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第１章 はじめに
１．１ 背景

令和 2年 4月 3日に発表されたアジア開発銀行（ADB）のデータによると、新型コロナウイル
ス感染症の世界的な感染拡大が与える世界全体の経済損失を最大4兆1,000億ドルと予測した。
そのうち、中国市場においては、最大6,916億ドルの経済損失（GDP比5.1％）のGDP押
し下げになるとした。一方で、中国マーケットにおいては新型コロナウイルスの拡大により、
家庭で調理をする「内食ニーズ」や既に調理されたものを購入する「中食ニーズ」が高まって
いる。乾麺などのインスタント食品は品薄が続いており、令和2年3月13日に報道された英
ロイター通信では、飲食店が休業し、外出が制限される環境下、中国の若者の多くが料理の楽
しさに目覚め、オーブンなどの調理器具が飛ぶように売れているという。また、動画公開サイ
ト「bilibili」では、令和元年末頃より調理やグルメに関する動画の累計視聴者が延べ5億
8,000 万人に達しているという。高まる「内食ニーズ」や「備蓄ニーズ」に対して、両ニーズ
をカバーしているパック米は中国市場への輸出拡大にまさに追い風となっている。

１．２ 課題
平成 29年 6月～12月に日本貿易振興機構(JETRO)主催により、中国全土(上海、北京、天津、成都)
の高級百貨店、高級スーパー、コンビニエンスストア内で一般消費者約 6,600名を対象に「日
本産パック米に関する認知度調査」を実施。また、同年 12月に中国人12名の一般消費者を対
象に日本産パック米をの使用実態調査も併せて実施。同調査群で判明した課題は以下のとおり
となる。

（１）調査内容
①調査１：聞き取り調査
【概要】
・実施期間 ：2017年 6月 17日（土）～12月 10日（日）
・エリア ：上海、北京、天津、成都
・業態 ：高級百貨店、高級スーパー、コンビニエンスストア
・内容 ：試食とインタビュー形式のアンケート調査
・手法 ：マネキンによるふりかけ等を使った試食の実施と対象者へ聞き取り
・回答数 ：6,629

・主催者 ：独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)

②調査２：デプスインタビュー調査
【概要】
・実施日：北京：2017年 12月 15日（金）～16日（土）

上海：2017年 12月 17日（日）～18日（月）
・内 容：家庭訪問によるヒアリング調査

（モデレーターによる 60分程度の1対 1の面接型インタビュー調査）



・回答数：回答者数 12名
・割付案：エリア割付 北京 6名/上海 6名
・質 問：使用実態の把握（いつ、どこで、誰が、なぜ、どのように食べたか）

日本産包装米飯を使った感想、味覚面評価、パッケージ評価等

ユーザープロフィール（家族構成、自宅の状況、ライフスタイル、食スタ
イル等）

（２）見えてきた課題
①「パック米」自体の認知度が低い
「パック米」について知らないと答えた人が約半数にのぼる。また、日常的に「パック米」
を購入する人は約4に留まる。

②「日本産パック米」の正しい情報や使用方法等が浸透されていない
①の結果により、日本産パック米の基本的な情報が浸透していないと考えられる。例え
ば、日本産パック米の賞味期限は通常約 1年間保証されていることについて、一部、防腐
剤等の使用によるものであると懐疑的な見解が見られた。また複数の家庭では日本産パッ
ク米を“冷蔵庫”に保存しており、日本産パック米自体が常温で⾧期保存が可能であるメ
リットについて理解されていなかった。

③価格が高い
約 6,6000名の半数以上の人が「価格が高い」と感じている一方、約 95の人が味を「美味し
い」と高評価。

１．３ 本事業の考え方と目的
本事業については、前述で見えた認知度の低さや誤った情報の浸透などの課題に対する対策を講じ
るとともに、コロナ禍で変化した人々の行動変容や生活スタイルに合わせた「認知拡大」の施策が
必要となる。これまでの課題と今後の可能性を検討したターゲットや事業の方向性は下記のとお

りとなる。

（１）課題をふまえた可能性
①日本産パック米が購入できる場所、ECサイトを紹介
これまで日本産パック米を日常的に購入してきた人が前述のアンケートでは約 4 に留ま
っているため、喫食体験者が少ないのが現状。そのため、パック米自体の基本情報ととも
に、一般消費者が購入できる場所や ECサイトの情報等も合わせて伝えていく。

