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Ⅰ.実施概要
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１．企画の背景

日本製品のヒットにおける「在日の並行輸入バイヤー」の役割の高まり
 中国人が日本の人気商品を買う手段としては、大きくは4つあります。

① 正規に輸入された商品を現地の店舗やECで買う。
② 越境ECで買う
③ 日本に旅行して買う/買ってもらう
④ ・・・4つめは「日本在住の並行輸入バイヤーからの購入」です。

 この4つめは、これまでは「本物に似せた偽物だったり、古いものだったり、
日本では売っていないものをさも人気があるようにみせかけたり」等、“信用の
できない胡散臭いチャネル”とのイメージが強かったようです。

 ただし近年、偽物自体も減っていたり、SNSの浸透により日本でどのようなも
のが売れているかの情報が共有されやすくなるなどの環境の変化や、日本の店
舗で買った時のレシートを表示する努力等もあり、購入先としての信頼が向上
しています。

 結果、上記①～③にはできないような速さ・融通で最新の新商品を1つからで
も安心して買えるユニークなチャネルとして認知され、「個人バイヤーからの
購入」の評価は上昇しています。

また、パックご飯が「まだ中国での店頭配下が少なく」、「お勧めが必要
な」段階であるため、このようなバイヤーの販売に合っているともいえます。
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２．企画の狙い

 今回のご提案は、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
とします。

加えて、今回の新型肺炎の自宅待機によって一部で発生した「買い置き需要
の増加」に応えるように、『自宅用の保存食糧』としてのパックご飯の価値を
伝えることも有効と考えます。
※国家統計局発表2020年1.2月分より。前年同月比売上:レストラン43%減、車37%減、
家具34%減、家電30%減に対し、食品10％増、飲料３％増でEC全体も３％増とのこ
と。

 以上を踏まえ、彼女たちが普段から利用しているリーチしやすいSNSを駆使し
て、パックご飯に対する関心をこれまで以上に高めることを目指します。

同時に、化粧品やベビー関連商品の購入で慣れている『在日の並行輸入バイ
ヤー』チャネルを使っての販売も狙います。
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現在の中国市場でのトピックス

 ECの天猫（Tモール）では、中国
製の「便利飯」(おかず付パック
ご飯)が、3月前半の2週間だけで
数万個の勢いで売れている。中に
加熱剤があり、いつでもどこです
ぐに温かくして食べられ、定価で
39.9元（約638円）するものも
キャンペーンで9.9元（約158
円）でセール中。

 これまでは、味・品質面から、デ
リバリーもできないようなどうし
ようもない時にだけ食べるものと
の位置づけだったが、クオリティ
の改良、人気ドラマなどにもどん
どん露出するなどし、若い人に受
容されつつあり、今回の外出自粛
の中で販売は拡大しているよう。
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３．実施フロー

Step1

インフルエンサーによる
情報発信で、パックご飯
の認知・特⾧理解を促進
 インフルエンサーにパッ
クご飯の魅力・価値を表
したショートムービーを
制作してもらい、

① 多くの中国人が購入検
討時に検索利用する口
コミアプリ「小紅書
(RED)」に投稿。

② 合わせて、情報を拡散
するために「微博」で
発信。

Step2

他方、在日並行輸入バイ
ヤーを対象にした体験会
実施(今回はオンライン)
 日本商品の販売を得意
とする在日バイヤーに、
パックご飯の説明会(4
回)をオンラインで実施し、

① 自身の顧客にパックご
飯の価値・魅力を「微
信」で紹介。

② 加えて、いちユーザー
として「小紅書」にも
投稿。

Step3

在日並行輸入バイヤーに
よる販売

③ Step2の微信での自身
の顧客へのパックご
飯の紹介による代理
購入。

※ 日中間の物流が滞っている
が、今回は化粧品などのよ
うに日本で買ってEMS等で
宅配する必要はなく、中国
現地(神明様の現地法人)
に注文した。
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～中国市場での情報拡散の考え方～
 以上の3つのStepでの実施を、より効果的・効率的に行うために、次のような

