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～ECサイト販売～

①メイン：

自社ECサイト

“Tokyo Fresh Direct”での販売

（10/22~11/15）

②最大手小売店ECサイト

“Fairprice” での販売

（10/22~11/15）

～実店舗～

③大手小売店実店舗

“Cold Storage”での販売

(11/1~11/25)

④新興勢力

“HAO Mart”での販売

(10/22～11/7)

戦略アイテム: 

• ぶどう：シャインマスカット、クイーンルージュ

• りんご：秋映、シナノスイート、シナノゴールド

• その他：葉菜、きのこ類

1. 2021年度長野輸出支援業務 実施計画

長野県フェア実施先
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２-1.自社ECサイト“Tokyo Fresh Direct”での販売

10/15より公開（22日デリバリー分よりスタート）
期間：10月15日～11月15日（31日間）
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特設ページ(1/3) 特設ページ(2/3) 特設ページ(3/3)

トップページの特設バナーより遷移した先の画面一覧。
長野県の基本情報（1/3）と名産品（2/3）を現地の方へわかりやすく伝え、期待値を高めた上で、
商品販売ページが表示されるように工夫を行った。



個別商品ページ
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個別の商品ページでは、複数枚の画像および文章で、「種なし」などの特徴や
味わい・香り・糖度などの商品の特徴や、ブランド・希少性や魅力についても
訴求している。本年はクイーンルージュについても初の取り組みを実施した。
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①350gサイズ単品の販売

②500g x3房のセット品の販売

左）サイト上では単品に加え、オリジナルにセット商品を
規格し、販売を実施。

中央・右）ページ内では、味や産地の特徴の基本的な説明
に加え、一部商品では購買者意欲を掻き立てる仕掛けの一
つとして、現地グルメ系インスタグラマーにサンプル無償
提供を実施。インスタグラマーより撮影画像を提供しても
らい商品ページでも相互に紹介することで、現地での反響
と購買への遷移へとつなげる取り組みも実施。



Facebook 投稿 Instagram 投稿
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SNSを活用したプロモーション

※再生可

Jae Liew (柳胜美)氏

・女優
・20-30代女性から絶大な支持
・IGフォロワー：３万人
・FBフォロワー：0.5万人

9



10

SNSを活用したプロモーション

同インスタグラマーによる商品紹介の投稿
アカウント名：＠fulltimeglutton
フォロワー数：1263人
いいね数：221
コメント：65

自社インスタグラムでの無料プレゼントキャンペーンの実施
フォロワー数：1113人
いいね数：72
コメント：3

前述のインスタグラマーによるSNSでの投稿ではコメント数65件と非常に好評を博している。
また、自社インスタグラム内でも特別企画としてSNSでのプレゼントキャンペーンを実施。
長野産商品の魅力を伝える機会と、味わい違いを知って頂く機会の提供を行った。



クイーンルージュについての現地お客様からの声

「とても美味しかった。
また購入したい」

ー常連のお客様 - 50代女性

「おいしかったですが、見
た目やサイズ感は普通。高
級ぶどうだといいがたい。
どちらかというとアメリカ
産ぶどうに近い」

ー常連のお客様 - 60代女性
（隔週で5kg箱長野シャインを購入
いただくお客様）

「価格相応ではないかも。
甘いが風味が弱い。味は
シャインに似ている」

ー飲食店オーナーの奥様 - 50代
女性 11
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特設ページでの販売実績について

品目別販売数
フェア前 フェア中 フェア後

10/1~10/15 10/16~10/31 11/1~11/15 11/16~11/30

①シャインマスカット 22 91 87 52

- 414% 96% 60%

②野菜 133 24 23 61

- 18% 95% 265%

-山伏茸 51 - - 41

-えのき 27 8 6 12

-長ねぎ 13 2 5 2

・品目・数量の販売状況

①シャインマスカット
フェア実施の際に、長野県産品を特設ページでアピールすると同時に、SNS告知・プロモーションを行ったことにより、対実施前後で
414%と非常に大きく伸長した。