②高まる巣ごもりニーズにマッチさせる
コロナ禍における中国人の行動変容は、自宅での滞在時間が増えたことにより、動画を視
聴する時間が増え、また他人との接触を避けるために外食や宅配から自宅での料理を行う
人も増加した。そうした人々の行動に合わせ、オンライン上でも日本産パック米を認知拡
大させる手法設定が必要となる。
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③価格にまさる「味」や「安全性」を伝えていく
輸入商品は現地商品と比べるとどうしても価格では劣ってしまう。一方で、試食をした約
95の人は味が美味しいという評価を得られたことから、本プロモーションで実際の喫食機会
を提供することで、味を知ってもらい、差別化を計ることが重要。また、⾧期保存ができる
観点から防腐剤が含まれている等の誤ったイメージを持たれやすい可能性が高いため、

「安全性」のポイントで正しい情報を伝えていくことがメリットに繋がる。

（２）本事業の考え方
通常、日本産パック米の競合は他国産の精米や包装米飯をベンチマークとして置いている。一方で
高まる巣ごもり需要の中、本事業では「時短食」「簡便食」「保存食」としての用途やポジションを
確立し、「インスタント麺」「乾麺」「パン」等のなどの即席商品をベンチマークとして同商品の中
から日本産パック米を選択肢の一つとして選んでいただくような施策を実施していく。

（３）本事業の目的
本事業では、日本産パック米の正しい情報や購入先等を認知させるために簡便性を求めるユーザ
ーに対して行うことで、購入促進につなげる。また、新型コロナウイルスの感染拡大により自宅で
の滞在時間が増加していることから、自宅で喫食機会を創出できるオンラインでの料理教室プロモ
ーションを実施する。

１．本事業の要素
消費者の新たな簡便食のニーズ背景を踏まえながら、下記要素を各施策の柱として設定する。

・日本産パック米の認知度向上
中国の消費者マーケットにマッチしたインフルエンサーやSNSを使った情報発信を実施

・日本産パック米の「正しい情報」を発信
手軽な使用方法や防腐剤等不使用の安全性などの観点を中心に情報を伝える

・日本産パック米の「調理方法」や「レシピ」の展開
新型コロナウイルス感染拡大による巣ごもり需要に合わせ「時短食」「簡便食」「保存食」の用途
として様々な手軽レシピを紹介

・日本産パック米の喫食機会を創出
中国の消費者が購入できる小売や ECサイト情報を紹介するとともに、自宅でも実食の機会が持
てるキャンペーンを実施
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第２章 国産パック米輸出に向けたオンラインレシピ教室

実施内容
２．１ オンラインレシピ教室実施概要
（１）全体概要
①プロモーション名称
日本語：オンラインレシピ教室
中国語：解锁米饭新“食”尚 线上料理教室

②実施国
中国

③品目と使用する商品名
品目：日本産パック米

④実施期間
2020年 9月

⑤主な実施内容
a)ポータルサイトの制作
b）オンラインレシピ教室のレシピ作成c
）オンラインレシピ教室の参加募集告知
d. オンラインレシピ教室の開催 KOLによるライブ配信
e. オンラインレシピ教室の開催 シェフによるライブ配信
f. オンラインレシピ教室の販売促進プロモーション

⑥事業の全体像
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⑦施策スケジュール
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（２）ポータルサイトの制作
①ポータルサイトの目的と概要
本サイトは中国人に日本産パックご飯の魅力を様々な形で伝え、購買へつなげる導線を作ること
を目的として制作した。サイト名称は、パックご飯が食分野の新トレンドを切り開くという意味を
込めて「解锁米饭新“食”尚 线上料理教室」とした。

本サイトのコンテンツは、主に下記の5 つを制作した。
a)オンライン料理教室の告知及び参加申し込みフォーム
b)パック米を使ったレシピの紹介（動画）
c)一般消費者から投稿されたパック米レシピの紹介
d)パック米の紹介（動画）

e)中国で購入できるパック米オンラインショップの紹介

対応言語：中国語（簡体字）
URL: https://jpfood.gudumami.cn/

②ポータルサイトの構成
本サイトは下記の通りに構成した。
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③クリエイティブ
本サイトのメインテーマであるパックご飯を軸として、中国人が日本産パックご飯に親しみを持
ちやすいクリエイティブとした。

