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3. 豪州市場における和食・日本食の普及に係る事業化可能性調査の実施 

3.1 普及方策の検討 

3.1.1 調査の方向性 

豪州市場における和食・日本食の普及方法の一つとして、豪州において日本食料理人の養成ができる仕組

の構築が考えられる。本調査では、豪州の TAFE（技術・継続教育）との連携により、日本食料理人の養成体

制の構築を目指した試験的なプログラムを実施することとした。 

 

3.1.2 TAFE の仕組み 

豪州の専門学校は、州立の職業訓練専門学校(TAFE:Technical and Further Education)と私立の専門学校

の 2 種類に大別される。 

TAFE は、州政府が運営し、都市部と地方のキャンパスがネットワークで結ばれており、各キャンパスで幅広

い科目の指導を行っている。 

私立の専門学校は、観光業、ビジネス、デザインなど、特定の分野に特化しているところが多い。 

各教育機関のカリキュラムや教授方法などは、政府の認定を受け（連邦政府 Department of Education and 

Training が所管し、Australian Skills Quality Authority(ASQA)が管理）定期的にチェックされ、コースやスタッ

フ、指導内容などの質が高く維持されている。 

留学生を対象とした様々な専門コース、英語コースも開講されているが、90%以上は現地の豪州人が学ぶ場

であり、理論を学ぶ大学、実践を身につける TAFE という位置づけとされている。TAFE は、実社会でプロとし

て働いていくための実力を養う場であり、実社会で働いている者の専門知識・実践力の強化にも活用され、働

きながら TAFE にも通うことも多い。 

TAFE は提携大学を多く持ち、TAFE の 1～2 年コース（Diploma)を取ると、提携の大学の同コースの 2 年次

以降に編入できることも多く、TAFE へ通った後に、大学へ編入するのはオーストラリア人の中でも留学生にと

っても一般的とされている。 

TAFE は州によって多少システムが異なり、例えば、NSW 州では TAFE NSW は、Institute と呼ばれる地域

別に分けられた 10 組織を有し、計 130 の分校を有する。 

 

3.1.3 プログラムの試験的導入を行う連携機関の選定 

日本食料理人の養成、またその後の普及を想定すると、すでに日本食が普及しつつある都市（ブリスベンや

シドニー、メルボルン等）において試験を実施することが望ましい。 

今回は、各州 TAFE 関係者や農林水産省等との協議結果を踏まえて、TAFEQueensland（クイーンズランド

州 ブリスベン）及び William Angliss Institute（ビクトリア州 メルボルン）において試験的導入を実施することと

した。 

 

3.1.4 TAFEQueensland の概要 

TAFEQueensland は最前線のテクノロジーと優れた施設、留学生がオリジナルの学習方法を選択できるよう

に長年の経験が活かされたカリキュラムが編成されている。当機関では毎年600 種類以上のコースが提供され

ており、90 か国以上の国から 18 万人以上の留学生も受入れている。実際の授業では、実践的かつ実務的な

内容に重点を置き、質の高い教育を 130 年に渡り提供し続けてきている。 

多目的に合わせて設計されているクラスルームから、本当のオフィスのように作られた環境やマンツーマン体

制のクラス等も整備されており、生徒と講師との対話が行いやすい環境も提供している。 
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料理人養成コースは「Commercial Cookery」として提供されている。当コースの概要は以下の通り。 

 

図表 3-1  TAFEQueensland で提供されている「Commercial Cookery」コース 

 

出典 TAFEQueensland(https://international.tafeqld.edu.au/) 

 

3.1.5 William Angliss Institute（WAI）の概要 

WAI は豪州メルボルンに位置する創立 75 年以上の歴史を誇る TAFE である。飲食業やサービス業、旅行

業に特化した機関となっている。機関全体の学生数は年間 2 万 4 千人を超え、そのうち 1,500 人程度が留学

生で占められている。政府だけでなく、実業界とも綿密に連携し、実社会のニーズに合わせた教育を提供して

いる。 

当機関には業界基準の訓練施設があり、料理コース関連（「Commercial Cookery」）では実習用レストランが

3 拠点、厨房は 11 箇所、その他、コーヒ・アカデミー、ワイン官能評価センターと言った専門的な施設が整備さ

れている。 

当機関で設定されている「Commercial Cookery」コースの概要は次の通り。 
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図表 3-2  WAI で提供されている「Commercial Cookery」コース 