考え方・アプローチが重要と言える。
1) 口コミ拡散の主なツールと役割について

①微博(weibo)
 芸能人、KOL等の憧れの対象となるような人が、「私も使っている」、

「お勧めです」ということを発信することで、フォローしている多く
のファンに、情報を遍く拡散するというもの。

②微信(We chat)
 元々の友人・知人間等のクローズされた、信頼関係のある中で情報を

やり取りするもの(広がりを期待するものではない)。

③小紅書(RED)
 ここ2～３年で急速に普及してきたもので、実際のユーザーの感想が

掲載されている口コミのアプリ。成熟しつつある中国人消費者の中で
は、もはや、かつての微博のように「有名人がつぶやくだけで大ヒッ
ト」というケースは少なくなり、実際のユーザーの声に基づいて商品
の良しあしを評価・判断することの重要性が高まってきている。

⇒昨年までも「小紅書(RED)」での発信はおこなっており、今回も引き
続き影響力の強いツールとして活用。
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～中国市場での情報拡散の考え方～

2）口コミの広め方
 既述したように、フォロワーが数百万人以上の「芸能人」や「ネットスター」な

どの『有名人の情報拡散だけで大ヒット商品が生まれる』というような成功は最
近はあまり見なくなった。

これは、そのような情報の発信は広告的な印象が強く、日常使用の商品(高額な
プレミアムブランドでなく)でのそのような発信は、成熟しつつある中国人消費者の中
ではネガティブに取られがちと考えられる。

 また、「小紅書」の口コミの表示形式は、微博のような、発信者ごとに管理され、
時間軸で新しいものばかりが表示されるのではなく、商品ベースで蓄積されてお
り、商品名等で検索すると、時間軸やいいね数の多少にあまり関係なく多様な口
コミが一覧的に表示される。

そのため、そこに有力インフルエンサーの口コミしか表示されないと、広告的
な印象が強く持たれると考えられる。

⇒ よって、これら口コミツールでの仕掛けでは、先ずは、一般消費者や中
小クラスのインフルエンサーに発信をさせることが重要。

次いで、ある程度一般人(風)の声がたまった後に、大物インフルエン
サーをシンボル的に使うという流れが効果的な進め方と言える。

特に、小紅書は一般ユーザーと達人クラスの紹介・推奨記事がバラン
スよく存在している状態にみえることが重要。
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４．施策の効果的な組み合わせ・効果目標

Step1 Step2 Step3

KOLによる拡散
微博:フォロワー数十万人クラ
ス×４人で拡散
(リーチ:30万×4=120万人)

バイヤーによる紹介
微信:30人×顧客@千人

= 3万人
RED:記事30件

販売目標数
バイヤー30人×10箱(@24

個)=7,200個
1
回
目

2
回
目

3
回
目

計

微博:同中堅クラス２人
(50万×2=100万人)

RED:同5万クラス×２人
〃

微博:同有力クラス1人
(100万×1=100万人)

RED:同10万クラス×1人
〃

微博:320万人拡散
RED:インフルエンサーの

有力記事３件

微信: 9万人
RED:一般ユーザー記事

90件

〃

〃

バイヤー:21,600個
微博・RED効果見込:

リーチ340万人
×0.1%=3,400人・

81,600個

今回はこのうちの
「1回目」のみの実施
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５．スケジュール

役割
日程

貴省 弊社

Step

1

インフルエンサーの候補／発信項目案の提出 ◎ ～4/6(月)

同確定 ◎ ～4/8(水)

ショートムービー作成依頼 ◎ ～4/10(金)

同ストーリー案提示 ◎ ～4/24(金)

同案確認・FB ◎ 〇 ～5/1(金)

ショートムービー作成 － － ～5/15(金)

同確認・FB ◎ 〇 ～５/22(金)

修正・発信 － － ～5/29(金)

Step

2

バイヤーリクルート － ◎ ～4/17(金)

上映・試食会進行フロー案 ◎ ～4/10(金)

同フロー確定 ◎ 〇 ～4/17(金)

体験会実施 〇 ◎ 4/21(火).22(水)

Step

3

バイヤーの自身の個客への配信 － ー ～5/1(金)

