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一般社団法人　全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会



 日本、中国いずれか在住で、食品の平行輸入の取り扱いが比較
的多い個人バイヤー(計250人)を対象に、パックご飯の特長をまと
めた画像・テキスト素材を説明・提供し、自身の顧客に情報発信
するとともに販売をしてもらうという施策。

概要

 個人、もしくは友人等との数人の小規模な組織で、日本製品の代
理購入を行い、中国在住の中国人に微信等のSNSで販売してい
る並行輸入バイヤー

 在日50人、在中国200人の計250人。

 ターゲットと近い属性の、20歳～40歳代の女性が中心。

 SNSに登録している顧客の数が数百人～数千人規模のクラスを中
心にリクルート

参加対象者
・人数

 日本産の米で、日本国内で製造されたパックご飯
※全米輸の会員企業で、公式に中国に輸出しており、今後継続して一定量を現地
での注文に対応できるブランドである「ウーケのふんわりごはん 富山県産こしひ
かり」を案内した。

※また一部で精米の要望もあったため、同じ取り扱いである「あかふじ」2kgを同様に
販売した。

対象パック
ご飯



マイクロインフルエンサーのリクルート

スターターキットの提供

内容物

① 情報発信の材料となる、パックご飯の魅力を説明した資料(日本での浸透度や、美
味しさ、便利さ、安心安全度等を説明)

② パックご飯を使ったメニューと調理法をまとめた資料

③ 試食・サンプル用パックご飯５パック。

提供方法

 在日の20人程度には、最初に説明会形式で直接説明。必要に応じてその後の配布
資料を修正・送付。

自身の顧客への情報発信と注文受付

 以降、１箱(24パック)単位で追加注文を受付。

販売結果のご報告

 １か月程度を当施策の結果確認期間として想定。

 目標は、１人当たり２箱(48パック)とし、×250人＝500箱(12,000パック)。

Step1

Step2

Step3

Step4

※ 施策期間後の注文についても、どの程度の金額で対応してもらえるよう、販売
メーカー様と相談。また、精米希望があった場合も同様。



役割
日程

貴省 弊社

仕様確定 ◎ ～4/18(木)

マイクロインフルエンサー
リクルート

◎ ～5/31(金)

配布資料日本語案の提出
(紹介資料/レシピ集)

◎
紹介資料 ～4/26(金)
レシピ集 ～5/10(金)

同 確定 ◎ ◎ ～5/17(金)

同 中国語訳 ◎ ～5/24(金)

説明会
(在日の方20名程度のみ)

◎
6/7 (金) 10時～12時と14時～16時

(弊社会議室にて)

スターターキットの送付 ◎ 6月1週目・・・・・・資料、サンプル

情報拡散と販売 ◎ 6月上旬～7/15(月)

結果ご報告 ◎ ～7/29(月)

※ 施策期間終了後、各マイクロインフルエンサーより継続購入の希望があれば基本的には同条件
で対応。また、精米の希望があった場合も同様に対応。



6月 7月
(～7/23)

計

パックご飯
(24p/1箱)

41箱
(984p)

453箱
(10,872p)

494箱
(11,856p)

精米
(2kg) 10袋 11袋 21袋

アイテム計 51 464 515



6月 7月 計

東北(黒竜江省、遼寧省他) 14 26 40

華北(北京、河南省、内モンゴル他) 5 21 26

華東(上海、浙江省、山東省他) 13 298 311

華中(江西省、安徽省他） 4 68 72

華南(広州、深圳、福建省他) 4 35 39

西南(成都、重慶、雲南省他) 8 11 19

西北(陕西省、チベット他) 3 5 8
 バイヤーの居住、出身等の条件なしで、あくまでも日本の食品関連の商材の平行輸入販売を得意としているバ
イヤーとして集めた結果なので、日本米の人気が高い地域ともいえる。

※ ただし、在日バイヤーは東北地域出身が多いなど、バイヤー自体に偏りがないとはいい難く、参考データ扱い
とする。



パック
ご飯
(箱)

精米2kg
(袋) 計

在日バイヤー経由
(50人) 78 17 95

在中国バイヤー(200人) 416 4 420



① 利用者の傾向

 今回マイクロインフルエンサーが販売した相手がどのような人達かを確認した
ところ、『仕事に忙しい働き盛りの夫婦』や、「高齢の親や子供向けに日本の
美味しいごはんを食べてもらおう」と考えた『比較的金銭的に余裕のある人』
が多いとのこと。

中には、「日本に旅行した際に美味しかった日本のご飯をいつも食べたい
と思って炊飯器を買って日本の生米を炊いたがあまりおいしくなかったから」と
いうきっかけの人もいた。

② マイクロインフルエンサー250人中の購入者数

 マイクロインフルエンサー２５０人のうち、お付き合い的な購入もありえるが、全
員が最低1箱を購入。

それ以上買った人を自発的に買った人ということにすれば、在日では50人
中の８人 (体験会参加者2/20、他6/30)、在中では200人中の29人で、計250
人中の37人が自発的に購入。



