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●香港Walker 12月17日発売号 特集記事

■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ａー ②香港Walker 12/17発売号 「日本米」特集
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●香港Walker 12月17日発売号 特集記事

■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ａー ②香港Walker 12/17発売号 「日本米」特集
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香港Walker
・WEBサイト 情報連動

香港Walker
・facebook 情報連動

●香港Walker 12月17日発売号 特集記事 情報拡散

■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ａー ②香港Walker 12/17発売号 「日本米」特集



1月15日号 巻頭7P特集
Special Feature 日本米特集
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●香港Walker 1月15日発売号
・シティスーパー イベントタイアップ 巻頭7ページ特集

P2 ジャパン・ブランドＰＲ

■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ａー ③香港Walker 1/15発売号 シティスーパー特集
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●香港Walker 1月15日発売号 ・シティスーパー イベントタイアップ 巻頭7ページ特集

■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ａー ③香港Walker 1/15発売号 シティスーパー特集
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イベント告知

●香港Walker 1月15日発売号 ・シティスーパー イベントタイアップ 巻頭7ページ特集

■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ａー ③香港Walker 1/15発売号 シティスーパー特集
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表1 表4

特集中面6ページに、12/17発売号表1・4デザインを再編し装丁
1/17～19にシティスーパーで実施した、キッチンデモＰＲ時の参加者・来店者に配布

●香港Walker 1月15日発売号 特集面抜き刷り 1,000部

■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ａ－ ④香港Walker 抜き刷り イベント配布



Ｂ：シティスーパー×香港Walker タイアップイベント

2013年12月～1月

×

①シティスーパー 香港Walkerとの記事タイアップ＋ＰＲイベント推進

②日本フェア 1/16～30 店頭におけるジャパン・ブランド タイアップフェア

③JAPAN おいしい！RICEイベント
1/17～19 店頭体験ＰＲイベント ﾒﾃﾞｨｱ・会員・来店者向け体験PR
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■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ｂ－ ①香港Walkerとの記事タイアップ＋ＰＲイベント推進

香港Walker×流通・シティスーパーとのタイアップを推進するにあたり、全米輸としての
国内調整活動を含め、流通側との調整作業を香港Walkerと進めた。
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× ×

１：タイアップの調整活動（8～11月）

-1：12月Xmas商戦を要望したが、交渉時すでに販促計画は決定で実施不可
-2：ジャパンブランドPRに賛同をいただき、1月予定していた日本フェア具体化で決定
-3：イベント実施は、改築中のタイムズスクエア店キッチンスタジオの活用で合意
-4：紹介食材について、販売中の食材に限定しての実施で合意
-5：全米輸会員の香港オフィス及び香港Walkerから通訳を入れた形で会議を2回実施
-6：イベント実施内容確定後、キッチンデモのメニュー・食材・準備物をシティスーパーの
日本オフィス、香港Walker日本オフィスで協議。

-7：香港Walker側の国内スタジオキッチンで、全スタッフを集めたメニュー実演及び試食
会議、及び米食感テストを実施。

２：シティスーパーでのイベントにおける各種調整（11月～1月）

-1：ジャパブランドＰＲのための告知ツールの掲出（おいしい・JREロゴ及びツール配布）
-2：イベントにおけるシティスーパー招聘のメディア対応（日本産食品について）
-3：シティスーパー側の媒体活用 会員向けDMでのイベントPR
-4：イベント開催時の通訳、配布資料の翻訳・デザイン
-5：シティスーパー側から、イベントへの現地メディア招聘

http://www.citysuper.com.hk/
http://www.citysuper.com.hk/


51■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ｂ－②③シティスーパー×香港Walker タイアップイベント

□コンセプト
・日本産のお米を使い、香港の家庭でも「美味しい本物の日本食」を楽しめるデモキッチンによるＰＲイベント
・美味しいお米の炊き方と、お米の種類、料理との相性など、お米選びのヒントになる調理例の紹介
・農水省「おいしい！」ブランドPRのためのアンケートの実施

□実施概要

-2：3つのターゲットへのＰＲイベントを開催
○ターゲット1：Cooking Class For media 

時間：1/17 2:30 - 4:00 pm
・PRデモ フォーマット：5種米試食 米料理 Ａ・Ｂ＋漬け物、味噌汁

○ターゲット2： Cooking Class For super e-gold & VIPs 
時間：1/18 2:30 - 4:00 pm
・PRデモ フォーマット：米料理 Ａ・Ｂ＋漬け物、味噌汁

