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Ⅰ.実施概要
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１．実施目的

 コロナによって日中間の人の往来が困難になっているため、これまでのような
中国在住のインフルエンサーを来日させて情報を発信したり、日本から中国に
行き、現地インフルエンサーに情報を伝えて発信を依頼するという方法がとれ
なくなっています。

それとともに、日本製品の中国への重要な販路・情報経路である『在日バイ
ヤー』チャネルは、さらに重要性が高まっています。

 今回は、これまでの施策を踏襲し、中国市場においてパックご飯の受容性が高
いと考えられる『小さな子を持つママ層』を引き続きコアターゲットとし、よ
り効果的な情報の発信・拡散と、在日バイヤーや、中国現地のマンションや企
業の福利厚生を活用した団体購入販売アプローチを行った。
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２．施策全体のフロー

①微博での情報拡散
有名シェフ

林述巍
リン・シュウウェイ

ベテラン人気女優
熊黛林

ション・ダイリン

②小紅書での情報拡散
食と育児関連に強い

RED達人。
沈辰辰辰辰

シェン・チェンチェン・・・

旅行や育児関連に
⾧けたRED達人。

林晶莹lily
リン・ジェンイン

③在日バイヤー体験会
１回あたり12～13人の在日バ

イヤーさんたちを対象にオンラ
インでのパックご飯の紹介体験
会実施（計100人）。
事前に商品を渡し、自慢料理の

発表などを行い、自身の顧客へ
の購入案内をSNS発信。

④マンション内と
企業の福利厚生での
団体購入の案内

大規模マンションの住人と、福利
厚生関係のお勤めの人を対象に、
それぞれで団体購入の案内をオン
ラインで行い、関連企業を含む当
該部門にも広げてもらう。
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３．販促施策の概要

①在日バイヤー体験会

概要 日本の定番商品であるパックご飯の認知・理解の促進と販売効果が最も
見込める在日の個人バイヤーを対象に、パックご飯の価値を伝える説明
会を実施し、その後自身の中国現地の顧客に販売してもらう。

規模 1回当たり12～13人参加×午前・午後。月1日×4ヵ月=計100人参加。

実施予定 9/29(火)、10/28(水)、11/26(木)、12/17(木)

実施方法 ZOOMを使ってオンラインで実施。パックご飯の特徴と、パックご飯な
らではの簡単に作れるレンジメニューを紹介し、販売の依頼。(1回2時
間弱)

販売方法 商品は、各バイヤー(彼女達の中国現地のパートナー)に直接卸し。基本
は1箱ロットで配送料はバイヤー側負担。

販売目標 @5箱×100人=500箱
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②マンション団体購入の案内

※当初予定していた、当該マンションの仲介者宅で、入居者で関心のある層を集
めてもらってのリアルでの試食即売会は、コロナのため実施が困難となったた
め、オンラインで下記のように説明会を実施。

規模 上海市内の10か所

実施 1)マンション内の仲介となる住人を機縁法でリクルート。

2)その人に事前に試食用のパックご飯1箱を提供。

3)後日オンラインで弊社上海スタッフから、当該仲介者＋マンション内
の興味関心有層を対象に、パックご飯の説明を実施。

4)その後、仲介者経由、もしくは直接弊社の微信(we chat)経由で申込
受付(1箱単位)をし、直送。
 運送費に関しては①の施策同様に処理。

販売目標 @25箱×10か所=250箱

３．販促施策の概要
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②マンション団体購入の案内

実施予定マンション

マンション名 場所 世帯数（約）

①长泰西郊 上海松江区新橋エリア 450

②东城天下 大連金州区湾里エリア 5,000

③水岸秀苑 上海嘉定区江橋エリア 2,000

④紫金花园 上海松江区九亭エリア 1,000

⑤钦州花苑社区 上海徐汇区田林エリア 1,500

⑥嘉宝紫提湾 上海嘉定区新城エリア 1,200

⑦龙祥家园 上海松江区明中エリア 900

⑧东方豪园 上海嘉定区新城エリア 400

⑨华润中央公园 上海嘉定区南翔エリア 500

⑩绿地秋霞坊 上海嘉定区新城エリア 500

３．販促施策の概要
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③企業の団体購入の案内

※当初予定していた、外資や国営企業の福利厚生として関心のある層を集めても
らってのリアルでの試食即売会は、コロナのため実施が困難となったため、オ
ンラインで下記のように説明会を実施。

