内オペレーションの  

早期改善に成功した。 

今回の講演では、同社のアフターコロナに向けた経営戦略やグローバル戦略などについて、

粟田社長より詳しくお話し頂きます。 

■情報提供「外食産業を取り巻く課題」等 

３年以上にわたるコロナとの闘いもようやく出口が見えつつありますが、コロナ禍で様々な問題

が業界に押し寄せています。深刻な人手確保問題、キャッシュレス化による各種カードの手数料 

負担、最低賃金、時給の上昇、原材料や電気代・ガス代などの高騰など、現在の業界の問題を    

政策に反映させるため意見交換を行います。 

 

 会場案内図 ●JR名古屋駅桜通口から ：ミッドランドスクエア方面 徒歩 5分  

●JR名古屋駅新幹線口から：徒歩 9分 

 

  

・当日は会場にお越しいただく前に検温と体調チェックをお願いします。 

発熱、呼吸器症状（咳・呼吸困難）、味覚・嗅覚異常、その他の体調不良に該当する場合、 

ご欠席をお願いいたします。 

・入室前に手指の消毒のご協力をお願いいたします。 



   一般社団法人日本フードサービス協会 宛 

ＦＡＸ ０３－５４０３－１０７０ 

E-mail：edu-jf@jfnet.or.jp 

ＪＦ全国ブロック協議会／外食産業経営セミナー 参加申込書 

下記にご参加者名、ご所属、お役職名をご記入のうえ、ＦＡＸまたは E-mail にてお申込み下さい。 

 ご参加希望のブロックの欄に○印をご記入ください。 

※セミナー終了後、16:30頃より懇親会（会費 6000円または 7000円）を行います。 

参加をご希望の場合、該当欄に○印をお付けください。会場・時間等は協会より別途ご連絡致します。 

 （用紙が不足している場合はコピーをお取り下さい） 

◇ご 連 絡 先 

御社名                                                 

 

お名前                      ご所属・お役職                    

 

E-mail：                     ＴＥＬ                       

 

※協会事務局より懇親会についてご連絡させていただく際に、ご連絡先が上記と異なる場合、 

 お手数ですが下記にご担当者及びご連絡先をご記入ください。 

※なお、懇親会当日のキャンセルは、会費を請求させていただきますので、予めご了承願います。 

 

御社名                                                 

 

お名前                      ご所属・お役職                    

 

E-mail：                     ＴＥＬ                       

 

※非会員社の方はお手数ですが、ご紹介社を下記にご記入ください。 

 

ご紹介社名                                            

  申込締切日 2/17 2/28 3/2 3/6 3/20 3/22 3/23  

お 名 前 ご所属･お役職 

2/24 

近畿 

3/7 

中四国 

3/9 

東北 

3/13 

北越 

3/28 

九州 

3/29 

北海道 

3/30 

東海 

懇親会 

(どちらかに○) 

 
 

       ご出席・ご欠席 

 
 

       ご出席・ご欠席 

 
 

       ご出席・ご欠席 

 
 

       ご出席・ご欠席 

 
 

       ご出席・ご欠席 

 
 

       ご出席・ご欠席 

 
 

       ご出席・ご欠席 