 

出典 William Angliss Institute 「2017COURSE GUIDE」 
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3.2 プログラムの検討 

3.2.1 監修及び講師の選定 

試行的プログラムの検討に当たっては、在京豪州大使館からの推薦者である荒金シェフに監修兼講師を依

頼することとした。 

 

図表 3-3  荒金シェフの概要 

氏名 
荒金 育英（Ikuei Arakane） 

 

所属 
DO IMAGINIA 代表 

主要活動拠点 
ビクトリア州メルボルン 

経歴  兵庫県尼崎市出身 

 （株）ロイヤルホテルを経て１９８７年に来豪州 

 メルボルンの TAXI DINING RESTAURANT で 2006 年ベストレストランオブザイヤー

を受賞 

 現在はレストランのコーディネート及びコンサルタント会社の代表も勤めシェフとして

活躍 

 BOYNTON"S WINERY では EXCUTIVE CHEF として自家農園を作り料理を提供 

 PAUL MATHIS GROUP ではコンサルタントシェフとして、様々な FOOD EVENT の

制作などにも取り組み、多方面で活躍中 

出典 荒金シェフインタビューに基づき NRI 作成 

 

3.2.2 カリキュラムの検討 

カリキュラムの検討は、荒金シェフや TAFEQueensland、WAI 関係者と協議の上検討を行った。 

今回は試行的プログラムであり、比較的短期間で検討から実施までを行う必要があったことから、プログラム

の所要時間は概ね 3 時間程度に設定することとした。 

なお、豪州教育職業訓練省（Department of Education and Training）が管理・運営を行っている SITHA には、

日本食に関連するカリキュラムが現時点で 4 項目規定されている。本格的なカリキュラムの作成に向けてはこう

した規定に準拠することも必要であるが、本調査においては、短期間かつ協力機関での受入れ易さを重視し、

簡易版カリキュラムとして作成した。 

また、当プログラムにおいて調理するメニューは、荒金シェフと協議の上、「豪州国内での食材の入手し易さ」、

「和食・日本食独自の味覚（うまみ等）の体験」、「和食・日本食の文化の体現」という観点を踏まえ、「一汁三菜」

をコンセプトとした定食（Japanese Teisyoku）を選定した。 

各機関における実施カリキュラム及び調理するメニューのレシピは次の通り。 



 

106 

図表 3-4  TAFE Queensland における試行的カリキュラム 

 

出典 NRI 作成 

 

 

Date 10th of November, 2016.

Purpose

Lecture is the basis for how teacher give his lesson for 60 students who study in original cookery course. Mr. 

Arakane, great chef based in Melbourne, will demonstrate his skill and techniques in two hours in order to obtain 

data related degree of interest of younger generation cooks for Japanese food.

Time-line

Approximately two and half hours in one day (Time schedule will be fixed)

00:00-00:10
Opening address, Consul general of Japan in Brisbane and a person from Ministry of 

Agriculture Forestry and Fisheries (Japanese government) 

00:10-00:20 Briefing (Background of our selected dish in WASHOKU), Instructor

00:20-02:00
Cook by instructor (to set an example), 

Instructor will nominate student as assistant point by point.

02:00-02:30 Tasting and feedback

Instructor
Mr. IKUEI ARAKANE : Executive chef The Glass House in Hobart 

: Director of Do Imaginia Catering & Restaurant Consulting

Selected dish Japanese Teishoku “Ishiju-Sansai”

Number of student Around 60 students

Recruitment Publicity, recruitment and selection of students commenced by TAFE QLD

Rooms and space for 

trial program
Lecture room with kitchen for instructor

Cooking ingredients Prepared by JPN
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図表 3-5  TAFE Queensland における試行的カリキュラム 

 

出典 NRI 作成 

  

Date 14th of December 2016.

Purpose
Ten selected students will take lessons and make discussions in Japanese food as food service industry based 

on lecture from Mr. Arakane.

