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～ECサイト販売～

①自社ECサイト “Tokyo Fresh Direct”での販売（10/3~11/30）

②最大手小売店ECサイト “Fairprice” での販売（10/3~11/30）

戦略アイテム: 
• ぶどう：シャインマスカット、ながのパープル

• りんご：秋映、シナノスイート、ふじ

• その他：葉菜、きのこ類、アメーラ、柿、市田柿

1. 2022年度長野輸出支援業務 実施概要

～実店舗～

③小売店新興勢力 “HAO Mart”での販売（10/3~11/30）
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～飲食店～

③飲食店向け取り組み

酢重正之 Suju Mandarin Gallery
石巻 ISHINOMAKI GRILL & SAKE



2. 現地レポート
・「ウィズコロナ」時代、2023年2月からは「マスク不要」の生活が開始

・消費税増税

2023年1月1日付でこれまで7%であった消費税を8%へ増税。更に今後

10%程度まで段階的引き上げする旨が発表されている。

・旧正月（Chinese New Year ）

日本の年越しにあたる特別な期間。China Townを中心に街は赤一色化し、

至る所で景気良いセールが行われた。柑橘については右図のようにせとか

も見られたが、台湾産がメインとなっている。食卓需要としては旧正月に

は鍋が一般的ということもあり、練り物などの鍋用加工品に加え、以下の

よう青果需要が高まりを見せる。

旧正月は少し価
格が高くても、
こだわりの食材
を揃えます。
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3. ECでの販売・販促取り組みについて
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自社EC「 Tokyo Fresh Direct」 大手EC「 Fairprice online」

https://www.fairprice.com.sg/https://tokyofreshdirect.com/

以下自社EC、大手EC２つのECで青果物の販売を実施。
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3-1. 自社ECサイト“Tokyo Fresh Direct”での販売
実施日程 ：2022年10月3日～2022年11月30日
ECサイト名 ：自社ECサイト“Tokyo Fresh Direct”

https://tokyofreshdirect.com/

自社サイト内に特設のバナーを設置することで露出度を強化しつつ、果実・
きのこ類を中心に自社ECでの販売を実施。各商品には長野県産であることに
加え、どのような産品なのかを食感・特徴・栄養等を具体的に記載すること
で、理解を深め購買に向けた訴求を実施した。

ホタテやフカヒレのような食感
中国で昔から愛される食材
β-グルカンやヘリセノンを豊富
に含有する
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3-2.最大手小売店ECサイト “FairPrice”社での販売

実施日程 ：2022年10月3日～2022年11月30日

ECサイト名 ：FairPrice社ECサイトでの販売の実施

https://www.fairprice.com.sg/

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、長野県産青果物の販売を実施。NTUC
（全国労働組合会議）を基盤とする小売店グループで、実
際の店舗においては、「FairPrice」の他に、高級食材の提
供を基本とする「FairpPrice Finest」、通常のスーパー
マーケットに加え、家電、衣料、家庭用品などを販売する
ハイパーマーケット型の「FairPrice Xtra」や、コンビニエ
ンスストアのCheersなどを展開している。

ECサイト上では、青果物はマレーシア・中国・オースト
ラリア産が引き続き主になっているが、昨今のシンガポー
ル国産製造を強化する政府方針もあり、少しずつ同国産の
商品が流通を始めている。

幅広い顧客層に対し、青果の販売用のページを設定の上、
商品ページにて高知県産の旨や商品説明、新鮮さをアピー
ルをすることで販売の取り組みを実施した。
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4.実店舗販促取り組みについて
実施日程：2022年10月3日～2022年11月30日
店舗名 ：HAO Mart 3店舗

- West Gate店
- Grand Stand店
- Far East店

2016年創業ながら、既に業界の大手の一角を担うほどに急激な成長を見せて
いる新興勢力の筆頭HAO Mart社と連携して取り組みを実施。訴求に際しては、
より商品を具体的にわかりやすく伝えていくための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、規制自体は緩和され
つつある状況下ではあったがまだまだ渡航しずらい中にあって、少しでも空気・
雰囲気を感じてもらえるような工夫を行った。