TOPページに記載したリード文（概要 日本語訳）

都会で忙しい生活をしている皆さん、食事の準備でまだ大変な思いをしているのですか？
簡単に・おいしく・すぐに食べられるパック米がありますよ。
日本の農林水産省の支援のもと、一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会主催の
オンラインレシピ教室を 9月に実施します。
2名の美食 KOLと4名のシェフが計6回のオンラインレシピ教室で、富山県産の美味しいパック米
を使ったレシピを披露します。簡単にできるおにぎりレベルの料理から、珍しいご飯を素材にした
デザートまで様々な料理レシピをご紹介します。料理初心者から上級者まで、美食家の皆さんにも
きっと満足していただける内容となっています。
参加を希望される方は、事前にお申込みいただき専用のWeChatグループに入ってください。ラ
イブ配信当日にアンケートに回答した方、パックご飯を購入した方には、料理教室内で紹介したレ
シピ食材やパック米のサンプルキット提供の機会もあります。
また本サイト内には、日本人シェフが考案した6レシピも掲載しているのでぜひご覧ください。
そして、あなたのパック米レシピを投稿していただくと、サイト内で有名シェフと同じページにあ
なたのレシピが掲載されますよ。
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④制作コンテンツの詳細
a)オンラインレシピ教室の告知及び参加申し込みフォーム
オンラインレシピ教室の開催日時、講師、レシピ（写真）、申し込み用QRコードを掲載し、一般消
費者からの参加募集を行った。

レシピ教室の参加までの流れ

b)パック米を使ったレシピの紹介（動画）
配信日時が限定されているオンラインレシピ教室を補完するコンテンツとして、日本産パック米を
使用したレシピが常時閲覧できるコンテンツを動画形式で６レシピ作成し掲載した。
（レシピの詳細等は後述する）
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c)一般消費者から投稿されたパック米レシピの紹介
パック米とそのレシピの拡散を目的に、オンライン料理教室参加者及び一般消費者に対して、パ
ック米を使ったレシピを募集した。投稿されたレシピは事務局でチェック後、51 レシピをポータ
ルサイト内に掲載した。（掲載したレシピの詳細等は後述する）

レシピ投稿の流れ
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d)パック米の紹介（動画）
日本産パック米の特⾧について、テキスト及び動画を掲載した。

※掲載した日本産パック米の紹介文（日本語訳）
コシヒカリの無菌包装米飯は、富山県産の無洗米と、日本の百名水にもたたえられる富山県黒部の天
然水を使用し、クリーンスチームを利用して、水と原料米に「短時間高温殺菌」と除菌された空
間で連続炊飯方式を採用。ごはん本来の風味を保ちながら、常温流通と常温保存ができ、電子レンジ
で加熱してそのまま食べられるので、おいしくて便利です。

e)中国で購入でき日本産パック米オンラインショップの紹介
中国で購入できる日本産パック米の購入先を掲載した。
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（３）オンライン料理教室のレシピ作成
日本産米について正しい知識を持って取り扱うことのできる中国人シェフを起用し、中国の消
費者が受け入れやすく、かつ、日本産米の特⾧を体感できるパック米レシピの考案を依頼した。

①シェフの起用
レシピ考案及び、開発したレシピを使用したライブ配信への出演は、下記のシェフを起用した。

氏名：徐璎俊
店名：杏花楼
業態：中華料理
客単価：100元

備考：2019年度「日本産米審査会」ファイナリスト

氏名：劉洪
店名：馬勒别墅
業態：中華料理
客単価：350元

備考：人気グルメ番組へのゲスト出演、グルメ文芸作品への
コメント提供、グルメイベントの審査員等、多数の実績あり

氏名：王翔
店名：上海德兴馆
業態：中華料理
客単価：49元

備考：2019年度「日本産米審査会」ファイナリスト

氏名：陶锋杰
社名：曼己客厨艺研修院
業態：中華料理

備考：2019年度「日本産米審査会」ファイナリスト

②レシピのコンセプト
レシピ考案は、日本産パック米のターゲット及びライブ配信テーマを設計した上で下記のコン セ
プトのもと依頼した。依頼の際は、レシピとコンセプトのずれが発生しないよう、要点を記載した
「レシピシート」を作成し、事前にシェフに送付した上でレシピ考案を開始した。

a)共通コンセプト：時短、簡便レシピ
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b)各レシピのコンセプト：下記の４つのコンセプトでシェフにレシピ考案を依頼した。