Time-line

Approximately two and half hours in one day (Time schedule will be fixed)

00:00-00:10
Opening address, a person from Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries (Japanese 

government) 

00:10-00:20 Briefing (Background of our selected dish in WASHOKU), Instructor

00:20-02:00 Cook with instructor and students

02:00-02:30 Tasting and feedback

Instructor
Mr. IKUEI ARAKANE : Executive chef The Glass House in Hobart 

: Director of Do Imaginia Catering & Restaurant Consulting

Selected dish Japanese Teishoku “Ishiju-Sansai”

Number of student 10 selected students

Recruitment Publicity, recruitment and selection of students commenced by WAI

Rooms and space for 

trial program
Lecture room with kitchen for instructor

Cooking ingredients Prepared by JPN
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図表 3-6  試行的プログラムで実施するレシピ 

 

出典 荒金シェフ作成 

生タコ Fresh octopus タコの茹で方 Method for boiling of octopus
わかめ Wakame seaweed ワカメの戻し方 Method for soaking of wakame seaweed in water until tender
胡瓜 Cucumber 胡瓜の切り方 Method for cutting of cucumber
人参 Carrot 人参の剥き方 Method for dehulling of carrot
白胡麻 White sesame
米酢 Rice vinegar 合わせ酢の作り方 Method for making of vinegar mix
味醂 Sweet cooking rice wine
砂糖 Sugar
薄口醤油 Light soy sauce

魚のおろし方 Method for slivering of fish
魚の蒸し方 Method for steaming of fish

車海老 Prawn 海老の下処理の仕方 Method for pretreatment of prawn
銀杏 Ginkgo
キクラゲ Jew's-ear
人参 Carrot 銀あんの作り方 Method for making of thin starchy sauce 
ネギ Green onion
蕪 Rutabage 蕪のすりおろし方 Method for grating of rutabage
卵白 Egg white
白だし Light dashi
日本酒 Sake
味醂 Sweet cooking rice wine
薄口醤油 Light soy sauce
吉野葛 Yoshino kudzu
柚子の皮 Yuzu rind
鶏 Chicken 鶏の捌き方 Method for carving of chicken
濃口醤油 Dark soy sauce 漬け込み方 Method for soaking of chicken
味醂 Sweet cooking rice wine 焼き方 Method for grilling of chicken
日本酒 Sake
柚子 Yuzu
またはカボスのスライス or slice of 
春キャベツ Spring cabbage 一番出しの取り方 Method for extracting of first stock 
お味噌 Miso 味噌の合わせ方 Method for fermenting of miso
白だし White dashi
日本のお米 Japanese rice お米の炊き方 Method for boiling of rice
炭 Sumi - charcoal
水 Water

Yuan-yaki of chicken

Miso soup of spring
cabbage

若鶏の幽庵焼き

春キャベツのお味噌汁

酢の物

蒸し物

焼き物

汁物

Vinegared food

Steamed food

Broiled food

Soup

鯛 Red sea bream

MENU Ingredients Method

-

-

-

-

蛸 酢

鯛の切り身の蕪蒸し、
銀あん

Vinegared octopus

Fillet of red sea bream
with stuffed and boiled
turnip, and thin
starchy sauce

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ご飯物 Rice 白ご飯 White rice
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図表 3-7  学生に配布した調理プログラム 

 

出典 荒金シェフ作成 
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図表 3-8  学生に配布した調理プログラム（つづき） 

 

出典 荒金シェフ作成 
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図表 3-9  学生に配布した調理プログラム（つづき） 

 

出典 荒金シェフ作成 

 

3.2.3 プログラムのための資金負担 

今回は、試行的プログラムであることから、食材及び荒金氏への講師謝金については日本側にて負担し、プ

ログラム開催施設（デモンストレーション会場や調理施設、調理機器、指導サポーター等）については、各

TAFE にて提供いただくこととした。 
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3.3 普及に向けたプログラムの試行的内容 

TAFEQueensland 及び William Angliss Institute における試行的内容は次の通り。 

 

図表 3-10  TAFEQueensland における試行的内容 

開催日時 2016 年 11 月 10 日 13 時~16 時 

プログラム 13:00-13:20 イントロダクション 

13:20-15:40 調理デモンストレーション 

（メニューの試食は一品ごとに実施） 

15:40-16:00 参加者からのフィードバック 

※午前中に調理デモンストレーションのため食材の下準備を実施した。その際、下準備と合わせて、当機関生徒

数名に鯛の捌き方やキュウリの蛇腹切り等を含めた調理技術の簡易講習を実施した。 

出典 NRI 作成 

 

