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７－６．広報支援活動（本番）ー酒BARカウンター 

＜提供食材一覧＞ 

【総括】 
 ・ 酒サムライ・コーディネーター平出氏が事前にスタッフにレクチャーを実施。来場者からは「様々な日本酒 
   のバリエーションがあることが分かった。」  「スタッフのホスピタリティが素晴らしい。」等の声を頂き、多 
   くの方に日本酒と触れ合っていただく良い機会となった。 
 
・  BARカウンターに関し、「日本風のビジュアルが美しい」 「試飲がしやすくてとても良い」 等感想を頂い   
   た。  
 
 ・ シンガポールでは手に入らない銘柄もあり、「是非、シンガポールにもっと様々な酒を入れてほしい」 
   などの声があがっていた。 

◆酒BARカウンター 

被災地３県の日本酒を中心に、7銘酒を展示。スタッフがオーダーに応じて日本酒を
サーブ。また提供する日本酒に合うおつまみをあわせて試食提供。 
酒サムライ・コーディネーター平出氏、酒ソムリエ菊谷氏もカウンターに入り、現地の
方からの質問等へも対応。 
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７－７．広報支援活動（本番）ー試飲試食サービス 

BARカウンターによる試飲・試食の提供とは別に、日本食に対する理解促進を図るべ
く、ステージ内容に合わせて、各県の食材や酒を提供する工夫を実施。 

配布日 配布時間 配布タイミング メニュー 全体の数量 一人当たりの分量 使用食材 使用器具 備考

1 11月1日 11:45～
Flavours of Japanese Cuisine
(メイン)終了後

寿司
・バチマグロ

200人前(200貫想定) 寿司1貫
バチマグロ　宮城　塩釜産　43㎏（内5㎏）

コシヒカリ（会津産．福島）
まな板、包丁

2 11月1日 12:45～ 東北セミナー後

寿司 各種
・バチマグロ
・ヒラマサ
・ いくら
・ ホタテ
・ さんま
・ サーモン　等

200人前(200貫想定) 寿司1貫

バチマグロ (宮城) 塩釜産　2㎏
ヒラマサ (宮城) 塩釜産 800g
イクラ醤油漬け(岩手) 700g
ホタテ貝柱Ｓ(岩手) 1.5Kg
さんま燻製【黒胡椒風味】 (宮城) フィーレ17枚
金華スモークサーモン (宮城) 550g

コシヒカリ（会津産．福島）

まな板、包丁

3 11月1日 14:30～
Flavours of Japanese Cuisine
(MAFFブース)終了後

寿司 各種
・バチマグロ
・ヒラマサ
・ いくら
・ ホタテ
・ さんま
・ サーモン　等

200人前(200貫想定) 寿司1貫

バチマグロ (宮城) 塩釜産　2㎏
ヒラマサ (宮城) 塩釜産 800g
イクラ醤油漬け(岩手) 700g
ホタテ貝柱Ｓ(岩手) 1.5Kg
さんま燻製【黒胡椒風味】 (宮城) フィーレ17枚
金華スモークサーモン (宮城) 550g

ひとめぼれ (岩手)

まな板、包丁

4 11月1日 16:00～

寿司 各種
・バチマグロ
・ヒラマサ
・ いくら
・ ホタテ
・ さんま
・ サーモン　等

200人前(200貫想定) 寿司1貫

バチマグロ (宮城) 塩釜産　2㎏
ヒラマサ (宮城) 塩釜産 800g
イクラ醤油漬け(岩手) 700g
ホタテ貝柱Ｓ(岩手) 1.5Kg
さんま燻製【黒胡椒風味】 (宮城) フィーレ17枚
金華スモークサーモン (宮城) 550g

ひとめぼれ (岩手)

まな板、包丁

5 11月2日 12:45～ 東北セミナー後

寿司 各種
・バチマグロ
・ヒラマサ
・ いくら
・ ホタテ
・ さんま
・ サーモン　等

200人前(200貫想定) 寿司1貫

バチマグロ (宮城) 塩釜産　2㎏
ヒラマサ (宮城) 塩釜産 800gイクラ醤油漬け(岩手)
700g
ホタテ貝柱Ｓ(岩手) 1.5Kg
さんま燻製【黒胡椒風味】 (宮城) フィーレ17枚
金華スモークサーモン (宮城) 550g

