
12）在ブルネイ日本国大使館にて開催

■ 実施概要

実施国（都市）：ブルネイ（バンダルスリブガワン）
主 催：農林水産省、在ブルネイ日本国大使館
行事名：天皇誕生日レセプション
会 場：国際会議場内メインコンファレンスホール
日 時：2007年12月11日（火） 19:30～21:30
招待者：閣僚、政府高官、財界人、流通関係者、日本食レストラン関係者、外交団、有識者、

報道関係者等（約400名）
提供品目：

メニュー 日本からの提供品 産地・製造者

果物

いちご（とちおとめ） 栃木県

なし（愛宕梨） 岡山県

りんご（サンふじ） 青森県

柿（富有柿） 福岡県

ごはん 米（ひとめぼれ） 宮城県

お茶

緑茶

小柳津清一商店
ほうじ茶

玄米茶

グリーンティー

■ 実施結果

当日行われた天皇誕生日祝賀レセプションにおいて、「WASHOKU－Try Ｊａｐａｎ’s Good Food」事業
を実施しました。日本から送付された上記日本産品をテーブル上に展示・紹介するとともに、招待客に試
食・試飲させました。果物については一口大にカットし、米については日本米本来の味を理解してもらう
ために、炊きたてのご飯をそのまま提供し、4種類のお茶については会場内に「日本茶コーナー」を設置
し試飲させました。また、試食しながらじっくりとアンケートに記入してもらうためにテーブル及び椅子を用
意した「アンケート・コーナー」を設置し、その結果100名以上の方から効率よくアンケートを聴取すること
ができました。

果物については、いずれの品目も人気であったが、中でも「柿」が人気で、「当地で売られている中国
産より甘く、見た目もきれいで舌触りがなめらか」と言う意見がありました。いちご、なし、りんごについて
も、その甘さ、みずみずしさから、当地で既に輸入されている中国や豪州等の果物との明確な品質の違
いを認識させることができました。米については、日本米本来の味を理解してもらうためにあえて「白飯」
を提供しましたが、試食した方からは皆「おいしい」「光っている」「粘りがある」を好評でした。お茶につい
ても、いずれも好評でしたが、とりわけ甘みを付けた「グリーンティ」と、香りの良いとの評で「ほうじ茶」に
人気が集まりました。

いずれの品目も好評であり、今後の継続的な宣伝活動次第で、当国民の潜在的な需要を喚起できる
との感触を得ることができました。
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■ 制作物

①品目案内チラシ（配布用）
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②品目案内POP

米（ひとめぼれ） りんご（サンふじ） なし（愛宕梨）

柿（富有柿） いちご（とちおとめ） グリーンティー

緑茶 ほうじ茶 玄米茶
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■ 品目の到着時の状況

外装状態 いちご お茶類

米 なし なし

柿 柿 りんご

りんご いちご いちご
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■ 日本産食材の展示

展示全景 展示全景2 いちご・りんご

りんご りんご・なし 柿・米

米 柿 なし

いちご お茶類 お茶類2
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■ 会場の様子

米試食スペース 販促資材 DVD上映

アンケート回答スペース TV取材 果物試食スペース
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■ 試食の様子

米試食 果物試食 お茶試飲1

果物試食2 お茶試飲2 お茶試飲3

アンケート回答 アンケート回答2 アンケート回答3

展示スペース
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■ アンケート調査結果 １

Ⅰ．本日提供された日本食・日本食材のお味はいかがですか？

Ⅱ．本日提供された日本食材は、どれぐらいの価格なら売れると思いますか？

※B$1≒¥77.5 （2007年12月11日現在）
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■ アンケート調査結果 ２

Ⅲ.今後、本日の日本食材をブルネイで購入することが出来たら、購入したいと思いますか？
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■ アンケート調査結果 ２

★本日のイベントを通して、日本食のイメージは変わりましたか？

・はい。 39名

・いいえ。 15名

・もう既に日本食が好きだったから、イメージが変わっていない。 1名

・あまり変わっていないが、豪華な食べ物を試してみたい、鯨や鮭など 1名

・変わっていない、日本食が大好き。 16名

・たぶん。 1名

・変わりました、日本食と緑茶の知識が増えた。 1名

・よかった。 1名

・ものによって変わりました。 1名

・イメージが変わったが、味が変わっていない。 1名

・イメージがよくなった 2名

・はい、買いたくなった。 1名

・はい、生魚に影響された 1名

・日本に2回行った事があるのでイメージが変わっていない。 1名

・美味しかった、びっくりすることもあった 1名

・日本の果物は地元の果物より美味しい。 1名

・日本の果物はいつも大好き。 1名

・美味しいですが価格が問題かもしれません。 1名

・日本食を知ることができて良かった。 1名

・変わりました。日本食は日本外でたまに食べると良い。 1名

・日本食は唯一で美味しい 1名

・変わっていない。日本食はずっと品質が高いと思っていた。 1名

・変わりました。美味しい物もあれば美味しくないものもあった 1名
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■ アンケート調査結果 ２