図表 3-11  簡易講習の様子 

指導する荒金シェフ 鯛を捌く生徒 蛇腹切りに挑戦した生徒 

   

出典 NRI 撮影 

 

図表 3-12  William Angliss Institute における試行的内容 

開催日時 2016 年 12 月 14 日 14 時~17 時 

プログラム 14:00-14:10 イントロダクション 

14:10-14:50 調理デモンストレーション 

14:50-16:45 10 の選抜生徒に対する調理指導 

16:45-17:00 参加者からのフィードバック 

出典 NRI 作成 

 

TAFEQueensland 及び William Angliss Institute における試行的内容の様子は次の通り。  
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図表 3-13  TAFEQueensland における試行的内容 

荒金シェフによるイントロダクション 和食・日本食の説明 

  

キュウリの蛇腹切りを見る学生 鯛の捌き方を指導する荒金シェフ 

  

柚の説明をする荒金シェフ 試食品の盛り付け 

  

完成した“Japanese Teisｈoku” プログラム後の質疑対応 

  

出典 NRI 撮影 
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図表 3-14  William Angliss Institute における試行的内容 

イントロダクション 蕪の皮むきの説明 

  

選抜生徒を含む参加者 デモンストレーション結果を記録する生徒 

  

個別指導でのイントロダクション 包丁の扱いを指導する荒金シェフ 

  

鯛の捌き方を指導する荒金シェフ 盛り付け方の指導 

  

出典 NRI 撮影 
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3.4 試行的導入の結果 

3.4.1 TAFEQueensland における評価 

本プログラム開催後に、参加していた生徒に対してアンケート調査を実施した。アンケートは全体で 23 名の

生徒から回答を得ることが出来た。 

本プログラムに参加した生徒の約 9 割は外国人留学生であった。男女別にみると男性が約 7 割、女性が約

3 割であった。さらに、参加生徒の年齢構成は 20 代以下、21 歳～25 歳、26 歳～30 歳、31 歳以上、いずれの

属性もほぼ同率であった。詳細は次の通り。 

 

図表 3-15  生徒の分類 

 

出典 アンケート結果 

 

 

図表 3-16  男女比 

 

出典 アンケート結果 

  

8.7% 91.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=23

Domestic student International student

34.8% 65.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=23

Female Male
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図表 3-17  参加学生の年齢構成 

 

出典 アンケート結果 

 

 

日本文化は好きかどうかを質問したところ、約 9 割の生徒は「日本文化が好きである」と回答した。詳細は次の

通り。 

 

図表 3-18  日本文化の選好 

 

出典 アンケート結果 

 

 

本プログラム中で印象的だった内容を質問したところ、多くの生徒から調理の考え方や「一汁三菜」といった

和食・日本食の理念等に対する好意的な意見が寄せられた。それ以外にも、荒金シェフがプログラム中に披

露した様々な調理技術（鯛の捌き方や味噌汁を作る際の温度管理等）に対して、勉強になったという意見や、

砂糖を使用せずに甘みを演出していること等が印象的であった旨の回答が寄せられた。詳細は次の通り。 

 

  

26.1% 26.1% 26.1% 21.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=23

~20 years old 21~25 26~30 31~

91.3% 8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=23

Like Japanese culture Not like
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図表 3-19  プログラム中で印象的だった内容 

項 目 具体的内容 

食材  砂糖を使わないのがすごかった。 

 日本食材の説明が良かった。 

調理手法  食材のシンプルさと（それを活かす）調理法が最も素晴らしかった。 

 包丁さばき（鯛や蕪）。 

 魚のおろし方と、味噌汁の作り方、提供温度が勉強になった。 

 照り焼き用の調味料の作り方が参考になった。 

和食・日本食の理念等  包丁さばきが素晴らしく、ひとつひとつに意味があるという事も驚きだった。

素晴らしい文化だと思う。 

 調理師が料理する際の考え方が素晴らしく、それも日本文化の特長のひと

つだと思います。彼らは食べ物、自然、素材に敬意を持っている。 

 「一汁三菜」の考え方がよかった。 

出典 アンケート結果 

 

 

和食・日本食に特化したコースへの関心については、とても関心があると回答した割合が約 6 割で半数以上

占めた。詳細は次の通り。 

 