②野菜
フェア中はシャインマスカットを軸とした広告にしたこともあり、大きな変化は見られなかった。しかしながら、山伏茸など一部商品に
ついては特定のファン層がついており、フェアに関係なく継続した需要開拓へつなげることができている。
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昨年に対し、競合他国から流入する各種フルーツの台頭が非常に目立った
印象。ECサイト販売は特に顕著で、特に韓国産シャインマスカットは各社積
極的に扱っている印象がある。（右図参照）

国産商品より現地売価では安価な商品が多い外国産に対し、「日本産」と
して安全・安心で食味の良い高い品質をアピールするだけでは、今後消費者
の購買意欲を十分に高めていくことは現状では難しいと考える。現地消費者
のニーズを反映した魅力的と感じてもらえる商品の開発と、オンライン・オ
フライン双方を通じてのＰＲ活動が必要であろう。例えば、輸出向け規格と
して現地消費者が日常使いで手の届きやすい重量・価格を抑えた商品の開発、
現地顧客に魅力的に映るパッケージデザインの使用やＰＲ活動としてインフ
ルエンサーを介して継続的に消費者訴求・ファン作りを行うこと、また今後
コロナ規制緩和の折にはフェア・催事の実施や小売店店頭での試食・ＰＲ活
動が効果的であると考える。

一方、本年の新たな発見として、山伏茸などの一部農産商品の販売の伸長
が認められた。漢方・サプリメントとして華人のお客様を中心に乾燥した山
伏茸が愛用されているが、「生の山伏茸」が現地では非常に珍しく、希少な
商品が手に入るとファン層が少しずつ醸成されていることが確認できた。中
には10~20個の山伏茸をまとめ買い・リピートをされるお客様も見かけられ
ている。現地ではなかなか手に入りにくい商品やニーズを、文化背景含めお
客様との対話の中で深堀をしていくことで、今後も新たなマーケットやニー
ズの開拓につなげていきたい。

競合サイトにおける
韓国産シャインの

販売風景

今後の展開について
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2-2. Fairprice社ECサイトでの販売

期間：10月15日～11月15日 （31日間）

シンガポール最大手小売りチェーン“NTUC Fairprice”社のECサイトにて、
本年初の取り組みとして青果物の販売を実施。NTUC（全国労働組合会議）
が基盤にあり、他の小売店とは異なる国家基盤を持った運営が特徴。

会員数230万名、加工食品から機械まで販売をしている同Webサイトにおい
て、青果物自体の取り扱いはまだまだ少なく、特に日本産青果物について挑
戦をする形で今回活動を実施した。
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日用品から青果・加工食品まで非常に幅広くの商材
を取り扱うFairprice社でのECサイトにおいて、定期
的に左図のような新鮮野菜の特集を同社が実施して
いる。今回の取り組みの中でも、フレッシュ商品と
して長野県産品を参画することで、ただ販売するだ
けでなく露出を増やし、よりお客様の目に触れるよ
うな取り組みを実施した。
また、商品ページでは画像複数枚に加え、ページ下
部に長野県産であることや、新鮮さをアピールする
文言を使用し、顧客への訴求を行っている。
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期間：11/1～11/25 (3.5週間)

実施店舗：

- Takashimaya
- Raffles Place
- Paragon

昨年同様、現地大手小売チェーン“Cold Storage”社の各
店舗での、商品の実販売を実施。シンガポール国内に約
50店舗を構える、シンガポールを代表するスーパー
マーケットである。中～高所得層をターゲットとしてお
り、立地も中心部や高級住宅エリアでの出店を行ってい
る。特にTakashimaya店は規模も大きく非常に顧客層
の多い随一の店舗である。
取扱商品ラインナップも、鮮度・品質や見栄え、味わい
にこだわった商品が多い。シャインマスカットを中心と
した果実と葉菜類が好評を博した。

3-1. Cold Storage社 実店舗での販売
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3-2. 新興勢力 “HAO Mart” 社 実店舗での販売

期間：10/22～11/7 (2週間)