コシヒカリ（会津産．福島）

まな板、包丁

6 11月2日 14:00～
PRステージ　堺市開始前
（集客用）

寿司 各種
・バチマグロ
・ヒラマサ
・ いくら
・ ホタテ
・ さんま
・ サーモン　等

200人前(200貫想定) 寿司1貫

バチマグロ (宮城) 塩釜産　2㎏
ヒラマサ (宮城) 塩釜産 800g
イクラ醤油漬け(岩手) 500g
ホタテ貝柱Ｓ(岩手) 1.1Kg
さんま燻製【黒胡椒風味】 (宮城) フィーレ12枚
金華スモークサーモン (宮城) 400g

コシヒカリ（会津産．福島）

まな板、包丁

7 11月3日 12:45～ 東北セミナー後

寿司 各種
・バチマグロ
・ヒラマサ
・ いくら
・ ホタテ
・ さんま
・ サーモン　等

200人前(200貫想定) 寿司1貫

バチマグロ (宮城) 塩釜産　2㎏
ヒラマサ (宮城) 塩釜産 800g
イクラ醤油漬け(岩手) 700g
ホタテ貝柱Ｓ(岩手) 1.5Kg
さんま燻製【黒胡椒風味】 (宮城) フィーレ17枚
金華スモークサーモン (宮城) 550g

コシヒカリ（会津産．福島）

まな板、包丁

8 11月3日 14:00～
PRステージ　全農開始前
（集客用）

寿司 各種
・バチマグロ
・ヒラマサ
・ いくら
・ ホタテ
・ さんま
・ サーモン　等

200人前(200貫想定) 寿司1貫

バチマグロ (宮城) 塩釜産　2㎏
ヒラマサ (宮城) 塩釜産 800g
イクラ醤油漬け(岩手) 700g
ホタテ貝柱Ｓ(岩手) 1.5Kg
さんま燻製【黒胡椒風味】 (宮城) フィーレ17枚
金華スモークサーモン (宮城) 550g

コシヒカリ（会津産．福島）

まな板、包丁

9 11月3日 15:30～
Flavours of Japanese Cuisine
(MAFFブース)終了後

寿司 各種
・バチマグロ
・ヒラマサ
・ いくら
・ ホタテ
・ さんま
・ サーモン　等

200人前(200貫想定) 寿司1貫

バチマグロ (宮城) 塩釜産　2㎏
ヒラマサ (宮城) 塩釜産 800g
イクラ醤油漬け(岩手) 700g
ホタテ貝柱Ｓ(岩手) 1.5Kg
さんまコンフィ (宮城) フィーレ17枚
さんま燻製【黒胡椒風味】 (宮城) フィーレ17枚
金華スモークサーモン (宮城) 550g

ひとめぼれ (宮城) 1kg

まな板、包丁

10 11月3日 16:30～
PRステージ　開始前
（集客用）

寿司 各種
・バチマグロ
・ヒラマサ
・ いくら
・ ホタテ
・ さんま
・ サーモン　等

200人前(200貫想定) 寿司1貫

バチマグロ (宮城) 塩釜産　2㎏
ヒラマサ (宮城) 塩釜産 800g
イクラ醤油漬け(岩手) 700g
ホタテ貝柱Ｓ(岩手) 1.5Kg
さんま燻製【黒胡椒風味】 (宮城) フィーレ17枚
金華スモークサーモン (宮城) 550g

ひとめぼれ (宮城)

まな板、包丁

＜試食提供一覧＞ 

◆試飲・試食サービス 
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７－７．広報支援活動（本番）ー試飲試食サービス 

＜試飲提供一覧＞ 

配布日 配布時間 配布タイミング メニュー 数量 一人当たりの数量 使用食材 使用器具 備考

1 11月1日 15:00～15:45 Sake Discoveries セミナー中

十八代伊兵衛 (福島)
南部美人(特別純米酒) (岩手)
純米吟醸　浦霞禅 (宮城)
秀松 朱 (新潟)