★今後どのような日本食材を購入したいと思いますか？

・緑茶 6名 ・梨とグリーンティー 1名

・お寿司 6名 ・苺、梨、緑茶、寿司等 1名

・果物 5名 ・果物、緑茶 1名

・梨 5名 ・果物、お米、寿司 1名

・全部 4名 ・緑茶、リンゴ、お米、柿 1名

・お米 3名 ・果物とデザート 1名

・苺と梨 3名 ・お米、緑茶、果物（ものによる） 1名

・果物とお米 2名 ・お米と柿 1名

・寿司、刺身 2名 ・味醂 1名

・果物やお菓子 1名 ・新鮮な海鮮 1名

・刺身 1名 ・ノリ、ひまわり油、お米、鮭 1名

・寿司、鮭、鯨、マグロ 1名 ・緑茶、柿、苺 1名

・グリーンティー 1名 ・梨、冬柿、グリーンティー 1名

・果物の一番好きなのがフジリンゴ 1名 ・グリーンティー 1名

・情報がまだない 1名 ・即席麺 1名

・お寿司と果物 1名 ・果物4種類とグリーンティー 1名

・ヒラメ 1名 ・グリーンティーとリンゴ 1名

・苺 1名 ・果物、お米、寿司、魚 1名

・リンゴと苺 1名 ・納豆、お菓子 1名

・お米と果物 1名
・果物、和牛、お煎餅、梨、リンゴ、と桃（でも今
回はなかった)。巨峰も好き。

1名

・日本食のお店の料理 1名 ・苺とお茶 1名

・缶詰の緑茶、お米 1名 ・お茶、麺、ソース、サラダドレッシング 1名

・わからない 1名 ・ほうじ茶、玄米茶、お米 1名

・餅 1名 ・お米とお茶 1名

・緑茶、寿司、果物など 1名 ・和牛 1名

・梨 1名 ・苺、柿、緑茶 1名

・緑茶、豆腐 1名 ・リンゴ 1名

・果物について興味があります。 1名 ・リンゴ、寿司 1名

・和牛、お米、マグロ、魚 1名 ・ハラールであればなんでもOK 1名

・日本の何でもが好き 1名 ・お味噌、ノリ 1名

・お菓子、生魚 1名
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■ アンケート調査結果 ２

★「食」に関する情報はどのようにして入手しますか？

★食材をよく購入するお店はどこですか？

・インターネット 13名 ・国内と国外のレストラン 1名

・友達から 10名 ・2歳の時東京に住んでいた 1名

・日本食のレストラン 8名 ・本、友達 1名

・テレビ 5名 ・インターネット、買い物 1名

・雑誌、インターネット、新聞 4名 ・South East Asean Youth Shipの経験から 1名

・インターネット、雑誌、テレビ 3名 ・新聞と雑誌 1名

・インターネット、テレビ 2名 ・今晩のレセプションから 1名

・テレビ、インタネット 2名 ・お姉さん、日本食のレシビ本やテレビ 1名

・雑誌 2名 ・新聞、テレビ 1名

・ブルネイ日本友好協会（BJFA）のブルネイ・ダルサ
ラームグループ

1名 ・スーパー 1名

・海外品のスーパー 1名 ・TRY JAPANから 1名

・良く旅行しています 1名 ・新聞（Borneo Bulletin) 1名

・育ってくれた人から 1名
・日本に行ったり、ここの日本食のレスラン
に行ったり

1名

・雑誌、インターネット 1名 ・お店 1名

・Escapade、Sushi Tec 1名 ・テレビ、友達 1名

・インターネット、新聞 1名 ・大使館より 1名

・本 1名 ・自分の経験、記事、口頭、インターネット 1名

・インターネット、レストラン、スーパー 1名 ・自分で試してみたり、友達に薦められたり 1名

・日本 1名 ・Guan Hock Lee、Supa Save 1名

・新聞や友達 1名

・Huahoデパート 11名

・Supasave、Guan Hock Lee 1名

・スーパー 32名

・Supasave 17名

・市場、デパート 1名

・Huanho、Supasave 18名

・デパート 2名

・Huanho、Soon Lee 2名

・本やテレビから 2名

・市場やスーパー 2名
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■ アンケート調査結果 ２

★本日のご感想を自由に書いて下さい

・日本食は体に良いです。

・価格が合えばブルネイでも売れると思います。（特に梨や苺)