c)レシピシー

No. 1 2 3 4
ターゲット 20−30代独身、DINKS 子供のいる30代有職主婦

レシピ
コンセプト

料理初心者向け、
時短・簡単 3ステ
ップレシピ

週末に作る
お米が主役のレシピ

忙しいママの平日を
助ける時短レシピ

子供も喜ぶ/たくさん食
べる、簡単栄養
バランスレシピ

起用シェフ 徐璎俊 王翔 劉洪 陶锋杰
レシピ考案数ト 2 2 2 2

下記の項目を記載するシートを作成し、参考イメージと共にシェフに送付した。
・写真
・量
・原価
・分量
・食材キットでの用意有無

・レシピ名
・レシピの紹介、ポイント
・所要時間
・材料
・下準備
・作り方の手順

参考イメージ
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③作成したレシピ及び配信スケジュール
シェフによって考案されたレシピ及び配信日は下記の通りである。

a)レシピ一覧

No. 1 2 3 4
ターゲット 20−30代独身、DINKS 子供のいる30代有職主婦

レシピ
コンセプト

料理初心者向け、
時短・簡単 3ステ
ップレシピ

週末に作る
お米が主役のレシピ

忙しいママの平日を
助ける時短レシピ

子供も喜ぶ/たくさん食
べる、簡単栄養
バランスレシピ

起用シェフ 徐璎俊 王翔 劉洪 陶锋杰

考案レシピ１

日式叉烧煲仔饭
(日本式焼き豚土鍋ごはん )

和风咖喱牛肉烧麦
(和風カレー牛肉焼売)

米饭披萨～配味噌汤～
（コメピザ

～味噌汁に合わせて～）

越光米汉堡
(コシヒカリ

ライスバーガー)

考案レシピ２

芝士米粒卷
(チーズライスロール )

柚子小米拉糕
(ゆずと栗のケーキ )

木鱼花包菜包饭
～配炸猪排～

(鰹節 花キャベツご飯巻き
～とんかつに合わせて～）

越光卡通蛋包饭
(コシヒカリ

アニメオムライス )

配信日時
2020年9月19日（土）

20：00～21：00
（中国時間）

2020年9月26日（土）
20：00～21：00
（中国時間）

2020年9月29日（火）
20：00～21：00
（中国時間）

2020年9月20日（日）
20：00～21：00
（中国時間）
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（４）オンライン料理教室の開催及び参加募集告知
中国の消費者は、様々なSNS メディアをその機能によって複数使い分け、活用しているこ
とから本事業においては、訴求対象（ターゲットの世代）や機能（告知記事・動画配信）等 の
メリットに合わせ、使い分け配信することとした。

①使用する媒体
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（５）中国におけるインフルエンサーレベルの階層

出典：株式会社オーエス
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(６)メディア配信一覧
下記スケジュールに沿って、各SNSを使ったイベント告知を行った。
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（７）各配信 SNS

中国市場で主に使われている SNSを中心に下記のようなイベント配信を行った。

① 上海社公式アカウント（Wechat：咕嘟妈咪美食推荐）
既読数：130
コメント数：Wechatコメントが閉めます
転載数：Wechat転載数が表示しませんい
いね数：9
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（１１）オンライン料理教室第２部＿シェフによるライブの配信
当日に向けて、各シェフの回ではリハーサルを1回～2回実施し、下記ポイントに沿って紹介が
できているか、また時間内の配信ができるよう事前の段取り等を確認した。
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（１２）オンラインレシピ教室参加者への販売促進プロモーション
オンラインレシピ教室の参加者に対して、パック米の購入を促すためのプロモーションを行っ
た。オンラインレシピ教室に参加し、パック米に対する購入意欲の高まった消費者やパック米への
理解が深まった消費者に対して、パック米の使用機会を提供し今後の継続購入につなげることを目
的とした。プロモーションは下記の2種類の方法で実施した。

①オンラインレシピ教室限定商品の発売
オンラインショップ「TMALL」にある食材旗艦店「富水」内において、オンラインレシピ教室の
配信時間内でのみ購入できる、特典付き限定商品を発売した。

a) 特典付き限定商品の内容
・販売商品：日本産パック米3個セット

・購入特典：オンラインレシピ教室で紹介したレシピの食材キット
（パック米１個＋レシピに使用した食材） 1レシピ分

・販売数量：240セット（先着 240セット。無くなり次第販売終了）
・販売価格：39.8元

b) 購入方法
通常の商品とは異なる商品コードを事前に用意し、日本産パック米 3 個セットを購入すると自
動で特典が付与されるよう設定した。消費者は、ライブ配信中の画面に表示されるアイコンから購
入ページに遷移し、オンライン上で商品を購入する。