各2ℓ　100杯 約20ml
おちょこ (美濃焼き30
個、漆器10個)、肴・乾
物用のお皿

2 11月2日 11:00～11:45 Sake Discoveries セミナー中

ゴールド人気 (福島)
南部美人(特別純米酒) (岩手)
一ノ蔵　特別純米辛口 (宮城)
秀松 朱 (新潟)

各2ℓ　100杯 約20ml
おちょこ (美濃焼き30
個、漆器10個)、肴・乾
物用のお皿

3 11月2日 15:00～15:30 Sake Discoveries セミナー中

十八代伊兵衛 (福島)
南部美人(特別純米酒) (岩手)
伯楽星 (宮城)
秀松 朱 (新潟)

各2ℓ　100杯 約20ml
おちょこ (美濃焼き30
個、漆器10個)、肴・乾
物用のお皿

4
11月1日
～3日

全日 Barカウンターで随時

十八代伊兵衛 (福島)
ゴールド人気 (福島)
南部美人(特別純米酒) (岩手)
純米吟醸　浦霞禅 (宮城)
一ノ蔵　特別純米辛口 (宮城)
伯楽星 (宮城)
秀松 朱 (新潟)＋他出展社調達

計20ℓ　 約20ml 乾物、さんまコンフィ、ホッケ焼きなど
おちょこ (美濃焼き30
個、福島漆器10個)、
肴・乾物用のお皿

1日330杯
計1000杯

◆試飲・試食サービス 

配布日 配布時間 配布タイミング メニュー 数量 備考
1 真魚亭　さばの煮つけ 1
2 真魚亭　かれいの煮つけ 1
3 やわらかあおりいかのシャッキリなます 20
4 こだわりしめ鯖のシャッキリなます 1
5 いわしの南蛮漬け 2
6 いわしの甘辛煮 7
7 カット玉子やき(50P) 6 B-2　Chiba foodstuff export association様より
9 松前漬キット 2 B-10　北海道函館マリンCluster様より

10 ホタテ入りもちギョーザ(50個入り） 7
11 ふんわりえびつみれ（１ｋｇ） 2
12 ふんわりえびつみれ（５００ｇ） 2
13 ふんわりえびつみれ（８個入り） 2
14 ふんわりえびつみれ（10個入り） 1
15 白子入りかにつみれ（１ｋｇ） 2
16 白子入りかにつみれ（５００ｇ） 2
17 白子入りかにつみれ（８個入り） 2
18 白子入りかにつみれ（10個入り） 1
19 骨ごといわしつみれ（５００ｇ） 1
20 骨ごといわしつみれ（１０個入り） 2
21 鱧入りひら天 9
22 鱧入りごぼう天 9
23 珍比良（ちくわ） 9
24 さつまあげ太郎（ごぼう天） 3
25 さつまあげ太郎（ボール天） 3
26 極上ぶり吉 1 F-11　マルハニチロ様より
27 キャンディーチーズ（アーモンド） 750
28 キャンディーチーズ（プレーン） 750
29 キャンディーチーズ（ブラックペッパー） 750

11月1日
～3日

全日 Barカウンターで随時

C-11　Bar Resources様より

カネテツデリカフーズ様より

鹿児島県特産品協会様より

F-22　マリンフーズ様より

＜他出展者からの提供食材＞ 
   主催者との連携により他出展者から食材提供を協力頂いた。 
   食材は酒のおつまみとしてBARカウンターで随時提供。その際にはどこに行けば入手できるか出展ブース番号を 
   伝えた。 
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７－８．広報支援活動（本番）ー東北情報発信コーナー 

被災地の情報発信、東北産品のPR・展示スペースとして、ブースを設置。 
東北3県（岩手県、宮城県、福島県）の状況を正確に情報発信。運営員3名を通訳兼
コンシェルジュとして随時配置しＰＲを実施。 