③ 体験会参加者の発信と、資料だけの内容で発信した人との告知方法・結果の差

 参加者の発信は、商品の特徴だけでなく、具体的な調理例の紹介が多く、実
際に使用している人の紹介だという印象が伝わりやすかったよう。

対して、説明資料だけで案内した非参加者の発信は、「日本産」、「神米」、
「子供に」、「親に」といったようなイメージや想定した利用者の紹介が中心。
さらに、複数回発信して接点を増やすことを意識している人もいた。

⇒参加者であっても体験会の評価・感想等を直接発信することはなかったが、
参加することで下記のような発信内容の充実があったとうかがえる。

商品自体の写真だけでなく、それを使った調理事例として、チャーハンや
カレーなどが多く掲載されている。体験会での調理実習が、拡散時の料
理・メニューのアイデアとなったようで、具体性のある発信内容となった。

農水省主催のオフィシャルイベントに参加したとのアピールは、顧客から
みた自身の信頼性向上にもつながり、中長期的には効果的。

発信を依頼された商品の資料だけでは説明内容が表面的だったり量も少
なかったりすることが多いが、全体的には、利用者視点を感じる発信内容
になったとの印象。



 在日だけの比較だが、体験会非参加者の方が若干、購入数が多かった。これ
は上記の発信内容の差による影響というよりは、より人数の多い体験会非参加
者の方に、イベント等の直後の『短期間でのセリング』を得意としている人が多
かったのではと考えられる。

⇒実際は、購入者もいろいろなタイプの人がおり、すぐ買う人もいれば、試食体
験を通した具体的な告知によって購入してくれる人や、継続したコミュケーショ
ンによって、一定期間経過後に購入してくれる等の人がいる。

短期間の施策の結果だけでは一部の購入者の反応だけを評価してしまう
ことに陥る可能性があり、それを避け、かつ購入者のタイプの広がりを確保
するためにも、実演あり、試食あり、繰り返しありと諸々の手段で促進施策を
継続させることが大切と言える。



④ 華北、華東、華中、華南・・・等の地域こどの購買層の違い有無

 あまり明確な差はないが、最大販売先の華東エリアは上海中心ということもあり、
忙しい夫婦の、自分たちや子供のための「普段使いの主食」が多いよう。

また、「子供/大人の小腹好き用」、「自分一人の時の作るのが面倒な時の
食事」といった使い方も少なくなく、さらに、これらの自分たちも使っているから
こそか、「実家の親に送ってあげている」ケースもうかがえた。

⑤ 「団体購入」の呼びかけの効果

 今回のマイクロインフルエンサーの中に、会社等の団体へではなく、自身の知
人等に向けて「団体購入でまとめて仕入れると安くなる」との呼びかけをし、50
箱販売できた例があった。

⇒これは、通常の、バイヤーが仕入れたものを買うというケースに比べると、バ
イヤーのマージンが少なく、よりお得そうという印象があったと推測される。そ
のため、普通に販売するよりも「団体購入だと安くてお得」と、予想外にたくさ
ん売れたよう。このことは他のバイヤーにも共有してもよいかもしれない。



⑥ 今後のパックご飯の販売継続意向・条件

 今以上に安い価格で仕入れられるのであれば、自分の利益も消費者の受容
性もありそう。具体的には、販売価格を10元未満にできるくらいで自分の利益
もでる、仕入れ価格が1パック7元台以下だと望ましいよう。

既にJD.comでは1パック9.9元、極端には3元台で販売しているケースもあるよう。

⇒ただし彼女たちも、取り扱う商品が「資生堂のCPBやコーセーのデコルテなど
の高級化粧品」のような１アイテム当たりの単価が大きく、利幅の大きい商品
であれば、熱心に販売促進を行うが、パックご飯に関しては、残念ながらそれ
ほどではない(実際に、値引き等の販促施策終了後の７/27～8/27までの期
間での注文はパックご飯３箱、精米３袋止まりであった)。

よって、今後、体験会だとか、オマケをあげるだとか、値引きするとかの施
策を通じて販売したい気持ちを継続させることが必要と言える。



 各バイヤーの多くは、販売の案内を、微信(we chat)のグループチャットや公衆号(フォ
ロワー向けのクローズされた定期案内のようなもの)などを使って、自身の顧客にアナ
ウンスすることが多い。

 ばらつきはあるが、一人当たり平均すると1,000人程度の顧客に、常時、商品の案内
ができるような体制になっていると考えられる。

よって今回は、少なくとも

250人×1,000人=25万人
にリーチできたと考えられる。

⇒これまでに拡散目的に重点を置いたKOLやネットスターを
使った施策では、数百万人規模への拡散と、情報拡散を主
たる目的としており、1回あたり、数百万人に情報を拡散して
きた。今回は、そのような土台があったから大きく販売を広げ
られたと推測できる。

・・・つまり、『大規模な拡散』と、『手堅い販売』の両建ての繰
り返しが、市場創造には重要な手といえる。



孙海鸥(微信アカウント名：小瓶起子)

富山県産のパックご飯を販売する
よ！日本ではこういうパックご飯
がどこでも売ってるの。電子レンジ
でチンするだけで、炊きたてのご
飯と同じ！日本の特A級お米・コシ
ヒカリを使ってるよ。ふっくら感が
あってとても美味しい！そのまま
食べてもいいし、混ぜご飯や
チャーハンにしてもいい感じ！








