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中国バイヤーを対象とした日本産コメ・コメ加工品に

関する品評会事業

【報告書】

令和３年３月

一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会



第１章 はじめに
１．１ 背景
日本から中国への日本産コメ ・ コ メ加工品の輸出は増加傾向で、2019年の各品目別輸出量は
、精米約1,007トン(＋92)、米菓約87トン(＋42)、日本酒約5,145㎘(＋24)、包装米飯は約96トン(＋
4)となっている。一方で中国の国別輸入比率となると、日本産食材全体の輸入率は、全体のわずか

0.98％のため、他国との輸入量に比べてまだまだ日本産食材の輸入量を増やすポテンシ

ャルがあると考えられる。

図表1:中国大陸(香港台湾除く)の各国からの輸入比率

出典：農林水産省コメ・コメ加工品の輸出実績について

農林水産省開示資料より当社作成 https://corporate.gnavi.co.jp/release/2020/20200820-019354.html

１．２ 目的
中国国内を中心に活動する日本産の食材に興味関心の高いバイヤー向けに、一般社団法人全日本
コメ・ コメ関連食品輸出促進協議会(以下、全米輸)会員の日本産コメ・コメ加工品商品を紹介
する品評会を開催。実際の試食・試飲の機会を提供し、各バイヤーとのネットワークの機会を創出
することで日本産コメ・コメ加工品の販路拡大による輸出増加を目指した。
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第２章 事業実施概要
２．１ 本事業のゴールイメージ

日本産コメ・コメ加工品の輸出量増加に向けて、バイヤーとのネットワークの構築や商談に繋が
る品評会を中国2都市（上海/成都）で開催し、成約を促す。また品評会を通じて、バイヤーの商
品に対する嗜好傾向や、成約意向につながった要素を収集、検証・ 分析・ 考察をし、次年度
以降の中国におけるターゲットや戦略的な方法を検討していく。

図表2：本事業のゴールイメージ
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２．２ 目標指標とＫＰＩの考え方
本事業の成功を達成するにあたり、事業の成果と課題を評価するための指標を下記の①～③まで
のKPIを設定。本事業の実施内容に関しては、各KPI達成を中心とした検討や運用を実施した。

（１）定量：成約プロセスに紐づく数値
①バイヤー参加社数
②成約意向社数

（２）定量：成約意向の情報収集数
③ 分析・考察の裏付けとなる情報をアンケートにて、バイヤーより一定数収集

※成約意向、バイヤー視点での商品ニーズや、本事業での施策評価を探る。

図表3：目標指標とKPI
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２．３ 本事業のステークホルダー
（１）全米輸会員企業
全米輸会員企業内で、主に精米・ 包装米飯・ 日本酒・ 米菓商品を取り扱う全12事業者が
参加。

（２）中国食品土蓄輸出入商会（CFNA)（以下、土畜商会）
1988年に設立された中国の商務部が所管する海外の商材を中国へ輸入することを目的とし
た団体であり、食材関連プラットフォームの運営や、中国各地で行われる展示会の開催等
を行う。メーカーおよび中国国内小売・卸・インポーター等の企業（合計 6,300社程度）
を契約先にもつ。会⾧はCOFCOvice president等中国大手企業の管理職を歴任。

図表5：中国土畜商会の会員企業属性

- 4 -



２．４ 開催都市の選定
実施都市に関しては、商業の中心都市であり大企業とのネットワーク構築の可能が高い「上海」
と中国内陸部の成⾧都市、且つ全米輸会員が今後戦略的に展開希望エリアである「成都」の2都市
を事務局より提案。その後、全米輸会員の同意を元に開催都市を決定。本事業を通じて、全米輸会
員がネットワークを持たないエリアのバイヤーとの接点を創出した。

２．５ 本事業の流れ
本事業では、全米輸会員企業の商品を取り扱う代理店と中国のバイヤーとネットワーク機会を創
出し、品評会を通じた成約意向の獲得に向け、各施策を遂行した。また、本品評会後は定期的

に現地バイヤーへの成約意向状況に関してヒアリングも実施した。

図表6：本事業の流れ
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２．７ 本事業の実施スケジュール
本事業は下記のスケジュールをもとに実施した。