◆東北情報発信コーナー 

■実施風景 

【総括】 
 ・ アンケート結果からみても、被災地（東北）の現状への関心は高く、ブースで県担当者に熱心に質問 
   しているお客様も見られた。 
 
 ・ シンガポールでは以前から現地メディアが被災地の食品に対する安全性を発信している為、「他の食  
   品と変わらず、安全」というイメージをもたれている方も多かった。 
   県関係者からの情報やプレゼンテーションを聞いて、安全性を再認識したという方もいらっしゃった。 
   被災地の現状を正確に伝える事ができ、東北の産品をPRする非常にいい場になったと考えられる。 
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７－９．広報支援活動（本番）ーラッキードロー 

3日目にアンケートにご協力頂いた来場者を対象にラッキードローを実施。 
景品は、堺市ご提供の包丁（3点）とカクナカご提供の美濃焼（3点）を使用。 

◆ラッキードロー 

■景品 

○A賞 Sakai Forged Knife 
     Provided by Sakai City 
    ×3セット （玉色：赤） 

○B賞 Mino-yaki Ceramics 
     Provided by KAKUNAKA 
     ×３セット （玉色：青） 

■参加者総数  474名 

■実施風景 

【総括】 
 ・３日目はパブリックDAYということもあり、家族連れも多く、MAFFブースを家族で楽しんでいる様子が 
  伺えた。世代を問わない多くの現地の方に、日本文化や東北産品の安全性のPRすることができた。 
 
 ・初日、２日目に比べて３倍近いアンケート回収率があり、ブースへの集客、アンケートの回収率の向上 
  という点でも、企画の意図にそった展開になった。 
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７－１０．広報支援活動（本番）ー総評 

■成功点 
 
・全ての東北産品をシンガポールへ輸送できた。特に福島のお米は震災後初の輸入となり、試食としても提供すること  
 できた。 
 
・東北産品の安全性に対し、ブース来場前に「不安を感じている」と答えていた方が、 来場後には「東北産品の食材を 
 もっと生活に取り入れたい」 「東北に行ってみたい」と変化が顕著にみられた。 
 （※アンケート結果 Q7、Q8を比較参照） 
 
・ブース装飾に関して、来場者から 「ブースデザインが美しい」 「カウンターが日本的で美しい」等の声があがってお 
 り、 非常に好評を得た。シンガポールや香港の展示会オーガナイザーからも出展の引き合いがあった。 
 
・ブース運営に関して、事前に専門家からのレクチャーを受けた上で対応したこともあり、「日本食や日本酒に関して   
 非常に理解しやすかった」 「オーガナイズされており、日本のホスピタリティを感じた」 「是非、また来年も出展して欲  
 しい」等の声もあった。        
 
 
 
■改善点  
 
・日本酒の提供の際、「日本酒には様々な飲み方があるのは理解したが、もう少し冷やして出してほしい。」等の意見が 
 あった。色々なニーズにも対応できるよう、ブース設備の見直しは検討の余地がある。 
 
・ステージスケジュールに関して、ビジネスDAY（1日目・２日目）は午後からの来場者が多く、メインステージでの日本料 
 理のデモンストレーションや酒セミナーの集客が困難であった。 
 今後は主催者側とも十分に検討し、より多くの方に観覧してもらえる時間帯での実施の検討が必要である。 
 
・MAFFブースは入り口より一番奥に位置しており、東北情報発信ブースの前はVIPスペースだった為、来場者がやや少 
 なかった。積極的なお声がけにより集客は図ったが、通行動線沿いに面していればより多くの方に、東北の魅力をお 
 伝えできた。 
 
・実施までのスケジュールが短く、東北情報発信コーナーの内容を詰める時間が少なかった為、各県の準備時間も非常 
 に少なくなってしまった。東北3県のご担当と一同に集まり情報共有をしながら内容を詰めることができれば、一段の 
 向上が図れたと思われる。 
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８．広報支援活動ー媒体関係 

◆出稿媒体一覧 

■総括 
・日本国内外23の媒体に事前／事後広報をすることができた。 
・農林水産省ブースを展示会全体の傘として位置付けたこと、また主催者のPR活動と連携を図ったこと  
 により、相乗効果を高めたPR展開が可能となった。 
・イベントの集客を含め、より多くの方に情報を到達させることができた。 
 