販売期間 － ◎ １～2ヵ月程度

結果報告書 － ◎ ６月末

※ Step2の体験会は、Step1のインフルエンサーの発信情報に乗じての販売も効果的ですが、現時点では買置
購入の意識が強いうちの販売が望ましいとは判断し、今回は同時進行とします。そのためバイヤーの発信時
にはショートムービーの転載等はなしとなります。
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オンライン体験会の様子

 今回は新型肺炎感染を避けるため、これまでのように実際に会場に集まって、
試食や調理実習をする方法ではなく、会議アプリ(中国人の中では利用者も多い、
DingTalkというアリババ系のアプリを使用)を使ってオンラインで実施。

↓電子資料を提示しながら説明ができる

↑実物や調理の様子を画面上で提示できる
ように中継した。
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Ⅱ. 販売数と情報拡散数
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１．バイヤーによる販売数 ②エリア別

計(箱)

東北(黒竜江省、遼寧省他) 7

華北(北京、河南省、内モンゴル他) 6

華東(上海、浙江省、山東省他) 75

華中(江西省、安徽省他） 3

華南(広州、深圳、福建省他) 28

西南(成都、重慶、雲南省他) 8

合 計 127

※ 今回参加した在日バイヤーの出身エリアの影響もあるかもしれないが、沿海部の都市の需要が高く、中でも
元々米食中心の上海中心の華東地区、広州中心の華南エリアでの需要が多いよう。
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２．情報発信数

数値は6/23時点 リーチ人数 再生数 いいね数

微博 文倩 44万

240万

1万

24万

188

4,948
Vicky 67万 3万 1,055

是胡老师 102万 17万 3,395

王花花 27万 3万 310

微信
バイヤー
30人

4.9万 ― ―

小紅書 バイヤー
30人

(+王花花、
是胡老师

― ―
337

(+31、9)

計 245万 24万 5,325
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Ⅲ. バイヤーから見た、
中国人のパックご飯に対する

印象・評価
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１．パックご飯の位置づけとターゲット

1) ありがちな「方便米飯」(インスタントご飯)の1つという程度の認識

電子レンジで
温めるタイプの
カレーライス
/28元

自熱式の牛肉どんぶり
/30～50元

 在日のバイヤーでさえ、パックご飯に
対しての理解は不十分と言える。以前
からおいしいという印象のない「方便
米飯」の1つくらいのポジション。

もともと中国では、電子レンジや自
熱式の蒸気で温めるタイプのおかず付
きの弁当を、ローカルのスーパーや食
料品店やECサイトでは見かける。最近
は比較的、味・品質のよい新世代のも
のもあるが、一般的には「時間がな
かったり、旅行・アウトドア等で食べ
るようなご飯」といったイメージ。
「方便(=便利)米飯」、「方便速食」
と言われている。
施策の方向性

① オンラインだけでなく、実際の試食の機会を設け、味・見た目・香の
品質の高さとその割に手ごろな価格であることを伝えることが効果的。

⇒ いっとき、日本の炊飯器が爆買いされた背景には、訪日旅行者が日本で食べたご飯が
とても美味しく、中国に帰ってからも毎日こんなご飯を食べたいという気持ちがあったよう。
このような気持ちを喚起するには、やはり試食を通じての告知が有効と言える。
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１．パックご飯の位置づけとターゲット

2) 利用者イメージは従来の商品同様、忙しいビジネスマンや旅行者。
 前ページで既述したように、従来の「方便/速食米飯」とほぼ同じ位置づけ

のため、「忙しい一人暮らしのビジネスマン」や「旅行時」などの利用イ
メージが中心。

施策の方向性
② 従来の類似品にない特徴を活かして、中国ではニーズが強くボリューム

も大きな「子供の健康」を願うママをターゲットとして訴求することが
効果的。

⇒ 「味・品質の高さ」に加え、「安心安全」の特徴も訴求できるので、従来品との差別化がで
き、かつ、子供(+家族)の健康によい食生活を担当するママには伝わりやすいと言える。

また、子供に食べさせるのに「硬すぎず・柔らかすぎずちょうどよい硬さ」、「ほどよい量
で無駄があまりでない」ことや、子供の好きなチャーハンを作るとき、「レンジで温めずにそ
のまま冷ごはんのように使うとパラパラのよい仕上がりになる」などの調理上の使い勝手の
よさも有益な情報と言える。
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１．パックご飯の位置づけとターゲット