図表8：実施スケジュール

令和2年

11月19日～12月3日各出品商品や現地代理店に関するヒアリングシートの提出依頼

11月25日～12月7日品評会に向けた全米輸会員向けオリエンテーションの実施

令和3年

1月7日～2月19日アンケートに関する設問設計

1月21日～2月1日
各種Webサイト等への掲載

(「日本館」Webサイト、wechat、日本産コメ・コメPRサイト)

1月21日～3月5日誘致資料の作成(案内状/商品資料)/参加者リストの作成

1月29日開催概要の確定

2月1日～3月5日
プログラム/進行台本/運営体制/発表資料の作成

(新型コロナウイルスに対する感染防止対策を踏まえた内容とした。)

2月25日新型コロナウイルス感染拡大を鑑みた実施可否判断

2月26日～3月5日レイアウト/席次表/会場装飾の制作

3月8日品評会開催(上海)

3月11日品評会開催(成都)

(実施後)

4月1日～9月30日

成約結果の定期ヒアリング

(約6ヶ月間のうち、月1回程度)



第３章 事業実施内容詳細
３．１ 全米輸会員企業への参加誘致
本事業に関する案内資料を作成し、全米輸会員企業へ参加誘致を行った。参加企業は下記の通り
となった。

図表9：本事業へ参加する全米輸会員一覧（再掲）

※五十音順

図表10：案内資料

精米・包装米飯（4社） 日本酒（6社） 米菓（2社）

＜精米＞ 大関株式会社 株式会社鳴海屋

板橋貿易株式会社 菊正宗酒造株式会社 森白製菓株式会社

木徳神糧株式会社 黄桜株式会社

株式会社神明 小西酒造株式会社

ホクレン農業協同組合連合会 日本盛株式会社

＜包装米飯＞ 白鶴酒造株式会社

株式会社神明
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３．２ オリエンテーションの実施
本事業に参加する全米輸会員企業に対して、オリエンテーションを実施した。目的は本事業の説
明や課題のヒアリング、現地の販売代理店への働きかけの強化、出品商品に関する情報収集である。
参加企業数が12社と多く、また各社から現地の販売代理店への働きかけも重要であるため、各社
の認識が揃うよう留意し行った。

図表12：オリエンテーションのアジェンダ

番号 カテゴリ 所要時間

1 本事業の実施内容 10分

2
参考事例の紹介
（日本産米・米加工品に関するギフト品評会） 5分

3
出品商品情報の提供方法に関する案内
（ヒアリングシートの記入方法） 5分

4 質疑応答 20分

３．３ 日本産コメ・コメ加工品商品の選定
商品の選定については、商談時にバイヤーが重視する商品の要素を事前に土畜商会へヒアリング
した。ヒアリングした結果、下記の要素が重要であることがわかり、それらを考慮した上で各全米
輸会員企業が自社商品の選定を行った。
商品選定の結果、12社 35商品が本事業の対象商品となった。

図表13：商談時にバイヤーが重視する商品の要素

番号 要素

1 商品パッケージが美しい商品であること

2 ブランド力のある商品であること

3 商品のPR事項が明確な商品であること

4 販売価格が適正な商品であること
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３．４ バイヤー誘致
ステークホルダーである土畜商会が各企業の仕入れ購買担当者などに案内をかけ、KPIで設定し
た上海 15社、成都 15社の合計 30社の誘致を目指しました。

（１）前提条件
・土畜商会の会員6,800企業の中から日本産食材に興味関心の高い企業を優先的に誘致
・本品評会に出品する商品の価格帯を事前に提示し、価格帯がマッチする企業を誘致
・ 来場する参加バイヤーに関しては、仕入れ可否の決定権があること

(２)誘致計画(上海・成都)
・ 令和 3年 2月 1日(月)：45社への誘致開始
・ 令和 3年 2月 26日(金)：15社の参加を確定
・ 令和 3年 3月 5日(金)：30社の参加を確定

(３)誘致結果(上海・成都)
・令和 3年 1月 22日(金)：45社への誘致開始
・ 令和 3年 2月 12日(金)：9社確定 (上海 9社・成都 0社)

・ 令和 3年 2月 22日(月)：15社確定(上海 10名・成都 5名)

・ 令和 3年 2月 26日(金)：32社確定(上海 17社・成都 15社)

・令和 3年 3月 4日(木)：36社確定(上海 18社・成都 18社)

・令和 3年 3月 8日(月)：15社 18名参加(上海)

・令和 3年 3月 11日(木)：22社 24名参加(成都)