実施店舗：
- Westgate
- Grandstand
- Kinex

新興勢力として非常に注目を集める現地小売店との協働を本年度初めて実現した。HAO Mart社は2016年創
業ながら、既に業界大手の一角を担うほどに急激な成長を遂げているが、現在他社と差別化できる独自性・
特徴のある高品質な商品を取り揃えていくことが至上命題であり、その中で日本産品の充実化を図る戦略を
立てていた。今回の長野フェア実施については意欲的に受け止めて頂き、初の販売取り組み実施に至った。

売り場としては長野専用ゾーンを確保できた店舗が少なく、各国競合商品とも肩を並べる形となり厳しい
結果とはなったが、POPの設置により視覚的な訴求を行うことで差別化を図り、シャインマスカットをはじ
め一定の売上・現地顧客層への認知度向上へつなげることができた。
今後の同社事業の成長可能性に伴う新たな客層へのアプローチ可能性を見据え、継続的な関係構築と長野を
はじめとする日本商品訴求の売り場づくりに向けた取り組みを進めたい。
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今回の取り組み用として、日本商品であることとどんな商品な
のかをわかりやすく伝えるためのPOP・販促物を作成。
ポスターには長野県の風景を織り込むなど、視覚的にも自然豊
かな風土が広がる点や青果・果実の非常に魅力的なエリアであ
ることなど、渡航できない中にあっても少しでも空気を感じて
もらえるような工夫を行った。



4. 現地飲食店への長野県農産品アピール活動

実施店舗：酢重正之 Suju Mandarin Gallery
Mandarin Gallery 333A Orchard Rd #04-05

今回の取り組みの中で、現地飲食店にも長野商品をより深く知ってもらい、
商品・メニュー開発や今後活かして頂くような機会づくりを実施した。

長野県軽井沢でオープン以後、日本国内でも6店舗をもつ酢重正之氏の海
外一号店。「飾らぬ日本の味を紹介したい」という思いから、ローカルの
食材を織り混ぜ つつ、”日本の家庭料理”を感じさせるメニューを提供して
いる。

自家製カタラーナ
シャインマスカット添え

「やはり長野のシャインマスカットはおいしい。
みずみずしく、ハリがあり 甘みもバランスが良い。

そのままでも付け合わせとしても、おいしく食べられる点は
非常に魅力的であると思う」
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4. 現地飲食店への長野県農産品アピール活動
“Restaurant Asia” への参画

シンガポールを象徴する建物Marina Bay Sandsにて実施された、
現地飲食店経営者向けのイベントへ初参画を行った。
コロナ禍もあり試食や販売はできない展示会でもあったため、青果
物についてはポスター展示を中心としてのアピールとなった。
その為、長野県自体のアピールやお酒を中心とした飲料・加工品を
含め多角的に来場者と対話を行い、今後新鮮で質の良い青果を求め
られている飲食店や酒類等の新たなニーズの掘り出しを実現してい
る。今後の取引拡大に向け積極的な活動を実施していきたい。
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5. 2021年度出荷実績 総評

大分類 小分類
重量

(kg)

現地港着値

(SGD)

重量

(kg)

現地港着値

(SGD)

重量

(kg)

現地港着値

(SGD)