■今後の課題 
・メディアは、「農林水産省」といった単独の機関ではなく、「日本」としての情報を掲載していた。 
 今後プレスリリースや取材対応等で、日本としての意見を求められることが考えられる。 
 

掲載日 媒体名 媒体社 広告換算額

1 2012年10月24日～11月3日 Oishii Wattention 特別号 紙 Minook International(S)Pte Ltd
 ¥1,200,000

2 2012年10月24日 Discover Wonderland Japan　web Minook International(S)Pte Ltd
 ¥300,000

3 2012年10月30日 Wattention WEBサイト Minook International(S)Pte Ltd
 N/A

4 2012年10月30日 Wattention　twitterページ Minook International(S)Pte Ltd
 N/A

5 2012年10月30日 Wattention facebookページ Minook International(S)Pte Ltd
 N/A

6 2012年10月30日 Mangosteen Club twitter ページ Minook International(S)Pte Ltd
 N/A

7 2012年10月30日 Mangosteen Club facebook ページ Minook International(S)Pte Ltd
 N/A

8 2012年10月30日 JNTO visit japan facebookページ JNTO N/A

9 2012年10月31日 シンガポール経済新聞 DIVERSOLUTIONS PTE. LTD. N/A

10 2012年11月1日 NHKニュースWeb NHK N/A

11 2012年11月1日 City Nomads City Nomads Pte Ltd N/A

12 2012年11月2日 ASIAN Xニュース web Media Japan Pte Ltd N/A

13 2012年11月3日 Lifecamerareactions.wordpress.com 
Picksel Photography (This is a

presonal blog)
N/A

14 2012年10月20日 日本刃物工具新聞 日本刃物工具新聞社 ¥99,000

15 2012年10月28日 朝日新聞 朝刊 朝日新聞社 ¥6,084,000

16 2012年10月28日 The Sunday Times Singapore Press Holdings ¥318,618

17 2012年10月31日 The Straits Times Singapore Press Holdings ¥303,969

18 2012年10月31日 LianHe Zaobao Singapore Press Holdings ¥205,088

19 2012年11月1日 The Straits Times Singapore Press Holdings ¥325,943

20 2012年11月3日 The Straits Times Singapore Press Holdings ¥329,605

21 2012年11月3日 LianHe Zaobao Singapore Press Holdings ¥205,088

22 2012年11月2日 The Daily nnA アジア経済情報紙 NNA Singapore Pte Ltd. N/A

23 2012年11月3日 Channel 8 Mediacorp ¥4,706,233

¥14,077,544

【雑誌】

【ＷＥＢ】

【新聞】

【テレビ】

合計
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９．来場者アンケート概要（ビジネスDAY1日目・２日目） 

アンケート調査実施日 2012年11月1～2日 

対象者 来場者（ビジネス関係者） 

アンケート回収数 1日目：146枚  2日目：152枚  計：298枚 

目的 日本食に対する評価や展示会におけるコンテ
ンツの評価、また、イベント前後での来場者の
イメージ動向を図るため実施。 

■回答者集計表（複数回答者あり） 

■分析・評価 

職業分野 11月1日 11月2日 合計
貿易・商社 26 26 52
卸売業 22 24 46
小売業 11 16 27
ホテル/レストラン 36 42 78
スーパーマーケット 3 2 5
百貨店 0 1 1
専門職 4 1 5
政府関係 4 15 19
メディア 14 19 33
その他 21 71 92
合計 141 217 358

・MAFFブースに興味を持たれた経緯や、「バーカウンター」や「試飲体験」がブース内で「大変良い」  
 と思われたコーナーに挙がっていることから、日本食も然ることながら、日本酒に興味を持ってい  
 ることが伺える。 
・日本食に関しては、「美味しい」や「バラエティに富んでいる」といった意見も多く、シンガポールでは  
 好印象で、受け入れられている。 
・新しい日本食よりも、伝統的な日本食への興味が多い印象。今後の海外での展示会コンテンツと 
 しては、まだまだ日本の文化に根付いた日本食の発信が有効と思われる。 
・東北への印象は、放射能が不安等のネガティブな印象よりも、ポジティブなイメージを持たれており、 
 試してみたいといった声も多い。 
・ブースでの体験を経て、安心感や試してみたいといった声が多いことから、東北への印象が変わっ  
 ていることも伺え、目的は達成できている。 
・全体的にシンガポールにおいては、日本食、日本酒への興味は高いと感じられ、今後、効果的な 
 日本食発信は必要と思われる。 
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９．来場者アンケート結果①（ビジネスDAY1日目・２日目） 