（４）誘致資料の作成
参加するバイヤーの企業数増加と本出品商品とのマッチング率を高める施策として、
本事業の主旨やプログラムを取りまとめた招待状および出品商品紹介資料を作成し、誘
致の際に合わせて送付を行った。また当該紹介資料内には各出品商品の具体的な仕様が
確認できるようWEBサイトやSNSのプラットフォームサイトに繋がるQRコ ードを下記
の通り貼付した。

① 招待状
本事業の概要や主旨、プログラム内容を記載した。

図表２７：招待状

※日本語訳（訳概要）

「桜の時期に味覚を楽しむ日本食材」

オフライン品評会 案内状

拝啓 初春の候、新春のお喜びを申し上げます。

平素は格別のご厚情を賜り、厚く感謝申し上げます。

さて、一般社団法人全日本コメ・ コ メ関連食品輸出

促進協議会が主催する品評会を開催するはこびとなり

ました。つきましては、ご多用の中誠に恐縮ではござ

いますが、ぜひこの機会にご来場いただき、ご高覧いた

だきたくご案内申し上げます。

近年、食品の安全や品質への関心が一段と高まる中、日

本の12企業より、厳選された約35種類の日本産食材に

関する商品紹介が実施されます。

また、各企業とバイヤーの皆さまが直接交流いただけ

る場もご用意しておりますので、

ご来場を心よりお待ち申し上げております。 敬具

記

主催：一般社団法人全日本コメ ・ コ メ関連食品

輸出促進協議会

支援：日本農林水産省

協力：中国食品土畜進出口商会
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③WEBサイトならびに SNS
全米輸会員企業情報及び出品商品に関する詳細情報については、WEBサイトなら
びに SNSへ掲載し、商品に興味をもったバイヤーが事前に閲覧できるようにした。

（a）日本館
本事業の全出品商品は、土畜商会が運営する日本産食材を紹介する「日本館
サイト」へ掲載した。本サイトはバイヤーが商談及び仕入れ可能な商品ライン
ナップが閲覧出来るサイトで、直接購買はできないが、問い合わせ等ができる
仕組みになっている。本事業に関してもバイヤー誘致を開始するタイミングで
商品情報を掲載した。

・サイト名：『日本館』
（http://www.e-waicai.com/Product/huodong/id/9.html）

・掲載開始時期：令和 3年 1月 21日（木）～
・掲載内容：商品名、原産地、賞味期限、容量、入り数、商品特徴、企業情報、

商品画像等
・言語：簡体字
・運用会社：土畜商会

②出品商品紹介資料
全米輸会員企業情報および出品商品に関する概要を記載した。

図表２８：出品商品紹介資料のイメージ

記載内容

・企業名

・企業情報

記載内容

・商品名及び商品仕様

・商品画像

・商品特⾧

・ QRコード（日本館サイトへ遷移）
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図表２９：日本館遷移図
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（c）Let'sExplore JapaneseRiceサイトへの掲載
本事業の対象商品のうち、オンラインショップで購入可能な商品については、多
言語で日本産米・ 米加工品（日本酒）を紹介している「Let'sExploreJapaneseRice」
サイトへ掲載した。掲載先は既存の「オンラインショップ」コンテンツの該当カテ
ゴリページとし、一般消費者へ向けて商品を紹介することを目的とした。
※米菓についてはオンラインショップ等への出品がないため掲載なしとした。

・サイト名：『Let'sExplore JapaneseRice』
（https://explore-rice.com/en/online.html）

・掲載開始時期：令和3年2月1日（月）～
・掲載内容：商品名、商品特徴、商品画像、オンラインショップの遷移先
・言語：英語、簡体字、繁体字



３．５ 品評会の開催
中国国内を中心に活動する日本産食材に興味関心の高いバイヤー向けに、全米輸会員の日本
産コメ・ コメ加工品商品を紹介する品評会を開催。実際の試食・ 試飲の機会を提供し、各
バイヤーとのネットワークの機会を創出。また、開催エリアの選定は経済や企業規模として大
きく、各全米輸会員の拠点も構える上海と各全米輸会員企業が直接ネットワークを構築しづら
い内陸部の成都を開催地として選定。