規模 上海市内の10事業所

実施 1) 福利厚生や組合などの部署との仲介役の社員を機縁法でリクルート。

2)その人に事前に試食用のパックご飯1箱を提供。

3)後日オンラインで弊社上海スタッフから、当該仲介者＋社内の興味関
心有層を対象に、パックご飯の説明を実施。

4)その後、仲介者経由、もしくは直接弊社の微信(we chat)経由で申込
受付(1箱単位)をし直送。
 運送費に関しては①の施策同様に処理。

販売目標 @25箱×10か所=250箱

３．販促施策の概要
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４．スケジュール

7月 8月 9月 10月 11月 12月

拡
散

微博

有名人

有名
シェフ

RED
達人
(二人)

販
売

在日バイヤー

団体購入
マンション

団体購入会社

選抜・依頼・
交渉

作成、
9/7発信

オンライン説明会(25人/毎月)
9/29(火)、10/28(水)、11/26(木)、

12/17(木)各10時～と14時～

再選抜、作成、
10/29発信、リツイート11月上旬予定

作成、
9月18.23発信

以
降
結
果
報
告
ご
提
出

オンライン説明会(10か所)

オンライン説明会(10か所)

10月１5日
①9時～
②11時～
③14時～
④16時～

11月19日
⑤9時～
⑥11時～
⑦14時～

12月17日
⑧9時～
⑨11時～
⑩14時～

10月１６日
①9時～
②11時～
③14時～
④16時～

11月20日
⑤9時～
⑥11時～
⑦14時～

12月18日
⑧9時～
⑨11時～
⑩14時～
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Ⅱ.情報拡散数と販売数
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１．情報拡散と販売数一覧

※ これ以降の販売発生分は追記としてご報告いたします。

フォロワー数 今回再生数 いいね数 フォロワー数 いいね数

林述巍(シェフ)
9/7発信

132万 168万 2,735 ― ― ― 168万 2,735

熊黛林(女優)
10/29発信

※有名人が転載用として利用するケースが
多い、NORM Magagineアカウントで発信 ― ― ― ― ―

転載①大汉堡小可乐
11/13発信

172万 275万 927 ― ― ― 275万 927

転載②君君的下午茶
11/13発信 146万 461万 2,464 ― ― ― 461万 2,464

林晶莹lily(RED達人)
9/23発信

― ― ― 47.6万 382 ― ― 382

沈辰辰辰辰(RED達人)
9/18発信 ― ― ― 10.2万 118 ― ― 118

― ― ― 176,158 718 152,859 329,017 718

マンション(10か所) ― ― ― ― ― ― ― ―

企業(10事業所) ― ― ― ― ― ― ― ―

450万 904万 6,126 75.4万 1,218 15.2万 937万 7,344

イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー

在日バイヤー
(累積100人)

団

体

購

入

合計

情報拡散(12/21～22時点)
微博 小紅書(RED) 微信

リーチ数
リーチ
数計

いいね
数計

販売数は
非公開
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Ⅲ. インフルエンサーの
情報拡散
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１．林述巍（微博）

「林述巍」（リン・シュウウェイ）
 現在中国のインターコンチネンタルホテルの総料理⾧。

G20サミット、国連世界観光機関会議、 フォーチュン
グローバルフォーラムディナーなどの大規模なサミッ
トやフォーラムのシェフを務め、フード＆ワインチャ
イナのベスト50スターシェフに選ばれている。また人
気テレビ番組「 中華レストラン シーズン3 」でも
シェフを務めている。

