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第１章 はじめに

1.1 背景

(１) シンガポールへのコメ・コメ関連製品の輸出量
2019年度の日本米（援助米を除く）の輸出量は 17,381トンであり、シンガポー ル

へは 3,879 トンと全輸出量の 22.3%を占め、香港に次ぎ第 2位である。また、

全世界への米菓の輸出量は 4,033 トンで、そのうちシンガポールへは 209トン、

5.2%となっている。同じく日本酒については 24,928kl を世界へ輸出しており、

シンガポールへは 609kl、全体の 2.4%を輸出している状況である。

（２）新型コロナウィルス感染症の影響
2020年 1 月に始まった新型コロナウィルス感染症の影響で、日本国内は元より 世

界的に当該疾病の流行により、外出禁止令が発出などの行動制限や、経済活動

への制限などにより、急速に経済活動が縮小し、世界的に見ても極めて大きな外

食市場の市場規模が急激に縮小し、その市場に原材料を提供している生産者の業

界にも大きな影響を及ぼした。

（３）シンガポールへのコメ・コメ関連製品の輸出における課題
シンガポールへのお米の輸出は、日系レストランを中心にして促進されているも

のの、日系以外のレストランについては、他国からのジャポニカ米も入ってきて

おり、競争環境としては非常に厳しいものがある。しかしながら品質・ブランデ

ィング的なところで訴求ができれば、まだまだ市場的な余地があると思料。同様

に、米菓及びお酒についても、日系のレストラン・スーパーマーケットを中心に

取扱いがあるものの、現地事業者での取扱いについては、コスト面での課題はあ

りつつも、日本産=プレミアムというブランドストーリーを描くことができれ

ば、まだ余地があると考えられる。

1.2 本事業の目的
本事業では、日系レストラン、日系食品小売以外の現地事業者にターゲットを絞り、

これまで日系の現地代理店が入り込むことができていない、現地レストラン事業者・

現地食品小売事業者に対して、全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会(全米輸)会

員のシンガポールでの活動の認知向上、及び全米輸の会員企業の商品の認知度向上及

び販売拡大を目的とした。



第２章 本事業の実施内容

2.1 実施スキームプロモーションの実施内容

2.2  プロモーションの実施内容

事業の実施項目は下記の通り。
a)メディア向けイベント：メディア・インフルエンサーに対してイベントの事前にサ

ンプル送付。その後、プレスリリースを実施し、一般社団法人 全日本コメ・コメ関連

食品輸出促進協議会及び会員企業の商品の認知度向上を図る。
b)ライブコマース：ライブコマース・コミュニティに向けて販売を実施し、売上実績

を確保すると同時に、B2B2C の C の部分での認知度向上を図る。

c)FACEBOOK での認知度向上：シンガポールでの一般社団法人 全日本コメ・コメ関

連食品輸出促進協議の認知度向上を目指すために、Facebook/Instagram で全米輸の活 動

や日本産米・米菓・お酒に関する情報を投稿し、認知度向上を図る。

d)海外バイヤーの開拓：海外バイヤーに対して、各商品のデジタルカタログを提供の

上、興味の度合いをヒアリング。商談会・営業代行を実施することで、販売実績の確

保を図る。

e)カタログ制作：各商品の英語のカタログを制作し、デジタルカタログとしてバイヤ

ーに送付。
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2.3 事業のスケジュール
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第３章 メディア・インフルエンサーイベント

3.1  実施内容

シンガポールにおいて、シンガポールの著名メディア 49社及び著名インフルエンサー
9 名を集め、メディア・インフルエンサー向けに、一般社団法人 全日本コメ・コメ関