（１）開催概要
①上海
日程：令和 3年 3月 8日（月）時
間：14:00～16:20（中国時間）会
場：THEPLACE

住所：局门路 457号八号桥 4期创意园 5楼
交通：メトロ4号線・8号線 西山南路駅 駅から徒歩 10分
最大収容人数：60名（着席）

会場内部の写真

外観と1階ロビーの写真

- 25 -



②成都
日程：令和 3年 3月 11日（木）
時間：14:00～16:20（中国時間）
会場：艺和圆文化艺术会馆
住所：四川省成都市武侯区益州大道 388号城市春天A座 1层东南门
交通：地下鉄高新駅 1号線（D出口）徒歩約15分
最大収容人数 80名様（着席）

外観と会場内部の写真
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（２）会場レイアウト
発表者や投影資料が各席から見えるようスクール形式のレイアウトとした。また、新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止に配慮し、1テーブ4名までの着席とし、全米輸会員企業の商
品を紹介する代理店とバイヤーが交流時に移動しやすいよう席と席の間は適度な距離を保っ
た。

（３）会場装飾
桜をテーマにした落ち着いた品のあるデザインで企業名と商品を
引き立たせるデザインとした。



（７）実施プログラム
プログラムは、各商品の紹介及び試食試飲をメインとする2時間の内容とした。バイヤーの購
買意欲を高めるため、商品紹介の前には馬海華氏による中国における日本産食品の発展チャンス
に関するプレゼンテーションを行った。商品紹介終了後は、バイヤーと現地の販売代理の交流時
間とし、アンケートについてはプログラムの実施前、実施中に随時回答を促した。

①実施プログラム概要

②司会進行
司会進行は、中国語と日本語が対応できるぐるなび上海社のスタッフが行った。

③オープニング挨拶
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④プレゼンテーション
バイヤーの日本産食品に対する購買意欲を促進するため、中国における日本産食品の発展
チャンスに関する講演を行った。

（a）登壇者プロフィール
馬海華（マーカイカ）

プロフィール
食品業界で経営を 18年間従事し、2018年に中国輸入食品
業界サミットを創設、2019年に中国輸入食品研究院を創
立、2018-2020年に中国輸入食品年度の公式白書を作成し
た。
2020年博度のCIIE博覧会に、中泰商会の招きでタイグルメ
フェアにゲストとして登壇した。

学歴
同済大学 経営学修士卒（MasterofBusiness Administration）
公認会計士

職歴
中国食品土畜輸出入商会（CFNA）主任、
輸出食品提供とサービス分会の執行秘書⾧に在任
元中糧グループ輸入食品部門董事総経理、中糧グループマーケティング部統括
元嘉里粮油（中国）有限会社西南地域総経理
元コーセー中国有限会社華北地域総経理

（ｂ）選定理由
日本産商品の輸入取引経験が多く輸入に関する知見豊富であること、また、土畜商会の
会員の中で一目置かれる存在でバイヤーに対して一定の影響力が期待できるため。

（ｃ）プレゼンテーションテーマ
中国市場における日本産食品の発展チャンスについて
・ 輸入食品の市場データ解説
・ 日本産輸入食品の市場分析
・ 日本産食品のマーケット・ターゲティングへのアドバイス等
※プレゼンテーション資料と詳細については、P105以降を参照。
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⑤商品紹介発表及び試食・試飲
成約に向けて、各全米輸会員の現地代理店担当者よりバイヤーに対して商品の紹介と試食
試飲の提供を行った。

（a）商品紹介
発表時間は1社につき5分間とし、各全米輸会員企業の現地の販売代理店担当者が資料を用い
ながら順番に商品について紹介を行いバイヤーに PRした。来場できなかった現地の販売代理店
担当者については、司会が代読で紹介を行った。

（ｂ）商品紹介時の試食試飲
商品紹介の際、各社の最も PRしたい主力商品についてはバイヤーに対して試食試飲提供を行
い、実際の商品の味や香りなどを体感させ購買意欲の向上を促進した。試食試飲を行う商品の選
定は、土畜商会がバイヤーのニーズを考慮して選定をした後、各全米輸会員企業と協議の受け決
定させた。



第４章 まとめ
４．１ KPI実績
（１）参加社数

• 目標：30社
• 実績：38社（達成率 127）
• 内訳：上海 16社/成都 22社

（２）成約意向社数
• 目標：17社

• 実績：30社（達成率 176）
• 内訳：上海 14社 / 成都 16社
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４．４ 成約意向と商談実績
各品評会の会場では、商品紹介から代理店との交流会を経て、成約意向を示した商品に関する
意向調査を実施した。また、終了後、現地代理店の商談状況に関する進捗を各全米輸会員へ