 微博のフォロワーが130万人、ドウイン(tictok)でも
120万人。料理の作り方などのショートムービーが人
気。また、フォロワーには芸能人も多く、リツイート
されることでさらに大きな拡散が期待できる。

 弊社は旭化成のサランラップ
で、2018年11月～翌2月の
3ヵ月の契約で、情報発信と、
ECサイトと店頭POP等で写真
を掲載し、インフルエンサー
の情報発信にも活用。当該期
間で昨対5倍の売上増。
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１．林述巍（微博）

「林述巍JACKLIN」
https://weibo.com/u/2025110773?is_search=0&visible=0&is_a
ll=1&is_tag=0&profile_ftype=1&page=2#feedtop

 フォロワー数 1,321,952件
 再生数 168万回
 いいね数 2,735件

(2020年9/7発信、12/21時点)

 一日中料理を作ったんだけど、
自分は何が食べたいのかよくわ
からないなぁ。

 お空いた。。。
うわぁ、しまった 米櫃にお米
もないし、冷蔵庫にも何にもな
いじゃん。
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１．林述巍（微博）

 ここで僕がどうしようもなく
なったと勘違いしないでね。
今日はみんなにトロトロオム
ライスの作り方を教えてあげ
る。僕には秘密兵器があるん
だよ。

 このご飯はね、端のフィルム
をちょこっと剥がして、電子
レンジで2分間チンするだけで
オッケーよ。すごく便利だね。
このパックの中には、窒素が
充満してあるから⾧い間常温
保存もできるんだよ。
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１．林述巍（微博）

 ここで卵を少し ネギも入れ
るよ。

 弾力のあるお米は、それぞれ
一粒一粒が元気玉(元気の素)
みたいだね。仕事が忙しくて
も元気満々!
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１．林述巍（微博）・・・閲覧者のコメントについて
 12/21時点で488件のコメント。
 「うわー! 食べるのがもったい

ないくらい。オムライスが食欲を
そそります」「どうやったらあん
なにご飯粒がぱらぱらのチャーハ
ンになるんだろう?」「オムレツ
を切ってとろりと広がるのはスゴ
イ」「やばい、チャーハンは見た
瞬間に美味しいってわかる」等、
料理技術や見た目の良さにひかれ
たとのコメントが多い。

 加えて「この日本のご飯は本当に
美味しくて便利そう。電子レンジ
で2分でOKなんだね」「こんなご
飯あるんだ?」「どこで買えるん
だろう?」「私のような怠け者に
はぴったりのご飯」などとパック
ご飯への関心も十分に高めたとう
かがえる。

 また、テレビドラマに出演してい
たこともあって「演技がますます
上手になってきたなあ」「(ドラ
マの)シーズン3の時よりちょっと
太った?」「かわいい演技だな
あ」等の評価もあった。
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２．熊黛林/ション・ダイ・リン(微博)

「熊黛林」（ション・ダイ・リン）
 熊黛林は、1980年南京生まれ。1999年、モデルとしてデ

ビュー。その後、中国香港を拠点としてモデル活動。
 2006年に、香港超人気歌手兼俳優の郭 富城（アーロン・

クオック）とMCで共演したことをきっかけに、二人が交際
し、人気も知名度も一気に上昇。

 2008年に、第28回香港电影金像奖（Hong Kong Film 
Awards）のベスト映画受賞の映画「葉問」に出演するな
ど女優としても活躍。

 2016年、一般人の実業家と結婚。現在、二子の娘がいる。
 微博のフォロワーが450万人。小紅書のフォロワー数が43

万人。子供関連の発信が多い。
https://www.weibo.com/lynnhung1010?profile_ftype=1&is_all=1#_0
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２．熊黛林/ション・ダイ・リン(微博)