連食品輸出促進協議会の活動及び全米輸会員企業の各商品を詳細に紹介し、現地メデ

ィア及びインフルエンサーを介して、シンガポール市場における全米輸の活動及び会

員企業の商品の認知度向上を目的としてイベントを実施した。またイベントに先立っ

て、各メディア・インフルエンサーのお手元に商品のサンプルが届くように手配をし

た。なお、新型コロナの影響を受けて、第１回目については、複数名単位でメディ

ア・インフルエンサーにお集まり頂く形で、全てのカテゴリーの商品を対象にした PR  

を実施し、第２回目については、お米を対象に、第３回目については、お酒及び米菓

を対象にオンラインで PR を実施した。

日時・時間については下記の通り。

・第 1 回目_全体 - 2020年 12 月 9 日(水) 現地時間午後 4 時 30 分から

・第 2 回目_お米 - 2021年 1 月 13 日(水) 現地時間午後 4 時から

・第 3 回目_お酒・米菓- 2021年 1月 22 日(金) 現地時間午後 3 時 30 分から

また、各回の説明では、日本のお米・米菓・お酒それぞれにフォーカスを当て、現地

メディアが今まで知り得なかった基礎的な話題や細かな話題を提供することで、メデ

ィアに掲載された時に読み物として面白くなるような工夫をした。

3.2  実施の流れ
①各イベント実施前に、全米輸会員企業の商品を各メディア・インフルエンサーに対

してサンプルとして送付。なお、第１回目については、集合形式で実施したため、会

場へサンプルを送付。

②イベントには、コロナの影響下ということもあり、各参加者の自宅よりズームを介

して参加いただき、事前にお配りしたサンプルを当日のイベント時に持参して頂く。

③イベント当日の流れは下記の通り。

a) 農林水産省/全米輸ご挨拶

b)お米・米菓・お酒カテゴリーの各商品のご紹介及び試食

c)メディアからの質疑応答



3.5  実施時写真

■ 第１回目_2020年 12 月 9 日

・メディアセッション ・現地会場
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・会場サンプル

■第２回目_2021年 1 月 13 日 ■第３回目_2021年 1 月 22 日

3.6  実施結果

合計 3 回のメディア・インフルエンサーイベントの結果、全部で 46箇所での掲載を獲

得し、広告換算価格で合計 168,055 シンガポールドル。日本円換算で 13,199,039 円
(2021 年 1 月 29 日付レート：78.54 円/シンガポールドル)分のメディア・インフルエ

ンサーでの露出を確保した。

以下に広告換算価格が高かった順に実際に掲載された記事の抜粋を示す。



a) cna938 ラジオ：番組出演_16 分 38 秒

ラジオ番組（Channel News Asia 938/英語）の土曜日の生放送 “WeekendLife”

の 2021年 1月 9 日(午前 11 時より)放送回にて、全日本コメ・コメ関連食品

輸出促進 協議会及びお酒, お米, 米菓に関する説明の実施。CNA93.8 は、

シンガポールのメ ディアコープ社のラジオ局(英語)で、ニュースとトーク

番組を朝 6時からから深夜 ０時まで放送している。シンガポールのテレビ

ニュースソースとしても名高い Channel News Asia のラジオ版として、シン

ガポール島内でも人気が高いラジオ局 である。

また同番組では、全米輸のシンガポールでのプロモーション活動及び、日
本のお

■番組ホスト_JustinMoss
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b) UWEEKLY 紙版：120,000 部発行, 広告換算額：10,140SGD = 796,395 円

※2020 年 12 月 26 日_フード特集面にて掲載
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c) LUXE SOCIRTY ウェブ版：広告換算額：9,000GD = 706,860 円

http://luxesocietyasia.com/wine-dine/the-japan-rice-and-rice-industry-export-

promotion-association-brings-together-a-selection-of-premium-japanese-specialty- rice-

japanese-sake-and-rice-cracker-to-singapore/

d) epicure ウェブ版：広告換算額：9,000SGD = 706,860 円

https://www.epicureasia.com/dining/15733/premium-rice-from-japan-meets-

demand/
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e) Discoverist ウェブ版：広告換算額：9,000SGD = 706,860 円

https://discoverist.changirecommends.com/eat-drink/japanese-rice-which-brand- to-

buy/

■掲載リスト
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7. メディアからのコメント

■ 第１回目_2020年 12月 9日実施分

・日本のお米を使った日本酒・お米・米菓は、それぞれ形を変えてシンガポールに輸

入されており、シンガポールが、それらの商品を輸入している国の中でもそれぞれで

高い順位にあると聞き、日頃見ている以上に、一般消費者の日本産商品の購入率の高
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さに驚いた。また、日本酒の種類や、飲み比べをしたことでそれぞれのお酒の個性を

感じることができ、想像以上の奥深さを感じた。日頃の食事に合う日本酒を番組内で

も紹介できればと思う。

(CNA938/ラジオ)

・お米を使った冷凍のライスボールはいろいろな味があり、とっても楽しくおいしか

った。特に黄色のカレーフレーバーは食べやすく病みつきになる味だった。合わせ て

、日本のお米を使った商品が手頃に実際販売をされているのは知っているが、電子 レ

ンジで温める以外の方法の記載がなく、シンガポールの家庭では電子レンジがない 家

もあるので、スチーマー対応が可能などの表記が欲しい。

(Epicure/ 雑誌・オンライン)