ヒアリングを行った。

(令和 3年 3月 18日時点)

成約意向件数：208件
成約意向企業数：164件(延べ数)  

名刺交換数：111件
商談件数：45件
内訳：



４．６ 成果
（２）事前のマッチング率の向上と新都市での積極的な開催
・事前に出品商品詳細と価格を提示していたことで、ニーズと商品の価格帯がマッチしていた。
・成都は初開催で参加企業数は22社(上海と比べ＋6社)、キャンセル率はわずか4％となり、成約
意向商品数も107商品(上海と比べ＋23商品)と高かったことから、バイヤー自体の参加モチベーシ
ョンもより高かったことが伺える。そのため今後、更なる内陸部や新一級都市をターゲットとした
商品の訴求や品評会開催が効果的と考えられる。

（３）マーケットインの視点をふまえた発表資料の作成
本品評会に際して、事前に日本・ 中国両側でオリエンテーションを開催。その際には事前に土
畜商会と連携しながらバイヤーが商品を選ぶ際に重要視するポイント(パッケージのデザイン、ス
トーリー性、利用シーン、価格)等を策定し、本要素に沿った発表資料の作成依頼を実施。結果、
マーケットインの視点でプレゼン全体の主旨がずれることなく商品説明が行えたことで、品評会全
体の満足度調査では商品資料に対する満足度が最も高い結果となった。同様に、商品紹介資料につ
いては、事前に事務局側で基本資料を作成した上で各社に追加情報の記入や希望する資料の追加程
度で遂行できたことが、全米輸会員企業の負担を減らしつつ主旨の統一性を図ることができた。

（４）試食・試飲は成約に向けた近道
展示も含めた全体の出品商品のうち、バイヤーが成約意向を示した約 94の商品は試食・ 試飲の
機会を提供した商品となった。そのため、成約に向けた取り組みとして試食・ 試飲の機会をプロ
グラム内に取り入れることは改めて有効な手段であると言える。

（５）成約意向結果の共有とアプローチへの働きかけ
バイヤーから聴取したアンケート調査結果については、事前に代理店へバイヤーの連絡先ととも
に共有する旨の許諾を取り、各代理店へ成約意向結果を数日以内の共有を図り、代理店からアプロ
ーチができるよう働きかけた結果、商談件数の増加に寄与した。

（６）現地領事館やJETROとの連携
本品評会実施に際して、事前に現地の領事館や JETROの現地事務所に向けてイベント内容の告知
を行ったことで、各品評会への参加が実現。本全米輸主体事業以外にも、オールジャパンで日本
産コ メ ・ コメ加工品に関する輸出拡大に向けた連携を行っていくようプレゼンスを示せた。ま
た、参加いただいた JETRO成都が、本イベントの実施内容を JETROの公式HPより発信。

2021年 3月 15日：JETROビジネス短信
「成都で日本産米関連商品のPRイベントを開催」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/03/c4023f1d51e1c4d2.html
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４．７ 課題
（１）全米輸会員企業の参加に関して
本事業終了後、日本側の各全米輸会員企業へ満足度調査を実施。本調査の中では、日本側の事業
者がイベントに参加する役割が設けられていなかったため、日本側からのリモート接続に関する必
要性を感じている企業が低かった。そのため、次回の品評会の際には引き続き日本からのカメラ接
続を行い、全企業の参加を必須とせず、本ライブカメラによって品評会の様子を自由に視聴しにこ
れる入退室自由の参加方法を検討してきたい。

（２）日本からのサンプル送付の対応
品評会で使用する各社の商品手配は中国現地で行っていたが、鳴海屋の商品については中国に十
分な在庫がなかったため日本で手配を行った。しかし、商品が中国に到着しない輸送トラブルが発
生したため、展示及び試食に必要な最低限の数量で、商品を日本と中国それぞれで再度手配した。



（３）全米輸会員企業と代理店との連携
日本側の事業者にオリエンテーションをしたことで、事業主旨と現地担当者への共有がなされた
ことはよかった。しかし、中には日本側の担当者が、現地の担当者へ情報共有をしていないケース
が複数見られ、間に入って調整することが多く、今後の課題となった。
全米輸会員企業の中には、日本側の担当者であっても中国語に堪能な方も複数おり、日本語・ 中
国語に対応できるスタッフもいたため、開催地との言語の違いによる問題は感じられなかった。