 10/29(木)に「NORM-
Magagine」という、主には、女
優やモデルを中心とした有名人
の転載用の微博アカウントで発
信した。
https://weibo.com/tv/show/1
034:4565291754258458?fro
m=old_pc_videoshow

 なお、他の商品との相乗りの紹
介。高級化粧品のローカルブラ
ンド「LANXILI」の目元フェイ
スパックと、「QIMU」という
シャンプーブランド。どちらも
まだ新しいこれからのブランド。
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２．熊黛林/ション・ダイ・リン(微博)

これは日本からの輸入品・ウーケ無菌
パックご飯。

以前、日本に遊びに行ったとき、買った
ことがあるよ。すごくおいしくて、炊き
立てのご飯と全く変わらないの。中国国
内でも売ってるから、みんなにシェアす
るね。

日本の高級米・コシヒカリを使ってるよ。
この水もお米一粒一粒を立たせてくれる
ような日本の天然軟水を使っているよ。
菌が入らないように製造されていて、中
には窒素が充満しているから、そのまま
の味が保存できるだけでなくて、常温で
も1年近く持つの。
食べるときは、端っこを少し開けて、レ
ンジで2分間加熱でOK。

無添加、美味しい、便利。仕事が忙しく
て、料理をする時間がない人達にピッタ
リ。子どもにも安心して食べさせられる
よ。本当にお勧めです。
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熊黛林の発信情報の拡散について
 今回の発信は他の商品も相乗りでもあるため、パックご飯のパートだけに編集した動画を

下記の二人のインフルエンサーに拡散を依頼。
 それぞれ、子育て中のママであり、子供、食品・生活用品の紹介が中心で内容的には適合

しており、「熊黛林お勧め」ということで拡散するには適任と判断。
また、それぞれ170万と150万のフォロワーがおりますので300万を越えるリーチが期

待でき、普段の動画再正回数も数十万を越えており、量的な期待もできる。

大汉堡小可乐 フォロワー172万
https://weibo.com/p/1005055769539246/ho
me?profile_ftype=1&is_hot=1#_0

君君的下午茶 フォロワー146万
https://weibo.com/u/1692891433?profile_fty
pe=1&is_all=1#_0
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①大汉堡小可乐（微博）の拡散
11/13発信
URL:
https://weibo.com/5769539246/JtGl6nVSv?fi
lter=hot&root_comment_id=0&type=comme
nt
再生数:275万回
いいね数:927 (12/21時点)
日本語訳:
日々の生活で一番気になるのは、毎日の食事です。
そして料理のたびに心配になるのが、作りすぎたり、少な
すぎて足りなくなってしまったりすること。小さい子供の
食欲はわかんないんですよね。
こんな私と同じように悩んでいる方にはぴったりのご飯の
紹介です。
添加物を一切使ってなく、高温高圧で殺菌、包装していま
す。そして、原料は日本産のコシヒカリです。
美味しいだけでなく、常温での⾧期保存も可能です。
レンジで2分ほどチンするだけで、美味しい日本産のコシ
ヒカリが食べられます。
シンプルで楽チン! “小腹の空いた悪魔(熊黛林) ”も納得し
てましたよ。
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②君君的下午茶（微博）の拡散
11/13発信
URL:
https://weibo.com/1692891433/JtH
rUnVxP?from=page_100505169289
1433_profile&wvr=6&mod=weiboti
me&type=comment
再生数:461万回
いいね数:2,464  (12/21時点)
日本語訳:
コンセントを入れ忘れた☞恥ずかしい
お米の入れてなかった ☞ショック
家族の夕食のご飯が足りない ☞ あれ～
料理番組の時にご飯が炊けなかった ☞まいっ
たね
旅行でご飯がたべられなかった☞がっか
り。。。。
あの熊黛林が勧めているパックご飯なら、ご
飯に関するがっかりあるあるを解決してくれ
るよ。
電子レンジで2分チンするだけで食べられる、
日本のパックご飯。食べてみたくないです
か?
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３.林晶莹lily（小紅書）