また、長野県産品自体の認知度を高めることに合わせ、現地側の課題として
「食べ方がわからない」ということも購買に際しての障壁となっている現状課題
が認められる。そのため、青果のみでなく長野県に本社を置くマルコメ社の味噌
商品などの調味料を同じ棚に配置し、同様に食し方についても訴求するPOPを設
置することで、購買前の不安を解消し理解を深めてもらいつつ、購買につながる
よう訴求を行った。
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4.実店舗販促取り組みについて
◀商品説明
店頭において、長野県産の
魅力や品種ごとの違いなど
を視覚的にわかりやすく説
明する資料を設置。

▼調理例説明
簡単でわかりやすい、誰に
でも作れるレシピや調味料
の使い方を一緒に記載する
ことで、具体的に何が作れ
るのかや食味が想像しやす
くなるよう工夫を行った。



5-1. 現地飲食店への長野県農産品アピール活動

実施店舗①：
酢重正之 Suju Mandarin Gallery

所在地 ： Mandarin Gallery 333A Orchard Rd #04-05 
Website ：https://suju-masayuki.com/sg/#box01

長野県軽井沢でオープン以後、日本国内で6店舗展開している酢重正之氏の
レストラン。
同『Suju』レストランは海外店舗第一号店にあたる。「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されている。

シンガポールにあっても、長野県産品の品質の高さと魅力をより深く知っていただき、今後のメニュー定番化や季節のスペシャリテへの
導入、お客様への提供を踏まえて現地認知度向上を目指すべく、現地飲食店と連携の上実際に長野商品を含んだメニューを開発頂いた。
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5-2. 現地飲食店への長野県農産品アピール活動

実施店舗②：
石巻 ISHINOMAKI GRILL & SAKE

所在地 ：Orchard Rd, #B1-02/02A/03
Website ：https://ishinomaki.com.sg/

東日本大震災後に来日したオーナーシェフが、「日本の復興の力になりた
い」と50歳で起業を決意し、レストラン"石巻"をオープン。
今ではミシュラン シンガポールに掲載されるほどの有名レストランとなる。
38年にわたる日本料理の経験をもつオーナーシェフと、才能豊かなスタッ
フにより日本らしさと四季を感じさせる創作料理を提供している。

＜シェフの一言＞
「長野県は独特な気候を生
かし、バラエティに富んだ
野菜や果物が栽培されてい
る。どれもみずみずしく、
旨みがぎゅっと閉じ込めら
れていて非常に美味しい。
特にきのこ類は特徴的で、
今後も季節の一品ものとし
ても検討していきたい」

シンガポールにあっても、長野県産品の品質の高さと魅力をより深く知っていただき、今後のメニュー定番化や季節のスペシャリテへの
導入、お客様への提供を踏まえて現地認知度向上を目指すべく、現地飲食店と連携の上実際に長野商品を含んだメニューを開発頂いた。
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6. その他活動：「紅晩夏」の市場調査
①60代女性 超富裕層

「今夏は岡山産白皇(特秀)を毎週購入していたが、それよりも風味が良い。風味が強く。

良かったです。以前購入した白桃も美味しかったですが、そちらは風味が弱かったです。

これは箱で購入を希望したい。」

②40代女性 ローカル的な感覚をお持ちのベトナム系ビーガンの料理家

「果肉は固かったが、桃の香りがあり、味もよかったです。ただ、もう少し時間をおくべ

きだったのか、酸味が強いと感じました。家族３人のうち、２人は酸っぱいと感じました。

残り1人は繊細な味がして、完璧と述べています。」

③50代女性 超富裕層

日頃より有機野菜や高級フルーツを購入いただくお客様で、健康意識が高い方。

「紅晩夏、よかったですが、酸味が少しありました。以前購入した白桃が今までで一番美

味しかったです。」 ※白桃＝岡山産白皇（特秀）

④40代女性 ローカルのバイヤー

「桃、ありがとうございます。香りは良いですが、食感は少し硬い印象でした。」

⑤20代女性（主婦・お子様と一緒に）

「半分にカットしましたが、写真のようでした（緑っぽい）。気にせず食べました。

ジューシーで非常に美味しかったです。」

※インスタグラムに料理動画を投稿されている、青果購入の常連のお客様。

https://www.instagram.com/reel/CiCZdTEDeyj/

＜総評＞
出荷期間の兼ね合いから本年は市場調査のみを実施。その大きさや香
りの良さは非常に好評な声が聞こえた一方、酸味が苦手な方も多い同
国において、酸味を抑える食し方の提案や食べ頃の見分け方など、バ
イヤーを含めて情報を継続的に発信していく必要性も認められた。