・日本酒は、同じ純米吟醸や純米大吟醸でもそれぞれの味がかなり異なっており、癖

を感じるお酒もあった。現地のご飯と合わせると風味が負けてしまうかを確認した。

また、それぞれの酒蔵での PR などはしているのかなど興味を持った。

(BBC/ラジオ・オンライン)

・シンガポールから日本へ今はいけない中で、このようなメディアイベントにて、商

品を知ることができ、すごく興味深かった。特に日本酒の試飲では、今までは純米大

吟醸が美味しいと思っていたが、純米吟醸のまろやかさを飲むと見え方が変わった。

改めて日本酒の奥深さを感じることができたので、読者にも伝えていきたい。

(@Kevin_the_hiak/インフルエンサー)

■ 第２回_2021年 1月 13日実施分(お米)

・日本のお米の収穫量や、お米を使ったお料理を見て、さまざまな用途で使えると思

った。初めて聞いた炊き込みご飯のレシピは、是非、自宅でチャレンジしたい。合わ

せて日本の新米時期に特集を組み、美味しさを読者に伝えるとともに、日本に訪問し

た際には、日本で新米を食べてみたい。(Wine&Dine/ 雑誌・オンライン)

・日本のお米の産地の詳細や海外輸出量などを知ることができ、日本・シンガポール

の両国にとって今後大きな発展的な拡大をすると感じた。その中で精米だけでなく、

今回の天むすのように、今後、多くのお米の加工品が入ることでもっとシンガポール

人マーケットに展開が広がると考えた。(The Business Times/ 新聞)

・今回のメディアイベントで紹介があった「コシヒカリ」は知っていたが、他の二つ

は知らなかった。それぞれが、各お料理にあった風味や味があるのはわかるが、炊き

方も重要なのではないかと思い、どんな炊飯器が合うのかや、お水の量は一定でいい

のかなどの情報をもっと知りたかった。また、スーパーなどで販売するのではなく、

今回のライブコマースで販売することで、日本米をもっと消費者が身近に感じること

ができると考えた。(SAFRA/ 雑誌・オンライン)
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第４章 ライブコマースを活用した販売イベント

4.1  実施内容：
シンガポール最大級の食のライブコマースサイトである”Singapore Home Cooks” を活

用して、全米輸会員企業の商品の販売を実施。当該番組を視聴している一般 消費

者のみならず現地事業者のバイヤー担当者に対する認知度向上を目論む。な お、

ライブコマース番組実施前後のタイミングで、各個別会員企業と現地バイヤ ーと

の商談会も実施。

4.2  日時・場所

a) 日時：

第１回-2020年 12 月 14 日(月) シンガポール時間午後 8 時より

第２回-2021 年 1 月 11 日(月) シンガポール時間午後 8 時より

第３回-2021 年 1 月 18 日(月) シンガポール時間午後 8 時より

第４回-2021 年 1 月 25 日(月) シンガポール時間午後 8 時より

b) 場所：Singapore Home Cooks FACEBOOK ページ

https://www.facebook.com/singaporehomecooks/



4.4 販売実施時の写真

・フェイスブック告知_第１回 ・フェイスブック告知_第 2回

⇨視 聴 回 数 - 10,000 回 ⇨視 聴 回 数 - 10,000 回

・フェイスブック告知_第 3回

⇨視聴回数- 7,221回

・フェイスブック告知_第 4回

⇨視聴回数：8,430回

・販売実施時の商品紹介画面

①イントロダクション ②動画のインサーションによる商品紹介
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③米加工品の販売画面 ④お酒の販売画面

⑤お米の販売画面 ⑥お米調理デモンストレーション

4.5 動画制作内容
全４回の番組に対して、それぞれのオープニング・エンディング含めて25本の動

画の制作を実施した。
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また、下記に動画のポイントについて示す。