図表 3-20  「Commercial cookery course」卒業後に和食・日本食に特化したコースへの関心 

 

出典 アンケート結果 

 

 

実際に生徒から寄せられた意見の中でも、和食・日本食を学ぶことに関して非常に前向きな意見が数多く寄

せられた。和食・日本食を学びたいと思う動機は、「日本文化や和食・日本食が好き」であるということ以外に、

「豪州市場において和食・日本食の人気が高まっている」ことや、「調理技術を高めるため」に和食・日本食に

係る調理技術を学びたいという意見も挙げられた。詳細は次の通り。 

 

  

57.9% 42.1% 0.0%0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=19

Very Moderately Neither Not at all
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図表 3-21  和食・日本食に特化したコースに対する生徒の主な意見 

和食・日本食を学びたいと

思う動機 

具体的内容 

日本文化や和食・日本食

が好き 

 日本文化、特に日本食が好きなので、料理人として日本料理もやりたい。 

 日本食が大好きなので、日本食についてもっと勉強したい。 

 寿司が大好きなので、魚を完璧におろす方法を知りたい。また、自分は韓国

出身であり、日本料理にはとても親近感がある。 

 私はアジア出身の学生であり、アジア料理や日本文化に興味がある。将来

日本食のコースがあればうれしい。 

和食・日本食人気の高まり  日本食は全世界でとても有名になってきているので、料理学校の生徒が日

本料理の技術を学ぶのは必須である。 

 日本食はとてもオーガニックで健康的な料理として知られているので、日本

食にはいつも興味がある。多くの人は日本食が好きなので、チャンスがあれ

ば勉強したい。 

 日本食はますます人気になっているので、（日本料理のコースがあれば）卒

業生の有益性・専門性を高めるのに役立つ。 

調理技術の向上  魚のような生の食材を扱う事が、調理師や生徒にとっておそらくとても重要だ

と思う。そのようなコースがあればとても有意義である。 

出典 アンケート結果 

 

 

和食・日本料理人となるために日本で学習する必要があると思うかについて質問したところ、そう思うと回答し

た割合は約 5 割であった。一方、あまり思わない、全く思わないという回答も約 5 割を占める結果となった。詳

細は次の通り。 

 

図表 3-22  和食・日本料理人となるために日本で学習する必要があると思うか 

 

出典 アンケート結果 
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実際に生徒から寄せられた意見の中では、和食・日本食が持つ伝統や文化、食材への深い知識に対する

関心から、日本で学ぶことの必要性を挙げる生徒もいる一方、どこでも学ぶことが出来るため必ずしも来日は

必要ではないという意見も寄せられた。詳細は次の通り。 

 

図表 3-23  日本で学習する必要性に対する生徒の主な意見 

項目 具体的内容 

和食・日本食が持つ伝統

や文化、食材への深い知

識を身につけるならば必

要 

 技術的スキル、食材、水などそのほかの環境という点において、日本で日本

食を学ぶのは大切である。日本においての食（または食を扱う）と、外国にお

いての食（食を扱うこと）は全く異なるので、日本食の調理師を志望する場合

は、日本に来て勉強した方がずっと良いと思う。 

 日本を訪れることでより伝統的な日本食について学ぶことができる。 

 どの程度の日本食調理師になりたいのかによる。調理法と技術だけ学びた

いなら日本に行くことは絶対必要ではないが、素晴らしい日本食の調理師

になりたいのであれば、日本文化のより深い知識が必要となる。 

 料理の伝統的な方法を学びたい場合は日本に行くべきである。 

どこでも学ぶことは可能  私たちは色々な文化が存在する社会に住んでいるので、現地にいなくても

日本文化を体験できる。 

 「伝統的な」方法を学び本物の食材を使うことは、外国にいても可能である。 

出典 アンケート結果 

 

 

3.4.2 William Angliss Institute における評価 

本プログラム開催後に、参加していた生徒に対してアンケート調査を実施した。アンケートは、選抜された 8

名の生徒全員から回答を得ることが出来た。本プログラムに参加した生徒の属性は、国内学生、外国人留学

生ともに 5 割であった。 

 