Ｑ１あなたの職業分野を教えてください。 

Ｑ2農林水産省ブースに関心をもたれた経緯を教えてください。 
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９．来場者アンケート結果②（ビジネスDAY1日目・２日目） 

Ｑ3:会期中のブース内の各コーナーについて、どんなイメージをもたれましたか？ 

Ｑ４.試食した食材の中で印象に残ったものとその理由を教えてください 

・寿司 
・酒…なめらかな味わい、種類が多いのがよい、日本らしさを感じる 
・和牛…おいしい 
・刺身…新鮮 
・米 
・魚介類 
・卵焼き…新鮮 
・かつおぶし 
・さつまあげ…食べやすい、おいしい 
・ホタテ…盛り付けがきれいだった 
・イクラ 
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９．来場者アンケート結果②（ビジネスDAY1日目・２日目） 

Ｑ5 ブース内で紹介した日本食についてどのようなイメージをもたれましたか？ 

Ｑ６今後取り扱ってみたい日本食材とその理由を教えてください。 

・寿司…ビジネスでの取り扱いが最も可能 
・酒…なめらかな味わい、種類が多いのがよい、日本らしさを感じる 
・刺身…新鮮だから 
・米…日本人には重要だから 
・和牛…おいしい 
・麺類…おいしい 
・魚…鯵のたたきが日本酒とはよくマッチすると思う 
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９．来場者アンケート結果③（ビジネスDAY1日目・２日目） 

Q7イベントに参加前の東北産品の日本食に対するイメージを教えてください。 

Ｑ8 イベントに参加後の東北産品の日本食に対するイメージを教えてください。 
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９．来場者アンケート結果④（ビジネスDAY1日目・２日目） 

Ｑ9日本食のどんなイベントに関心がありますか？ 

Ｑ１０ブースや日本食材についてご意見･ご感想、お気づきの点がございましたら、 
    ご記入をお願いします。 

・日本人スタッフの対応がよかった 
・もっと冷やした酒が飲みたかった 
・最も印象的なブースだった 
・良い展示とプレゼンテーションだった 
・ブース全体のコンセプトがよかった 
・清潔感があった 
・どの年代にも楽しめると思った 
・スタッフの衣装がよかった 
・本物の酒がもっとシンガポールで有名になるべきだと思った。 
・日本食を理解するのにわかりやすく、楽しいブースだった 
・ぜひ来年もやってほしい 
・酒ソムリエからの酒試飲が面白かった 
・酒の種類がたくさんあることを知れた 
・試食席が印象的だった 
・スタッフが酒、食材についてよく知っていたので説明が面白かった 
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１０．来場者アンケート概要（パブリックDAY3日目） 

アンケート調査実施日 2012年11月3日 

対象者 来場者（一般消費者） 

アンケート回収数 3日目：375枚 

目的 日本食に対する評価や展示会におけるコンテ
ンツの評価、また、イベント前後での来場者の
イメージ動向を図るため実施。 

◆回答者集計表（複数回答なし） 

◆分析・評価 

職業分野 11月3日
貿易・商社 43
卸売業 24
小売業 24
ホテル/レストラン 15
スーパーマーケット 6
百貨店 2
専門職 11
政府関係 30
メディア 13
その他 207
合計 375