購入ページ
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②オンラインレシピ教室に関するアンケート
オンラインレシピ教室に関するアンケートに回答すると、抽選でオンラインレシピ教室で紹介し
たレシピの食材キットを送付するプロモーションを行った。

a) 食材キットの内容
・内容：オンラインレシピ教室で紹介したレシピの食材キット

（パック米１個＋レシピに使用した食材） 2レシピ分
・数量：340セット（アンケート回答者の中から抽選で340名に送付）

b) 申し込み及び送付方法
オンラインレシピ教室のライブ配信開始20～30分後にアンケート回答フォームのURLを事務

局から参加者へ告知する。参加者は任意でアンケート回答専用フォームへ遷移し設問に回答す
る。全問回答し送付ボタンを押すと自動的に抽選画面に遷移し、その場で当落が表示される。当
選した場合は送付先住所等の必要事項を入力し、事務局が後日食材キットを送付する。



③食材キット
①及び②で使用した食材キットは下記の通りである。

a）9月 12日（土）配信回（为美味而生 KOL） b）9月 18日（金）配信回（大宝哎美丽KOL）
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（１３）販促物制作物一覧
オンラインレシピ教室のライブ配信にあたっては下記の制作物を準備した。

背景パネル

バナースタンド 卓上パネル（レシピ分制作）

- 52 -



（１４）パック米を使ったレシピ（動画）の作成
配信日時が限定されているオンラインレシピ教室を補完するコンテンツとして、日本産パック米
を使用したレシピを動画で制作しポータルサイト内に掲載した。

①シェフの起用
日本産米への知見があり中国で人気の日本料理店を営んでいる下記のシェフを起用し、レシピの
考案及び動画への出演を依頼した。

氏名：本多淳一（総経理兼総料理⾧）
店名：SUNwithAQUA JAPANESEDINING・外灘
業態：日本料理

客単価：600元
備考：日本食普及の親善大使、

2019年度「日本産米審査会」審査員、
日本料理アカデミー・中国 理事

②レシピのコンセプト
レシピのコンセプトはオンラインレシピ教室と同様「時短、簡便」とした。ターゲットもオンラ
インレシピ教室と同様「20−30 代独身、DINKS、子供のいる有職主婦」を中心としながらもより幅
広いターゲットを意識するものとした。
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③作成したレシピ
シェフによって考案されたレシピは下記の6レシピである。
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④レシピ動画
レシピは、手順や日本産米パック米の特⾧をわかりやすく一般消費者に伝えるため動画形式とし
た。動画は一般消費者が見飽きないよう4分～5分程度の⾧さにし下記の構成とした。

a)動画の構成
動画の基本構成は下記の通りである。

ｂ)動画掲載の様子
実際にポータルサイト上で掲載した各動画の一部を掲載する。

牛時雨おにぎらず
＜日本語訳＞

・料理に使用している富山県産コシヒカリのパ

ック米は2分温めるだけで食べられます。

・この形が作れるのは、日本産米の粘りを活かして

いるからです。

・ピクニックや子供へお弁当としてもおすすめ

です。

・温めてから粗熱をとってください。肉や玉ねぎも

煮込んだ後に少し冷ましてください。

・右のQRコードをスキャンすると、この日本産

パック米を購入することができます。
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第３章 実施内容詳細

３．１ オンラインレシピ教室の開催
各ターゲット別に親和性の高いインフルエンサーを2名起用し、日本産パック米の魅力や活用方
法を紹介するライブ動画を2回配信。また、各ターゲット別にシェフが監修した日本産パック米を
使ったレシピを紹介するオンラインレシピ教室を 4回開催。いずれも日本産パック米の認知度

向上と販路拡大を目指した。

（１）目的
全 6 回のオンラインレシピ教室では、中国におけるる日本産パック米の課題に対して、下記の通
り解決策を打ち出した。また、各プログラム台本にも反映させ認知拡大を図るとともに、日本産
パック米のメリットや販売先等を消費者へ伝え、購入まで繋がるような仕組みとした。
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（２）開催概要
①主婦をターゲットにしたKOLによるEコマースライブ
・日程：令和 2年 9月 12日（土）
・時間：20:00～21:00（中国時間）
・インフルエンサーアカウント名：为美味而生
・フォロワー：41.62万
・特徴：タオバオ内で旗艦店を運営
・ターゲット：食べ物、料理器具に興味のある主婦層
・事前申し込み数：103名
・視聴者数：8,700 名
・使用プラットフォーム：タオバオ
中国国内で最も使用されているBtoC,CtoCショッピングプラットフォーム「タオバオ
（Taobao）」2020年利用ユーザー数は8億を突破。「タオバオライブ」は付随サービスであ
り、ライブを見に来るユーザーは買い物が主目的のため、配信から売上につながりやす い
のが特徴