３) ⾧期保存食としての意識は弱い。
 「方便面(インスタントラーメン)」のような日常の保存食としての買置は

あっても、天災に備えるという習慣が定着してないようで、⾧期間の食糧
の保存意向は弱い。

施策の方向性
③ 今回の外出自粛経験を踏まえ、健康を害する添加物などは含まれてない

のに、⾧期保存が可能であることを発信。
⇒ パッケージのプラスチック然とした見た目や保存期間の長さには不信感がもたれがち。
今回説明会で伝えたような具体的な根拠(無菌製造なので長期保存可能。哺乳瓶と同じ
タイプのプラスチックだから電子レンジでも安心・・・)を含んだ内容(当報告書の巻末資料
付①参照)を伝えての不信感の払拭も合わせて伝えると効果的。
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２．コミュニケーションのポイント

1) ごはん粒をしっかりと味わうという食べ方は多数派ではない。
 中国で普段食べているご飯粒に比べれば、１粒１粒の歯ごたえのある存在

感や、ごはんそのものの味わい、香りといった違いはわかるものの、普段
の食事ではそれほどご飯粒を意識した食べ方をしていないよう。

施策の方向性
④ たまにしか食べない寿司などの日本料理の時にだけ使う食材ではなく、

普段食べている中国のおかずがさらに美味しく食べられるなど、日常使
いのご飯であることを伝えることが重要。

⇒ 例えば試食ならば、日本料理としてのご飯を試食させるのではなく、普段のおかずの食
事で食べてもらう方が効果的と考えられる。
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２．コミュニケーションのポイント

2)「方便米飯」、「速食米飯」など従来品と同じ呼び名では価値が伝わら
ない。
 在日バイヤー内でも同様だったが、口コミアプリでの検索をはじめこのタ

イプの商品は、「方便米飯」、「速食米飯」と呼ばれている。17ページで
既述した”便利だけど安かろう・まずかろう”の従来の米飯商品と同じ。

そのため、日本のパックご飯を食べたことも見たこともない人にとっては
日本のパックご飯も従来品と同じ種類の食べ物と思われがち。従来品との
差別化ポイントとなる、独自の価値・特徴が伝わりにくいと言える。

施策の方向性
⑤ 従来品のような「速く・手軽に食べられる」だけでなく、味・品質の

高さと安全安心、それを⾧期に渡って保証するような、美味しさと信
頼性を表すカテゴリー名、ニックネームが必要。

⇒ 例えば、「健康米飯」、「美速米飯」・・・・など。
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２．コミュニケーションのポイント

3) 商品力を具体的に感じさせる販売が効果的。
 近年は中国国内で生産されている日本米の品種も普及していたり、中国の

米も品質が向上しているとの認識も広がっており、見聞きするだけで商品
力を理解してもらうことは難しい状況にあると言える。

施策の方向性
⑥ 試食を通じて販売したり、もしくは有名なインフルエンサーによるオ

ンライン上での実演即売のような試食感のある販売方法が有効と考え
られる。

⇒ 例えば、インフルエンサーが調理を実演しながら販売を受け付けるオンライン「生中継」
や、住宅団地やオフィスでのリアル実演販売など。
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Ⅳ. バイヤーの、顧客への
情報発信抜粋
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１．微信での発信例 ①sunny

最近はコロナウイルスの影響で、みんなも家で食事する機会が増えたよね。今
の人はいつも作りたてのご飯を食べたいと思っているけど、一つ問題がある。それ
は、人数の少ない家庭や一人暮らしなどは、ご飯の量の調節が難しいこと。多
く作り過ぎてもダメだし、少なくても困る。

私がスーパーで見ていると、多くの日本の主婦はこのパックご飯を買うことが多
い。その名の通り、(パックご飯の中国語名は｢便利ご飯｣)非常に便利なの。
主婦はいつも仕事に追われているから、突然、子供からご飯食べたいと言われ
ても対応出来ないよね。作るのに時間かかるし、他に仕事もあるからね。だから、
日本のママたちは時間が無いときにパックご飯にふりかけをかけて子供に出すよ
うにしているみたい。一食分が簡単にできちゃう!