４．８ 今後の方策
（１）試食・試飲をふまえた目利きの場の提供
参加企業数の約 85.7％の社から成約意向が出るなど、全体的に成約意欲の高い結果となり、ま
た、成約意向商品全体の約94が試食・ 試飲ありの商品であった。さらには、回答者の100%が
品評会に「満足した」と回答しており、一方で次回開催の手法としてオンラインによる品評会開
催の希望率も約2割と低かったことから特に試食・試飲が発生するような商品PRの場合、喫食体
験を踏まえた目利きの場を提供することが成約意向に起因することが考えられる。

（２）バイヤーニーズをとらえた訴求が有用
下記の通り、バイヤーが商品を選ぶポイントとして「味」「品質」「コストパフォーマンスが高
い」商品が好まれる。品目別に目を転じてみると米菓・精米・包装米飯に関しては共通して
「味」「製造工程や安全性」といった部分が挙げられた。一方、日本酒に関しては「味」「パッケ
ージや、見た目」「原産地、原材料のこだわり」といったポイントが上位に上がり、パッケージの
華やかさや産地が一つのブランドになっているようにうかがえる。

①バイヤーが商品を選ぶポイント（品評会開催前）
１位：味・品質の優れた商品を探すため２位：価
格に見合った価値を持つ商品を探すため

（納得できるコストパフォーマンスの商品）

②バイヤーが商品を選ぶポイント（品評会開催後）
【米菓】 １位：味わい

２位：製造工程
安全性、ISO取得

今回出品の米菓の魅力度を TOP2（とても魅力的＋やや魅力的・計）でみると、魅力度が最も高か
ったのは「味わい」62.9％であり、次に「製造工程」「安全性、ISO取得」54.3％と続く。
・特に米菓の「安全性、ISO 取得」については、トップボックス「とても魅力的である」
が31.4％と他項目よりも高く、安全性に興味を示している様子がうかがえる。
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【精米】
１位：味わい
２位：原産地、原材料のこだわり
３位：安全性、ISO取得

今回出品の精米の魅力度では、TOP2（とても魅力的＋やや魅力的・計）が最も高かったのは
「味わい」80.0％であり、次に「原産地、原材料のこだわり」68.6％と続いており、精米の味わい
に興味を示している人は多い。

・精米の「原産地、原材料のこだわり」については、トップボックス「とても魅力的である」が
34.3％と他項目よりも高く、精米の原産地・原材料に興味を示している様子がうかがえる。

【包装米飯】
１位：味わい
２位：原産地、原材料のこだわり
３位：安全性、ISO取得
今回出品の包装米飯の魅力度では、TOP2（とても魅力的＋やや魅力的・計）が最も高かったのは
「味わい」62.9％であり、次に「原産地、原材料のこだわり」「安全性、ISO取得」57.1％と続く。
・包装米飯の「原産地、原材料のこだわり」では、トップボックス「とても魅力的である」が
25.7％と他項目よりも高く、包装米飯でも精米と同様に原産地・原材料に興味を示しているようで
ある。

【日本酒】
１位：味わい
２位：パッケージや、見た目
３位：原産地、原材料のこだわり

・今回出品の日本酒の魅力度では、TOP2（とても魅力的＋やや魅力的・計）が最も高かったのは
「味わい」80.0％であり、次に「パッケージや、見た目」77.1％「原産地、原材料のこだわり」74.3
％と続いており、日本酒の味わいに興味を示している人は多い。一方、他の品目では上がってこな
いパッケージや見た目に関して重きを置く人が多いことが伺える。
・日本酒の「原産地、原材料のこだわり」では、トップボックス「とても魅力的である」が40.0
％と他項目よりも高く、精米、包装米飯に加えて日本酒でも原産地・原材料に強い関心があるよう
である。

（３）魅力が伝わっていないポイントの改善
日本酒以外の品目は類似の回答が多かった。受賞歴・歴史ストーリーは、低い傾向が見られた。ま
た価格やボリュームは、品評会後に魅力的でないと回答する割合が多かったため、全商品通じて、
魅力として伝わっていないポイントについては、ギャップを埋める必要があると考える。そのため、
誘致や案内の際に工夫ないし、別項目を注力して紹介すると効果が高い可能性が考えられる。
なお、あまり魅力的ではない、全く魅力的ではないと回答した比率が高かったポイントは以下の通
りとなる。