・美味しい味が分かる人に買って欲しいです。日本産として販売すべき。

・とても美味しかった。

・ほとんどの日本料理が美味しくて安全と思います。買う機会があれば逃したくない。

・日本食はとても美味しいけど、値段が高いです。この件に関してどうするか考えてもらいたい。

・日本食品はいつから販売されますか？

・本格的な日本食品をもっと持ってきてください

・スーパーで新鮮な日本食物を増やして欲しい

・日本食をもっと持ってきてください。とても新鮮でした。

・日本料理がずっと好きだった。

・新しい食べ物の組み合わせができるためブルネイに日本の食べ物があると良いです、特に魚と果物。

・日本食が大好き！

・いつも日本人の友達に頼んだりしていますので、今日自分で買い物ができてとても嬉しい。

・日本食好きな人のために日本食のレストランを開店して欲しい

・リンゴと梨はとても美味しかった！料理が美味しかった、特に緑茶が甘くて美味しかった。

・新鮮な食べ物

・このアンケートで取り上げている値段はブルネイとしてとても高いです。ブルネイで売りたいのであればもっと値段を考え直さな
いといけない。

・ブルネイで高島屋かそごうを開店して欲しい。

・寿司や他の日本料理の作り方を教えて欲しい

・今日の商品をブルネイのスーパーで買えるようになったら嬉しい

・今日の日本食が大変美味しかった。

・今日の製品は上質で、平均の価格になると手ごろになります

・もっと豪華な料理し方はありませんか？

・日本食産物をもっと持ってきてください。

・日本のお菓子

・日本食は確かに美味しくて健康的です。しかし手ごろでないとダメです。

・あまり食べる機会がないからコメントはありません

・良質

・楽しかったです、料理が本当に美味しかった

12）在ブルネイ日本国大使館にて開催

12



■ ジェイコム所感

■ 大使館所感

【展示・PRに関して】

・現地大使館では非常に熱心にPR方法等検討して頂き、効果的なPRであったと感じる。事前のマスコミへの周知か
ら始まり、事後のフォローアップも迅速に行って頂いた。

特にアンケート実施方法については「喫茶店方式」を考案され、招待客の方に着席していただき、試食用の果物を
取り分けその場で記入をうながすなど、工夫していただいた結果、びっしりと記入されたアンケートを数多く回収す
ることができた。

【食材に関して】

・当初から、ブルネイでは大きいもの、甘いもの等の明確な特徴があるものを要望されていた為、なるべくリクエスト
に応じた品種の提供を心がけた。

・いちごは出荷から4～5日しか品質保持できない為、発送から着荷までをスムーズに行える環境が必要と感じた。
また、輸送の際の温度管理等にも配慮する必要がある。

【輸送に関して】

・現地通関に時間が掛かる傾向があり、米についても国家統制品目とのことで、今回は大使館よりオフィシャルレ
ターを出していただくことでスムーズな輸送が行えた。

・ブルネイに関しては、規制や通関に関するデータが少ない為、今後の取りまとめに期待したい。

【今後について】

・現在日本-ブルネイ間で直接の食料品輸出入ルートはなく、地元業者は日本産品をシンガポールから輸入している。
今回、現地大使館よりご紹介いただき、輸入代行をお願いしたガンホックリー社から事業終了後、お茶について引
き合いがあった。美味しい上、価格面でも有意性があり、是非とも日本から直接他の食材と共に輸入を行いたいと
のこと。ガンホックリー社には貿易会社（西本貿易）を紹介し、お茶提供会社である小柳津清一商店と西本貿易とを
引き合わせた。現在商談成立に向けて、アフターフォローを行っている。

【食材に関して】

・ブルネイ内の果物は輸送時の傷みが激しい為、傷のない綺麗な果物は評判がいい。

・残念ながら、いちごは見た目は非常に綺麗であったが、食すると甘味が欠けていた。

（※輸送時に腐敗を恐れて低温輸送を行った結果、逆に糖度の進行を止めてしまったことが原因と考えられる）

・冷甘緑茶（グリーンティー）は、展示品を売ってくれという声が上がる程の評判であった。ブルネイにはこのような商
品がない為、売り上げに繋がりやすいのではないか。

・ほうじ茶は、香りが良いと評判であった。

・米は白飯の状態で提供したところ、美味しい、光っている、粘りがある等好評であった。日本と同じく米を食べる習
慣があるため、輸出に繋がりやすい品目である。ただし、米はブルネイの国家統制品目である為、手続き面の課題
が残っている。

・いずれの果物も人気はあったが、中でも最も甘く感じられた柿の人気が高かった。

・マレー人は総じて甘党であり、グリーンティーや甘い果物などは販売が成功する可能性は高い。

・全体的に味の評判は高いが、食にお金をかけない傾向がある為、今後の広報による需要喚起が重要となる。

【運営に関して】

・アンケートの回収や、PR準備の為に相当数の人手を割く必要があり、負担軽減の策を講じることが望ましい。

以上
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