①日本のお米の炊き方
・シンガポールで一般的に利用されているお米は、ジャスミンライスとなってお

り、通常であれば洗う必要もなく、お水にお米を入れてうどんを湯がくイメージ

で、お米を炊くのが一般的である。そのため、日本のように炊飯器を使ってお米

を炊くイメージがないために、お米の炊き方から説明を実施。1つは、日本で日

常的に使われている洗う必要があるお米、もう一つは無洗米について説明を実 施

。

②ライスケーキ
・お米加工品であり、シンガポール市場にとっては全くの初めての商品であるた

め、その利用方法について説明を実施すると共に、現地の人が好むであろう具材

を使って、しっかりと商品の利用イメージがつくような形で紹介を実施。

③ おにぎりの作り方
・サランラップを使った簡単な塩おむすびの作り方を説明。自宅で簡単に作れる

ように握り加減やお塩の分量なども動画内で説明を実施。視聴者からも簡単でわ

かりやすかったとの声を頂いた。

→視聴者が少しでも、日本米を使った料理について興味を持ってくれること。ま

た日本米を調理して食べてもらえるように、非常にベーシックなところから噛み

砕いて説明し理解してもらえるように努めた。

4.6 Singapore Home Cook への販売額

【非公開】
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4.7 まとめ
【非公開】
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第５章 現地バイヤーとの商談会および営業代行

5.1  実施内容
シンガポールで、影響力のあるレストラン事業者・リテール事業者に 10 社に対し て

、会員企業全社の商品を纏めたデジタルカタログを提示した上でヒアリングを実 施

。そして、商品に対して興味をもったバイヤーの詳細な要望について 2021年 2 月

24日(水)および複数日にて、個別に商談会を実施。当日の商談会にて、バイヤー側

の要望を確認の上、その後の販売に繋がるアクションを実施。

5.2  実施日時・スケジュール

日時：2021年 2 月 24 日(水)、2月 26 日(金)、3月 10 日(水)

5.3  シンガポール側参加者

①Singapore Home Cooks
今回ライブコマースを実施した事業者。現在コミュニティページも含めて 36万人以

上の会員を保有している。また一般消費者だけではなく、現地バイヤーも同番組を注

視しており、当該番組を通じて現地バイヤーから問い合わせを受けることもある。な

お番組視聴者の世帯所得は 2,000 万円以上となっている。

https://www.facebook.com/singaporehomecooks

②Cheers

シンガポールの大手コンビニエンスストアチェーンのうちの 1つである。現在、シン
ガポール島内に 160店舗以上のお店を保有しており、親会社はシンガポール大手ス

ーパーマーケットチェーンの Fair Price となっている。

https://cheers.com.sg/

③Shake Shake
シンガポール初のフライドチキン・ポテトをメインにしたファースト業態。シンガポ

ール島内に 4 店舗を運営しており、新メニューとしてお米を活用した商品開発の希望

があり今回商談に至った。

https://www.shakeshakeinatub.com/

④Soup Restaurant

シンガポールで創業 30 年の中華スープや蒸し鶏を提供しているレストランチェーン

で、シンガポール市場に上場している企業。シンガポール島内では、現在 13 店舗を
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展開中。

https://www.souprestaurant.com.sg/

⑤Taste Singapore

シンガポールの独立系スーパーマーケット。高所得者が多く住んでいるエリア店舗を

構え、客層も店舗近隣に居住する所得が高い消費者が多い。

https://taste.sg/

⑥The RealPeranakan
シンガポール島内で、数百年前にマレー半島で生まれたマレー料理と中華料理が融合

したプラナカン料理を展開しているレストラン。 https://www.therealperanakan.com/

■ その他コメント
①米菓：味の濃さが日本よりもシンガポールは薄いため、濃い味の商品は使いづら い

。日系のスーパーで既に販売している商品の場合、日本人には認知がある味なの

かもしれないが、現地ではわからないため、商品の詳細説明があった上で価格がも

う少し安いと商談の次のステップへ動きやすい。(Taste Singapore)

②日本酒：既にシンガポールで販売代理店がついている日本酒が多いが、カジュアル

中華料理へ合わせやすいお酒を見つけたい。また、日本で若者などに人気の日本酒

はどのような者があるかを知りたい。(Cheers)

③お米：価格帯が高いものが多く、通常使っているお米と違い、販売数量及び消費量

の予測がし辛いのと、現場での水分量調整が難しく、事前の開発が必要になる。

(Soup Restraunt / Shake Shake)

■ その他
また上記以外にも、”ShakeShake”からの依頼により全自動ご飯盛り付け機の購入希望 が

あり、全米輸の会員企業である鈴茂器工株式会社を紹介した。ただし、こちらの商 談

については、先方購入希望価格と”鈴茂器工”からの提案金額に大きな隔たりがあ

り、導入に至ることはなかった。
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第６章 FACEBOOK を活用したデジタルマーケティング

6.1  実施内容
FACEBOOK/Instagram を活用して、全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会及び