「林晶莹lily」（リン・ジェンイン）

 克労鋭小紅書影響力ランキング（旅行分野）第一位の実
力者（克労鋭はTOPKLOUT．com、インフルエンサーのランキング調
査を行っている会社）。小紅書のフォロワー数は約47万、い
いねの獲得数200万以上。

 上海大学のラジオ・テレビディレクター専門を卒業した
後、記者として活躍。

 そして2014年から旅行攻略・記事の創作をはじめ、フ
リーライター、旅行の達人などとして知られている。

 特に、子連れ旅行や育児に関する記事が多いので、ママ
フォロワーの割合が高いという。

 ママフォロワーをターゲットに、「旅行+子供（育
児）」とのキーワードでの発信が有効だと思われる。
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３.林晶莹lily（小紅書）

「林晶莹lily 」
https://www.xiaohongshu.com/discovery/it
em/5f6b24310000000001005a2a?xhsshar
e=CopyLink&appuid=5d2eaa0a000000001
103ac73&apptime=1601948191

 フォロワー数 47.6万件
 いいね数 382件

(020年9/23発信、12/21時点)

「美味しい! 日本のおにぎり、日本のドラマで見るご馳走」
 先日、娘のニャンニャンを連れ日本のラーメンを食べに行きました。

お店に日本のおにぎりの写真が貼ってありました。肉味噌、海苔、
肉松(中国のポピュラーな豚肉でんぶ)…と美味しそうで、ニャン
ニャンが食べたがったので、週末の朝ごはんに作る約束をしました。

 初めてのおにぎりですが、レシピを見て用意した材料は、ご飯、ス
パム、のり、ふりかけ、肉松、照り焼きのタレ、食用油、胡麻など。
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３.林晶莹lily（小紅書）

 特に、私が使ったこのごはん。みんなに特別に紹介した
い!と思います。 これは日本から輸入したウーケの無菌
パックご飯です。既に調理済みのご飯なので、食べる時に
電子レンジで2分加熱するだけ。

 以前、日本に行った時に買ったことがあったんだけど、今
回のコロナの時期に中国で仕入れました。インスタントの
米とは違い、日本の富山県産のコシヒカリを使用していま
す。このコシヒカリは、何十年もかけて改良を重ねてきた
日本を代表する高級米です。 ねっとりとしたコクのある味
で、後味に甘みがあり、子供も大好きな味です。

 また、日本の名水の一つとして知られる北アルプスの天然
湧水を使用しています。このような軟水で炊くと、弾力が
さらによくなります。
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３.林晶莹lily（小紅書）

 高温高圧で無菌化で製造し、窒素も充填しているので、約
1年間の常温での保存が可能です。 しかも、他の添加物は
一切使用していません! 1パック200g。温めた後のあふれ
出る米の香りが、日本の高級米を感じることができます。

 普段は仕事で忙しいし、子供が放課後帰って来てから料理
をするのは時間がかかるので、このパックご飯を温めてあ
げようと思います。また、遊びに行くときにおにぎりにし
ていくつか持っていくととても便利です。野菜を使ったシ
ンプルなものや、スパムなどのお肉の入ったものなど、一
人1パックでちょうどよく、栄養価も高く、ニャンニャン
も大好きです。

 今回はそれを使っておにぎりを作ってみます。きっと美味
しくできると思う。
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３.林晶莹lily（小紅書）

【作り方の手順】です。
1.ボウルに電子レンジで温めたご

飯1パックを入れ、わかめ、ご
ま、肉松を混ぜ合わせます。
（1箱で3個分）

2.三角おにぎりの型に、混ぜたご
飯を入れます。

3.スパムを同じ三角の形に切り、
フライパンで炒めます。

4.型からご飯を取り出し、スパム
を乗せ、海苔で挟みます。

5.照り焼きのタレをお好みで塗っ
て、ゴマを散らして完成です!
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３.林晶莹lily（小紅書）