あと、日本は災害が結構多いから、その対策としてもこのパックご飯を買うことが
あるんだって。まず便利だし、それに安心して⾧期保存ができるからね。無菌室
で生産されて、しかも窒素がパッケージに入っているから、半年は保存すること
ができる。だから買いだめしておくのにはぴったりの食料なんだよ。一食分に
200g入っていて、ちょうど良い量。おかゆやチャーハン、どんぶりものなど何にで
使えるよ。

日本に旅行に来たことがある人は、日本のお米を持って帰って炊いてみたこと
あるかもしれない。でも日本で食べた時の味と違う。それで次は炊飯器を買っ
て帰って炊いてみるけどやっぱり違う。その原因は水。日本の水はきれいで悪い
物質はなく、ご飯を炊いた際により香り高いご飯になるんだって。

私も1ケース分買って家に保存している。ご飯作るのが面倒な時に使ってる。
取り出して2分加熱、インスタントカレーをかければ美味しい一食になる。
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１．微信での発信例 ②hanaちゃん

日本のパックご飯。ちょっとだけパックを開いて2
分の加熱ですぐ食べられる。
超便利だし美味しい。常温保存で大丈夫。日
本ではとても人気の食べ物だよ。怠けものには
ぴったり。私はすごく楽に思う。粒がしっかりたっ
ている!
最近家にこもっていてよく食べるよ。うっかりご飯
を炊き忘れたときにもこれで対応している。味も
最高だし心からオススメ出来るよ。
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Ⅴ. KOLの情報拡散
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１．発信動画の紹介 ①文倩

微博「文倩啦啦啦啦啦」
https://www.weibo.com/1623382970/J5e1eiUDr?from=page_1005051623382970_profile&wvr=6&mod=wei
botime&type=comment
 日本に住む友人が送ってくれたパックご飯の安心・安全と品質の高さが、毎日の大切な子供の食事に

気を使うママに、とても重宝できることをアピール。

最近、毎朝一杯のブラックコーヒーで目覚めています。
いつからかわからないけどコーヒーの味が好きになりました。

時がたつのは早いです。
子供も私の家事の手伝いができるようになりました。
子供と一緒に家事をするのはとてもおもしろいことです。
昼ご飯前の少しの時間にお絵かきをします。
これは毎日なくてはならないことです。

最近、日本の友達が日本のパックご飯を送ってくれた。
日本の高級なコシヒカリを使ったもので、日本の北アルプスの天
然水で完全無菌製造。
工場は田んぼの近くにあり収獲したお米をその工場で加工。
1粒1粒を厳格に選別してます。1パックごとに完全に密封されて
おり、日本の天然のものとして届けられます。
電子レンジで約2分。もしくはしばらく煮沸しても食べられます。
子供やあまりご飯を食べない家庭にはちょうどよい量です。
今日は子供のためにおにぎりをつくってみました。
友人が作り方を見せてくれたんですが、とても驚きました。その
技術はすごいと思います。
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１．発信動画の紹介 ①文倩

(画面上のメモ書き) 必ず端を少し捲ってください。そうしないと爆発します。
1. 1パックずつ分けて加熱することをおすすめします。もし2つ一緒に加熱するなら並べておいてください。
2. また、2つ一緒に加熱するなら少し時間を多めに加熱してください。
栄養が中に閉じ込められており、一粒、一粒がふっくらと仕上がります。パックを開けるとお米の自然の香りが漂って
きます。加熱した後、箸でかき混ぜると更にふんわりします。
口当たりは硬くもなくなく、柔らかくもなくちょうどよく、一口食べれば美味しいお米だとわかります。とてもおいしくて、
子供も待ちきれません。まずは一口どうぞ。

では、おにぎりを作る準備です。
料理用の手袋を使うとうまく握れます。まずはボールにごはんを入れ、海苔ふり
かけをいれます。もしなければ似た、自分の食べたいものでいいんです。
ふりかけを軽く散らして均等になるように混ぜます。そのご飯を型にいれます
もし型がなければ手で握ってもよいです。海苔ふりかけのおにぎりはこれで完
成。とっても簡単だよね。もし海苔があれば包んでもいいね。見た感じもこんな
風になります。