桃 桃 100.0 $1,985.00 270.0 $5,137.00 1375.0 18564.0

シャインマスカット 1268.1 $67,832.32 1474.0 $94,274.38 2955.0 147207.8

巨峰 33.0 $929.90 295.0 $7,781.90 100.0 3,360.00

ピオーネ - - 5.5 $131.41 37.5 1,080.00

ナガノパープル 1.6 $16.00 40.0 $2,027.20 37.5 1,935.00

クイーンルージュ 29.5 $1,554.34 - - - -

サンふじ 30.0 $396.20 300.0 $1,800.00 520.0 4,383.60

シナノスイート 10.0 $149.40 200.0 $1,496.00 530.0 3,445.00

秋映 40.0 $300.80 - - - -

シナノゴールド 30.0 $448.20 - - - -

種なし柿 75.0 $988.00 - - - -

市田柿 - - 189.1 $8,932.20 165.7 8,026.50

その他果実 その他 - - 23.6 $941.90 - -

野菜類 野菜 22934.1 $80,650.63 29184.0 $68,240.00 5940.0 9,900.00

合計 24551.3 $155,250.79 31981.2 $190,761.99 11660.7 197,901.90

2021年度 2020年度 2019年度

葡萄

りんご

柿

新型コロナ蔓延による昨年よりも厳しい
現地規制が通年で施行し、従来の販売プロ
モーションが実施できない外的要因から対
2020年売上実績としても81.4%の着地と、
全体を通して厳しい状況ではあった。

特に韓国産シャインマスカットのEC販売
での台頭など、各国による競合商品の販売
による価格競争激化の影響も少なからず確
認している。

しかしながら、本年の取り組みでは初輸
出品目が複数見られ、中でもクイーンルー
ジュの積極的なPR活動および秋映を軸とし
た３種のりんご販売への取り組みは、次年
度以降につながる現地の声の取得へとつな
げることができた。多量に流通させるので
はなく、プレミアム感を出しながら限定数
を流通させることで今後ブランディングし
ていく必要性があると考える。

また、野菜類の売上実績は、きのこ類・
白菜を中心に昨年の6.8万ドルから8.0万ド
ルと118.2%伸長させることができた。
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6. 振り返り総括と次年度への取り組み
➢ ECチャネルの活用

昨年立ち上げを行った自社ECサイト“Tokyo Fresh Direct（以下TFD）”に加え、大手小売店“Fairprice”社のECサイトでの販売を
実現。ユーザー層の異なる複数のECサイトを介して多角的に顧客にアプローチを行う挑戦が、本年度の取り組みの中での１つの大
きな成果であったといえる。特にTFDでは、日本旅行ができない現況下で、小旅行を味わえるよう意識したコンテンツを特集ペー
ジに配置、 “長野県”自体の魅力を訴求しつつ、イベント期間での大幅な出荷・販売数量の増加を実現することができた。また、
Web検索時に上位表示されるよう商品ベースでの地道なSEO対策の取り組みでは、現地での生の山伏茸の希少性・年々健康志向が
高まる中での今後の成長可能性を発見、一定のファン層の獲得を実現できた。一方、マーケティング側面では、現地有名女優を含
めた弊社アンバサダー・インフルエンサーを介して、視聴者へ日本商品・長野商品の魅力を訴求し、実際の購買促進や“NAGANO”
ブランドの認知度向上に向けた取り組みを実施。本年初の取り扱いとなった新品種クイーンルージュについては、率直な現地購買
者の意見を、本報告書をもって情報共有している。現地で継続的に情報発信をしてもらえる影響力のある方々との関係を次年度以
降も更に深長させることで、より活きた情報を集め、今後の輸出促進へ活かしていきたいと考える。

➢ 実店舗への出荷
昨年掲げた実店舗への出荷量の回復については、残念ながら実現できなかった。背景に、外出規制による小売店での販売量自体

の減少や、試食を絡めたプロモーション活動について、年間を通して昨年以上に厳しい規制が敷かれ、販促取組が実施不可となっ
たことが一因としてある。今後の現地状況を継続的に経過観察しつつ、機会を逃さず取り組みを行うと同時に、今回のHAOマート
のような現地で新興勢力と呼ばれる新たな取引先との関係を構築・連携をしていくことや、現地飲食店との地道・着実な販促活動
を通して、果実に限らず青果全体としての販売数量の回復を目指していきたい。

➢ アイテムの取り扱い強化
本年の取り組みの中では、Restaurant Asiaでの飲食店向けのオンライン・オフラインイベント両方での参画など、青果のみな

らず
日本酒等を含めたPR活動を実施。新たな取引可能性のある顧客との関係を今後構築していくことや、 Cold Storageをはじめとす
る既存の小売店での長野メーカー商品の積極的な提案を通して、次年度のより大きな実績へとつなげていきたい。