 簡単で便利そうです。 ニャンニャンにも励まさ
れながら、更に、冷蔵庫から材料を引っ張り出
して、薄味のニンジンとコーン味のおにぎりを
作ってみました。皿をセットした後の達成感は
かなりのもの。まるで日本のテレビドラマに出
てくるようなご馳走になりました。

 ニャンニャンからの次のリクエストもきました。
私は今、毎週新しい味のおにぎりを作っていま
す。
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３.林晶莹lily（小紅書）・・・閲覧者のコメントについて

 12/21時点で144件のコメントが
された。

 「とても便利なので旅行に持って
いくととても助かる」、「品質が
よいので心配がない」などパック
ご飯の評価をはじめ、「美味しそ
う」、「料理が上手」「スゴイ」、
「見た目がとてもセンスがよい」
などオシャレなおにぎりに対して
の評価も高く好意的なコメントが
ほとんど。
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Ⅳ. バイヤーの、顧客への
情報発信抜粋
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９月参加者
発信の抜粋
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１．微信での発信例 9月参加者 ①迷你莎(ミニー)
駄目なママの私をサポートしてくれるいいアイテムを
紹介するよ。いつも家にストックしているパックご飯。
なぜかって?それは毎回ご飯の時間になってご飯を炊
くのをわすれてしまう事が多いからだよ。なのでこの
ような日本のご飯はとても便利なんだ。
指定の位置までフィルムを剥がして、2分加熱するこ
とでホカホカのご飯を食べることができる。この手の
ご飯の質が良くないと思う人もいるかもしれないけど、
このご飯は日本の富山県のコシヒカリを使っているの。
水は北アルプスの天然水を使っていて、無菌環境の中
で製造、防腐剤などもいれていない。パッキングの際
に窒素を入れているから、半年以上も常温で保存する
ことができる。災害時の物資としてもいいんだよ。
一番重要なのは子供に食べさせても安心できること。
そして子供も気に入っていくれること。みんなも分か
ると思うけど、子供って好き嫌いが激しいよね。
ちょっと気に入らないだけで食べなくなってしまう。
自分でご飯を炊くときはそんな失敗もあるけれど、で
もこのパックご飯なら安心だよ。
ハロウィンの時のお弁当にも使ったよ。子供と一緒に
「锅巴(お焦げ。今回イベントで弊社が紹介したお米
せんべい)」も作りました。娘との絆も強まったね。
親として気になるのは、プラスチック製のパッケージ
を加熱しても大丈夫?という点だと思うけど、加熱し
ても大丈夫で安全な材料を使っているからOK。哺乳
瓶などにも使われているよ。
やっぱり日本製品の安全面への考慮はしっかりなされ
ているね。食べて安心!9枚目の画像のパックご飯は
中国国内でも売っているよ。



33

１．微信での発信例 9月参加者 ②香蘭

日本に来たことのある人は、日本のご飯がとても美味しいこと
は知っているよね。中にはお米を買って帰国する人もいるけど、
日本で食べる味には及ばないと感じるみたいね。その訳は日本
と中国の水質の違いにあるの。日本の水は軟水なの。
このブランドは富山県のコシヒカリと北アルプスの天然水を
使っている。そして、日本の工場の無菌化工程で高温高圧で炊
かれて、さらに密閉性の高い容器でパッケージされる。だから
完全無菌化ができ、防腐剤などの添加剤をいれなくても一年く
らい常温保存ができるんだ。しかも、味も全然変わらない。
レンジで2分チンするだけで簡単にふんわりホカホカな純日本の
ご飯を食べることができるよ。忙しい日本のママたちの必須ア
イテム。ご飯だけ食べても美味しいし、いろいろな料理にも応
使えます。どんな風に食べても美味しいよ!
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10月参加者
発信の抜粋
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１．微信での発信例 10月参加者 ①甜蜜胖仔