次はキムチの入ったお米のホットサンドを作ります。
ホットサンド器を使います。少量油を少しひいてご飯を敷きます。
少し押し付けてその上に溶き卵を少しかけます。
そして、私の大好きなキムチです。ご飯の上にのっけてもし肉っぽいものが食べ
たかったらバラ肉や野菜もいいね。その上にさらにご飯を載せて拡げます。
同様に、溶き卵をかけます。卵とか好きでなければなくてもいいです。

蓋を占めてレンジで3～4分で美味しい米のホットサンドが出来上がります
今回は3分くらい。ちょっと硬めがよければちょうどよいかな。ちょっとおこげも楽
しめます。余裕があれば揉んだ海苔を散らしてもよいです。
パックご飯を送ってくれた友達に感謝です。こんないいものを教えてくれて。
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１．発信動画の紹介 ②Vicky

微博「vicky-筱惠」
https://www.weibo.com/2175895693/J4Wz7D3oH?from=page_1005052175895693_profile&wvr=6&mod=w
eibotime&type=comment
 パックご飯の安心・安全と便利さを、毎日忙しい女性たちに、簡単に作れる料理の紹介を通じて訴求。

献立：肉松チーズドリア
材料：パックご飯、ベーコン、ミックスベジタブル
まずは肉松チーズドリアを作る。
これは友達がくれた日本のパックご飯。便利で美味しい。
旦那が会社へ行っているときに簡単なドリアを作って
ひとりの料理の時間を楽しんでる。
このパックご飯は、日本のハイクラスなコシヒカリを使っている。
粒の選別などの高度な技術を使っており、見た目も味もよいご飯
に仕上がります。
アルプス山脈の天然水源を使って、洗浄、研ぎ、炊飯までしている。
簡単なパッケージだけど、中は自然の材料で作られています。
肉松とチーズの不思議な組み合わせ。ちょっとした贅沢ね。
食べ終わったら運動に行こう。
ドリアを焼いている間も休んでいられない。ラテを淹れよう。
オーブンで180度の加熱をする。10分ほどしたら取り出していいよ。
ローズマリーを載せて彩りをつける。
あまりこった料理ではないけれど、見た目はまあまあいいでしょ。
もしひとりで料理作るのが面倒なら、このパックご飯で解決できるん
じゃない？
ドリアやチャーハンもちょっとの作業で簡単に作れる。
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１．発信動画の紹介 ②Vicky

ザリガニの無い夏はパーフェクトとは言えないよね。
次はずっとシェアできてなかったザリガニあんかけ丼を作ってみよう。
献立：肉松チーズドリア・ザリガニあんかけ丼
材料：パックご飯、ザリガニ肉(加熱済み)、生姜＆にんにくすりおろし、豆
板醤
まずはパックご飯を２分チンする。
その間に丼にかけるあんを作る。
豆板醤+ザリガニのカニ味噌を中火で炒める。

続いて生姜＆にんにくすりおろし、調味料を入れる。
そして水をいれてとろみが出るまで煮込む。
最後に殻をむいたザリガニ肉をいれて、片栗粉で更にとろみをつけ
ればあんは完成。
ここで加熱したパックご飯を取り出す。
パッケージを開けるとナチュラルなお米の香りが広がる。
箸を使ってご飯をまぜて、中の余分な蒸気を飛ばす。
一粒一粒ふっくらと粒が立っているでしょ。
柔らかで香りがいいので、つい先に一口食べちゃった。

食感が炊きたてのお米よりもよく感じる。
栄養があり、消化もしやすい。しかも安心して使え、美味しい。
ご飯には添加物など何も含まれていない。
直接加熱しても有害物質が起きることはないよ。
子供向けにもぴったり。
これで自作のザリガニあんかけ丼が完成。
見た目も触感もいいでしょ。みんなも作ってみるといいよ。
先日姪と姪の子供が家にあそびに来たときにも、このパックご飯を気
に入ってくれたよ。おかずなしで食べきっちゃったほど。キュートね。