・一般消費者に関しても、日本食も然ることながら、日本酒に興味を持っていることが伺える。 
・日本食に関しては、シンガポールでは好印象で受け入れられている。 
・新しい日本食よりも、伝統的な日本食への興味がまだ多い印象。一般消費者に対しても、今後  
 の海外での展示会コンテンツとしては、まだまだ日本の文化に 
 根付いた日本食の発信が有効と思われる。 
・東北への印象に関しても、ビジネスユーザー以上に、一般消費者は放射能が不安などの 
 ネガティブな印象よりも、ポジティブなイメージを持たれており、試してみたいといった声も多い。 
 ブースでの体験を経て、安心感や試してみたいといった声が多いことから、東北への印象が 
 変わっていることも伺え、目的は達成できている。 
・興味を持たれているのは、テイスティングなど試食ができるコーナーが多い印象。展示会において  
 は、トライアルできるコンテンツを今後も入れていくべきと考える。 
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１０．来場者アンケート結果①（パブリックDAY3日目） 

Ｑ１あなたの職業分野を教えてください。 

Ｑ2農林水産省ブースに関心をもたれた経緯を教えてください。 
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Ｑ3:会期中のブース内の各コーナーについて、どんなイメージをもたれましたか？ 

１０．来場者アンケート結果②（パブリックDAY3日目） 

Ｑ４.試食した食材の中で印象に残ったものとその理由を教えてください 

・酒…おいしい 
・麺類 
・和牛 
・寿司 
・魚介類 
・うどん 
・米 
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Ｑ5 ブース内で紹介した日本食についてどのようなイメージをもたれましたか？ 

１０．来場者アンケート結果②（パブリックDAY3日目） 

Ｑ６今後取り扱ってみたい日本食材とその理由を教えてください。 

・寿司…健康に良い、食べるのに良い 
・酒…とてもおいしい、清々しい味わい 
・刺身…こんなに新鮮なものは食べたことがない 
・ラーメン…調理が簡単 
・米 
・和牛 
・麺 
・魚 
・まぐろ 
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Q7イベントに参加前の東北産品の日本食に対するイメージを教えてください。 

Ｑ8 イベントに参加後の東北産品の日本食に対するイメージを教えてください。 

１０．来場者アンケート結果③（パブリックDAY3日目） 
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Ｑ9日本食のどんなイベントに関心がありますか？ 

１０．来場者アンケート結果④（パブリックDAY3日目） 

Ｑ１０ブースや日本食材についてご意見･ご感想、お気づきの点がございましたら、 
    ご記入をお願いします。 

・日本人スタッフの対応がよかった 
・販売店が欲しい 
・種類がたくさんあることがわかった 
・東北のブースだとわからなかった 
・調理デモが面白かった 
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１１．出展者（東北３県）ヒアリング結果 

＜会期前＞ 
・自分達のブース情報共有はできたが、会場全体のスケジュール等が把握できなかった。 
・準備期間が短く、その場しのぎの対応とならざるを得なかった。 
 例：県として、英語のパンフレットを作成するなどできなかった。 
   現地に出回っていない品目を輸出できなかった。 
・福島からの米が無事に輸出、また現地で配布できることになり、よかった。 
       
＜会期中＞ 
・ブースの位置が奥すぎて動線ではなかった。 
・被災３県のブースであることを示す装飾が必要であった。 
 
＜現地で感じたニーズ＞ 
・実際に食材を使ってみたいが、どこに行けば手に入るか？という質問を多く受けた 
 
＜成果＞ 
・海産物や日本酒に興味を持ったシンガポール、ベトナム、マレーシア等のインポーター  
 からの新たな取引希望（岩手） 
  
＜海外市場への輸出展開にあたり感じた課題＞ 
・放射性物質に起因する各国の輸入規制の撤廃。 
・商談ができる場と環境を作ってほしい。 
 （現地で懇意にしているディストリビューターやインポーターの招待等） 
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１２．総括 

■総評 
 
全体来場者数 
 
 
 
 
 
 
 
・すべての日程で試食が来場者に行きわたったことから、上記来場者の内、試食数同等の人数をブース誘引できたと 
 考える。 
 
・多くのバイヤーや一般の方から、「日本ブランドの安全性を再認識した」「東北産品の食材や酒などを 
 もっと取り入れていきたい」「是非、東北に行ってみたい」などのお声を頂き、今回の出展意図である、日本ブランドの 
 被災地産品・日本産品の信頼回復と需要の喚起は、成功できたと考える。一方、日本酒に対しては、現状シンガポー  
 ルではアルコールに対する関税の影響もあり、「お気に入りの酒が輸入されていない」、または、「ストアーにあまりおい 
 ていない」「もっと本当の日本酒をシンガポールに取り入れてほしい」などの声もあがっていた。こういった声から考える  
 と、今後も多くの機会を活用して、日本産品のPRを持続して行っていく必要を感じた。 
 