全米輸会員企業の商品を紹介。合わせて、お米に関する年中行事や基礎的な知識を紹

介し教育的なエッセンスを含む記事を投稿することで、一般消費者への啓蒙活動をし

ていった。

また、今回ライブコマースを実施するに際し、事前のメディアへの PR 活動に対する

受け皿として、当該サイトを活用すると共に、ライブコマースの事前広告を実施する

ためのプラットフォームとしての役割を担わせた。

6.2  投稿実施内容
2020年 11 月 28 日から 2021年 3月 12 日までの間で、48回の投稿を実施。

No. 日付 カテゴリー 内容 リーチ

41 2021/2/24 お米 岩手県産あきたこまち 10

42 2021/2/26 お米 お米の保管方法 11

43 2021/3/1 お米 雛祭りについて 12

44 2021/3/3 お米 雛祭りで食べるもの 10

45 2021/3/6 お米 2019年度米輸出について 10

46 2021/3/8 米菓 2019年度米菓輸出について 11

47 2021/3/10 お酒 2019年度お酒輸出について 10

48 2021/3/12 お酒 お酒の正しい保存方法 4

合計 838



■ 投稿内容事例

・お米説明動画 ・文化の紹介_餅つき

6.2 広告実施結果
期間中、ライブコマースへの集客目的のため、下記の通り広告を実施した。ライブコ

マースへの集客に対する認知拡散状況として、合計で 1,140,966のリーチを獲得し た。

ライブコマースへの集客のために広告を実施した結果を上記に示す。回によってばら

つきはあるものの、概ね狙った通りのリーチ数に到達した。また投稿内容でリーチ数

が高かったものとしては、”cna93.8 ラジオ出演”に関わる投稿や、”餅つき”や”鏡餅”

などの文化的な側面に関わる投稿の反応率が高い結果となった。

No. カテゴリー エリア 期間 リーチ

1 ライブコマース_１回目 シンガポール 12月12～14日 296,035

2 ライブコマース_２回目 シンガポール 1月8～11日 376,897

3 ライブコマース_３回目 シンガポール 1月15～18日 358,296

4 ライブコマース_４回目 シンガポール 1月23～25日 109,738

ライブコマース合計 1,140,966

20
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第７章 商品・パッケージアンケート

7.1  実施目的
日本のお米及び米関連製品は、通常シンガポールではスーパーマーケットで販売をさ

れているが、現地市場向けにカスタマイズされたパッケージで販売されていることが

少ない。そのため、市場に合わせたデザインにて、販売をすることで手にとってもら

う可能性が高くなると思料。今回、パッケージデザインに関するアンケートを

Singapore Home Cooks の視聴者から取ることによって、今後の販売における指針を 提

供することを目的とした。合わせて、シンガポールに於けるお米、米菓、日本酒に

対する一般質問を実施した。

7.2  実施内容

a) 実施方法

Singapore Home Cooks のレギュラーの消費者の中から 50 名を募って、Google フォ ー

ムを活用してアンケートを実施した。

b) 設問設計
本アンケートでは、日本のお米、お酒、米菓に関する一般的な質問と共に、今回希望

された全米輸会員企業からの商品のラベルに関する質問をした。
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■ まとめ
・日本のお米と合うシンガポールの料理として、挙げられたのは、まずチャーハン、

そしてお粥と海南チキンライスとシンガポールでも定番の米を使った料理であった。

漸くおかず的な意味合いで出てきたアイテムとしては、チリクラブとなっていたが、

それ以外のアイテムでもベースにご飯があって、その上に何かをかける料理が殆どで

あった。定番のシンガポール中華(広東)料理からの料理は一つも出てくることがなか

ったため、今後の拡販においては、中華料理との組み合わせを意識してもらうことが

必要になってくると考える。

・またシンガポールにおいて好まれている日本のご飯もの料理としては、寿司が予想

通り 1番となっており、その次に牛丼。これは 20 年以上前から吉野家がシンガポー

ルに進出していたためであり、3位のカツ丼は、同じく⾧くとんかつのお店がシンガ

ポールに展開されていたため、馴染み深い料理となっている。

・またパッケージの改変に関してサマリーをすると、①利用方法が明確に記述されて

いること②味付けについて明確に記述されていること③英語で記述されていることが

必要であり、店頭においてあってもシンガポールの人が、ためらいなく手にとって理

解できる状態を作ることが必要であると考える。

第８章 まとめ

【非公開】