林シェフおすすめの富山県北アルプス天然水で作っ
た「コシヒカリ」のご飯です。
クリーンルームで高温高圧下で炊き上げたお米です。
完全無菌包装と窒素充填技術を使用しています。
安心・安全で⾧期保存も大丈夫。電子レンジで2分
でOK。早くて便利です。
そして、耐熱プラスチックパッケージは高性能樹脂
を使用しているので、加熱しても有害物質が出ませ
んよ。

コシヒカリという評価の高い日本の国産米を使用し
て、ミネラル豊富な日本の水で炊き上げているので、
美味しいよ～😋!

日本製で中国に輸出しているから、中国にいても気
軽に日本食が食べられるよ!
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１．微信での発信例 10月参加者 ②由奈

日本に行ったことのある友人は、日本のお米が格別
に美味しいことを知っているよね。
日本のお米は日本で炊くから美味しくて、中国で炊
いても美味しくないと感じる人が多いけど、これは
日本の水質は中国と違って、軟水だからです。
富山県産のコシヒカリを使って、水は北アルプスの

天然水です。日本国内の工場で、完全無菌で炊飯し、
耐熱容器とカバーフィルムでパック詰めをしていま
す。
完全無菌製造なので、防腐剤や添加物を添加しなく
ても、常温で1年間保存することができて、味は変
わりませんよ。
電子レンジで2分加熱するだけで、香り豊かでコク

のある純国産米ができあがる...忙しい日本のママの
必需品です。
そのまま食べてもいいし、いろいろな調理法で食べ
てもいいね♡
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１．微信での発信例 10月参加者 ③A一个靠谱代购

便利で美味しいウーケのパックご飯!熊黛林さんや林シェフ
もおすすめしています。
ご飯を作りたくない時、一人分だけご飯を作って残りは無駄
にはしたくない時、すぐに食べたい時、、、ってあるよね。
そこで、ウーケ富山県のパックご飯の登場です!
1パック200グラム、炭水化物は65グラム。
低炭水化物ダイエット中の方にも特にお勧めですよ。
パックの端を開けて、電子レンジで2分ほどチンでオッケー。
アツアツのご飯をそのまま食べたり、チャーハンやおにぎり
を作ったりできます。
素材は日本産の米コシヒカリと北アルプスの天然軟水です。
全工程無菌の環境で作られて、窒素を充填しているし、密封
性が高いから保存が効きます。

日本は自然災害の多い国です。ほとんどの家庭では、この
パックご飯を備えています。パックご飯の中では、私はこの
ウーケのパックご飯が一番のお気に入りです。 お米の粒が
立っていて、適度な柔らかさと硬さがあり、食感も抜群だか
ら。添加物なしで、半年以上保存できますよ。
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Ⅴ．団体購入の案内施策
結果
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１．実施概要 1)マンション

マンション名 場所 世帯数（約） 実施日 参加人数

①长泰西郊 上海松江区新橋エリア 450 2

②东城天下 大連金州区湾里エリア 5,000 3

③水岸秀苑 上海嘉定区江橋エリア 2,000 2

④紫金花园 上海松江区九亭エリア 1,000 2

⑤钦州花苑社区 上海徐汇区田林エリア 1,500 2

⑥嘉宝紫提湾 上海嘉定区新城エリア 1,200 2

⑦龙祥家园 上海松江区明中エリア 900 2

⑧东方豪园 上海嘉定区新城エリア 400 2

⑨华润中央公园 上海嘉定区南翔エリア 500 3

⑩绿地秋霞坊 上海嘉定区新城エリア 500 2

10/15
(木)

11/19
(木)

12/17
(木)