■成功点 
・福島の精米は震災後初の輸入となり、試食として提供することもできた。アンケート結果からみても、被災地（東北）の  
 現状に関する関心は高く、ブースで県担当者に熱心に質問しているお客様もみうけられた。 
 
・シンガポールでは被災地に対する安全性のイメージは、「他の食品と変わらず、安全」というイメージをもたれている方が  
 多かった。東北産品の安全性に関して、ブース来場前に東北産品に対して「不安を感じている」と答えていた方が、県  
 関係者からの生の情報やプレゼンテーションを聞いて、ブース来場後に「東北産品の食材をもっと生活に取り入れた 
 い」「東北に行ってみたい」と変化が顕著にみられた。被災地の現状、正確な情報をお伝えでき、東北の産品をPRする 
 非常にいい場になったと考えられる。 （※アンケート結果 Q7、Q8を比較参照） 
 
・ブース装飾に関して、来場者から 「ブースデザインが美しい」「カウンターが日本的で美しい」などの声があがっており、 
 非常に好評を得ていた。ブースデザインがよいとのことから、シンガポールや香港の展示会オーガナイザーから出展の  
 引き合いがあった。ステージがスペース確保のため、若干奥まっていたが、アテンションを高めるため、会場レギュレー  
 ションが許せば、次回は通路よりにしてもよいと考えられる。 
 
・ブース運営に関しては、事前に専門家からのヒアリングをした上で、接客したこともあり、「日本食や日本酒に関して 
 非常に理解しやすかった」「オーガナイズされており、日本のホスピタリティを感じた」「是非、また来年も出展して欲しい」 
 などの声もあった。        
 
 
■改善点  
・日本酒の提供に関して、「日本酒には様々な飲み方があるのは理解したが、もう少し冷やして出してほしい。」 
 などの声もあった。今後は色々なニーズに対応できるよう、ブース設備の見直しは検討の余地がある。 
 
・ステージスケジュールに関して、ビジネスDAY（1日目・２日目）はお昼以降からの来場者が多く、メインステージでの 
 日本料理のデモンストレーションや酒セミナーステージの集客が困難であった。 
 今後は主催者とも十分に検討し、より多くの方にステージをみていただける時間帯での実施を検討する必要がある。 
 
・ブース位置に関して、MAFFブースは入り口より一番奥に位置し、東北情報発信コーナーの前はVIPコーナーとなって  
 おり来場者がやや少なかった。積極的なお声がけにより集客は図ったが、通行動線沿いに面していれば、 
 より多くの方に、東北の魅力をお伝えできた。 
 
・実施までのスケジュールが短く、東北情報発信コーナーの内容を詰める時間が少なく、各県ご担当者の準備の 
 時間も非常に少なかった。東北被災地のご担当の方と一同に集まり情報共有をしながら、コーナーの内容を詰めること  
 ができれば一段の向上が図れたと思われる。 



参考資料 
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＜参考資料＞制作物 

■ 宮城県・岩手県・福島県 紹介ポスター（Ｂ３） 
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＜参考資料＞制作物 

■ Oishii Wattention 特別号タイアップ広告（４P）／会場配布パンフレット （５，０００部） 
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＜参考資料＞ＰＲ掲載実績 

【１】Oishii Wattention 特別号（５０，０００部） 

４Ｐに渡り、針原農林水産省食料産業局長からのメッセージ、当日のMAFFブースで提供
されるコンテンツ（酒、セミナー、ラッキードロー等）、東北３県のＰＲ記事を掲載。 
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【２】 １０月２４日（金）  Discover Wonderland Japan web 

＜参考資料＞ＰＲ掲載実績 

当日MAFFブースで提供するコンテンツ、展示会の開催期間が掲載された。 