○ターゲット3： Cooking Demonstration For Public
時間：1/17～19 5:00 - 6:30 pm 
・PRデモ フォーマット：米料理Ｂ＋味噌汁

②1月16日（木）～30日（水） JAPAN おいしい コラボレーション「日本フェア」

③1月17日（金）～19日（日） JAPAN おいしい RICE キッチンデモ ＰＲイベント

-1：家庭でも簡単に楽しめ、香港で人気があるメニューでの実施
メニュー Ａ：花巻き寿司 Ｂ：チラシ寿司

・会場に、おいしい及び全米輸ロゴ横断幕を掲出
・イベント内で、全米輸担当者から「日本産の米」について紹介
・参加全員に、おいしい！ロゴ入りインセンティブ及びＰＲツールを配布
・ターゲット１・２には、PRデモ後のアンケート実施

-1：店頭 フェアバナー 期間中掲出
-2：店頭 棚にある日本産食品のシティスーパー自主ＰＲ
-3：シティスーパー 会員向けDMでのフェア及びイベントＰＲ
-4：シティスーパーから、現地メディアへのリリース配信及びキッチンデモイベント参加招聘

-3：ジャパンブランドのPR及び掲出と配布

横断幕 600×1800mm

自立バナー 780×2000mm



■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ｂ－②シティスーパー×香港Walker タイアップイベント

②1月16日（木）～30日（水） JAPAN おいしい コラボレーション「日本フェア」

52



ＪＲＥ・おいしいバナー

お米ＭＡＰ

■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ｂ－③ JAPAN おいしい！RICE イベント キッチン及びＰＲ掲出

③1月17日（金）～19日（日） JAPAN おいしい RICE キッチンデモ ＰＲイベント会場
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○お米マイスター
日本食に精通した英語でのプレゼンテーションが堪能な料理家

日本食プロデューサ 酒井園子
（アメリカ ＬＡ在住）

Program Curator/producer
Food Writer

NY生まれ。鎌倉，メキシコ、東京育ち。LA在住。配給会社ギャ
ガ・コミュニケーションズ，日本ヘラルド映画、角川映画などで映
画バイヤー、 コンサルタントを務め，“愛人／ラマン（１９９２年）
“リトルダンサー”（２０００年），モーターサイクル。ダイアリーズ
（２００３年），“ロード・オブ・ザ リング”３部作（２００１−２００３
年）など数々のヒット作の買い付けに携わる他， 映画“シルク”
（２００７年）と“ブラインドネス” （２００８年)を制作する。
日本食に精通し，自ら料理人であり，フードライターとしても活
躍。２０１１年に神明のクールジャパンのフードコンセプトからPR
戦略を含むイベント全体をプロデュース。２０１２年から，米国内
において、さまざまなフードイベントを開催。日本産の食材に拘
った，生活者目線でのフードイベントはファミリー層、多くの料理
人やメディアからも注目を受けている。
ロスアンゼルス在住で，日本とは異なる水環境の中でも、いか
においしく日本食を調理出来るかという点でも環境や食材のう
ま味を引き出すことに精通しており，今回の生活者視点で実施
するシティースーパーのフードイベントには最適な人材。またフー
ドライターの視点から，メディア受けするコメントやポイントも承
知している点もPR事業の視点から適切な人材といえる。

■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ｂ－③ JAPAN おいしい！RICE イベント キッチン及びＰＲ掲出

③1月17日（金）～19日（日） JAPAN おいしい RICE キッチンデモ ＰＲイベント

○司会進行

全体の進行に、MUKOANIEを起用。
日・英・広東語と幅広く対応。
日本食の理解も深く、メディアや来場者にインパクトのあるイベ
ントが実施が可能で、日本からのイベント開催をする自治体や企
業・団体からのオファーも多い。

タレント ＭＵＫＯＡＮＩＥ

2013年11月香港AEON
日本の団体から要請を受け司会進行を実施
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■香港 ジャパン・ブランドPR活動 Ｂ－③ JAPAN おいしい！RICE イベント キッチン及びＰＲ

③1月17日（金） JAPAN おいしい RICE キッチンデモ ＰＲイベント 実施風景

○ターゲット1：Cooking Class For media 

55