本プログラム中で印象的だった内容を質問したところ、多くの生徒から、調理技術に関する意見が寄せられ

た。それ以外にも、荒金シェフの指導に対する好意的な意見等も寄せられた。詳細は次の通り。 

 

図表 3-24  プログラム中で印象的だった内容 

項 目 具体的内容 

調理手法  日本食と西洋の調理技術の違いに関する洞察が得られた。 

 包丁の使い方がとても勉強になった（右手しか使用してはいけない等）。 

 日本の伝統的な調理技術や和食・日本食をより引き立てる香り付け。 

和食・日本食の理念等  旬の食材を使い、それぞれの季節に応じて人間の体にも適した料理を作る

ということを学んだ。 

 和食・日本食の伝統やそれらが仏教とも関係性があるということを学んだ。 

出典 アンケート結果 
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和食・日本食に特化したコースへの関心については、とても関心があると回答した生徒は 8 名中 6 名であっ

た。実際に寄せられた意見では、特に調理技術に関する関心の高さが際立った。詳細は次の通り。 

 

図表 3-25  和食・日本食に特化したコースに対する生徒の主な意見 

和食・日本食を学びたいと

思う動機 

具体的内容 

調理技術の向上  多様な料理の調理手法を学ぶことでシェフとしての知識や技術力を高めて

いきたい。 

 調理技術の多様性を高めていきたい。 

 生の魚を調理する技術は繊細さも要求されるものであり興味深い。 

出典 アンケート結果 

 

 

和食・日本料理人となるために日本で学習する必要があると思うかについて質問したところ、そう思うと回答し

た生徒は 8 人中 5 人であった。 

実際に生徒から寄せられた意見の中では、TAFEQueensland と同様に、和食・日本食が持つ伝統や文化、

食材への深い知識に対する関心から日本で学ぶことの重要性を挙げる生徒がいた。また、家族や言語、費用

の問題で実現することは難しいと回答した生徒もいた。詳細は次の通り。 

 

図表 3-26  日本で学習する必要性に対する生徒の主な意見 

項目 具体的内容 

和食・日本食が持つ伝統

や文化、食材への深い知

識を身につけるならば必

要 

 料理と料理のテクニックを形作る文化と歴史を理解することが重要。 

 日本の食材・料理を理解し咀嚼することは良いことである。 

 もともと和食・日本食は好きだったが、このプログラムを通してますます関心

が高くなった。ショートプログラムであるならば日本で学んでみたいと思う。 

障壁があるため来日は難

しい。 

 言語の問題で正しく理解することが出来ない可能性がある。 

 実現したら嬉しいが、家族がいるため難しい。 

 費用がかかる。 

出典 アンケート結果 

 

 

3.5 更なる普及に向けた検討 

今回の試行的導入の結果を踏まえ、今後、豪州市場において和食・日本食を普及させるための事業展開モ

デルを検討した。具体的なスキーム（案）は次の通り（WAI における展開モデルを例示する）。 

また、WAI においては、来年度以降の調理人コースで、日本食のテクニックも標準で導入予定としている。 

WAI では日本食のサーティフィケートについても継続して検討したいと考えており、日本政府による認証は、

非常に大きなビジネスチャンスであると認識している。今後の展開についても、サーティフィケートの体制のあり

方検討共に日本政府との対話を進めたい意向を示していた。 
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図表 3-27  WAI における和食・日本食普及に向けた展開モデル 

 

出典 アンケート結果

1st year : Learning in JPN

 Learn about JPN’s agriculture and fishery at school.
 Visit and stay at farmhouses and fisherman’s houses in 

order to learn their philosophy for production.
 Visit JPN restaurants in order to learn techniques and 

mindset for Japanese cuisine.

2nd year :Proficiency in AUS

 Do the same things as well as JPN in AUS(develop 
network with producers such as farmers and fisherman)

 Try to create some menus which Australian likes based 
on what they learnt in JPN and AUS.

Graduation examination

 Take an examination (Practical & Paper test) by JPN ambassador.
 Finally, the ambassador grants a certification to student.

Graduate from TAFE’s original cookery course.

Enroll in Washoku Training Course.

WAI

MAFF

①Develop a program & 
an Examination, etc.

②Set up the 
program

③Prepare JPN 
program

JPN private 
companies

③’Support

Ambassador

(JPN chef)

④Appointment

⑤Examination 
& certification
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