②若者をターゲットにしたKOLによるTikTokライブ
・日程：令和 2年 9月 18日（金）
・時間：20:00～21:00（中国時間）
・インフルエンサーアカウント名：大宝哎美丽
・フォロワー
・特徴
・ターゲット

：323万
：夜食の食べ物をシェアする
：一人暮らし、共働き夫婦

・事前申し込み数：114名
・視聴者数：68,000 名
・使用プラットフォーム：抖音(TikTok)
アクティブユーザー数５億人の短編動画投稿サービス15秒～１分ほどの短い動画を作成
したり投稿できる SNSサービス。アプリ内には様々な特殊効果が備え付けられていてだれ
でも簡単にユニークで面白い動画を作ることが可能。2018年第一四半期にAppStoreのアプ
リダウンロード数で世界一を記録。
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d) 4回目
・日程：令和 2年 9月 29日（火）
・時間：20:00～21:00（中国時間）
・ ターゲット：忙しい共働き夫婦、家事や

育児で時間のないママ世代
・ 講師シェフ：劉洪シェフ
・ 事前申し込み数：115名
・視聴者数：812名
・使用プラットフォーム：RED、タオバオ、小鹅通
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③日本産米審査会受賞シェフ等によるオンラインレシピ教室
a)1回目
・日程：令和 2年 9月 19日（土）
・時間：20:00～21:00（中国時間）
・ターゲット：20-30代の若者、単身世帯、DINKSに
おすすめのボリュームレシピ

・ 講師シェフ：徐璎俊シェフ
・事前申し込み数：106名
・視聴者数 ：842名
・使用プラットフォーム：RED、タオバオ、小鹅通

b)2回目
・日程：令和 2年 9月 20日（日）
・時間：20:00～21:00（中国時間）
・ ターゲット：20-30代の若者でインスタ映えを狙っ
た

週末に作りたくなるおやつレシピ
・ 講師シェフ：王翔シェフ
・ 事前申し込み数：107名
・視聴者数：784名
・使用プラットフォーム：RED、タオバオ、小鹅通

c)3回目
・日程：令和 2年 9月 26日（土）
・時間：20:00～21:00（中国時間）
・ ターゲット：若いママ世代や子供のいる有職夫婦

で、子どもと一緒楽しめるレシピ
・ 講師シェフ：陶锋杰シェフ
・ 事前申し込み数：115名
・視聴者数：694名
・使用プラットフォーム：RED、タオバオ、小鹅通

徐シェフ

日式焼き豚土鍋ごはん

チーズライスロール

王シェフ

和風カレー牛肉シュウマイ

ゆずと栗のケーキ

ライスバーガー

アニメオムライス陶シェフ

劉シェフ

コメピザ

コメのロールキャベツ
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第４章 中国市場における日本産パック米の輸出拡大に向けた

方策
４．１ 実施結果
（１）実績
本オンラインレシピ教室を通じた実績は、下記の通りとなった。
(令和 2年 8月～10月実績)
・総参加者数
・事前申し込み数
・販売実績(個数)

：79,832名
：671名
：6,588個

・サイトPV数 ：43,622PV

・アンケート回答者数：541

・ミールキット送付数：480

・一般消費者によるレシピ投稿数：51

・SNS告知配信による総既読数：5,677,117人
・エンゲージメント数：9,990名(コメント数、いいね数、コレクション数、転載数)



デイリーの販売実績（3個で1セットとカウント）

（２）各回の販売実績
本事業の料理教室は9月12日～9月29日の全6回を実施した。販売実績の推移としては、

9月 12日、18日～21日、26日、29日と開催日当日の販売実績が多くなっている。
9月12日と18日はKOLの料理動画を配信する日で、それぞれ2,430個(810セット)、2,589  個(863
セット)が当日に販売されている。
続いて、19日～21日と29日はシェフの回であり、それぞれ300個(100セット)程度が販売され
ている。
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