13

本年の出荷実績としては、昨年では５本以上の出荷実績があったエノキのコンテナ出荷が１本のみとなり、青果
販売の実績としては大きく下落した結果となった。（コンテナ１本あたり目安約4,500kg, $1.4万）
昨対比として、りんご類および野菜類のうちのえのきを除くきのこが昨対比で114%程度と数値を伸ばす結果と
なった。年100億円の損失といわれる中国・韓国への苗流出と販売の台頭がみられているシャインマスカットに
ついては、変わらず同国内でも高いシェアを誇っているため予断を許さない実情はあるものの、同国内では栽培
技術不足がゆえに食味が悪くなりつつあるとの声もあり、日本産・長野県産品へ消費活動が変化していく可能性
もある。今後の動向に注目しつつ、しかるべきタインミングでの販促・PR活動を実施していきたい。

7. 2022年度出荷実績

JBpress Websiteより抜粋
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/72691

重量 現地港着値 重量 現地港着値 重量 現地港着値 重量 現地港着値

(kg) (SGD) (kg) (SGD) (kg) (SGD) (kg) (SGD)

桃 桃 15 $257.90 100 $1,985.00 270 $5,137.00 1375 18564

シャインマスカット 205.9 $7,391.50 1268.1 $67,832.32 1474 $94,274.38 2955 147207.8

巨峰 - - 33 $929.90 295 $7,781.90 100 3,360.00

ピオーネ - - - - 5.5 $131.41 37.5 1,080.00

ナガノパープル 10 $281.40 1.6 $16.00 40 $2,027.20 37.5 1,935.00

クイーンルージュ 56 $3,376.90 29.5 $1,554.34 - - - -

サンふじ 60 $540.00 30 $396.20 300 $1,800.00 520 4,383.60

シナノスイート 60 $540.00 10 $149.40 200 $1,496.00 530 3,445.00

秋映 30 $270.00 40 $300.80 - - - -

シナノゴールド - - 30 $448.20 - - - -

種なし柿 51 $2,192.50 75 $988.00 - - - -

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

その他果実 その他 50 $640.00 - - 23.6 $941.90 - -

野菜類 野菜 7464.4 $36,146.26 22934.1 $80,650.63 29184 $68,240.00 5940 9,900.00

合計 8002.3 $51,636.46 24551.3 $155,250.79 31981.2 $190,761.99 11660.7 197,901.90

2019年度

大分類 小分類

葡萄

りんご

柿

2022年度 2021年度 2020年度
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8. 総括と次年度への取り組み

➢ オンライン施策について
オンライン施策としてECチャネルの活用を本年は主軸として取り組みを実施した。自社ECサイト“Tokyo Fresh Direct（以下

TFD）”および最大手小売チェーン “FairPrice”社のECサイトでの販売を実施。少量ではあるが、昨年に続き山伏茸が本年も伸長し
た。改めて潜在的需要があることが伺える。一方、ECサイトにおける調理方法や機能性の訴求については引き続き課題があると考
える。少しずつ当商品の認知度は向上している一方、今後はライブコマースや大型インフルエンサーを活用した大規模なPRを行い、
爆発的な認知度の向上が必要と考える。

➢ オフライン施策について
大手小売店HAO Martの店舗での販売活動、および飲食店への出荷・メニュー開発・提供を本年は実施。店舗での販売については、
HAOマートのような現地新興勢力との関係を構築・連携を引き続き行うことで、より高級層の集まる新旗艦店での販売などの販路
開拓や、各種フェア・試食販売の実施を通し、現場ベースで顧客と対話をしながら独自性や特徴、購買におけるブレーキになってい
る課題の攻略を実施していくことが重要になるといえる。
また、現地飲食店との連携については、珍しい日本ならではの食材を求め始めている傾向が見られた。日本食系のみならず他のジャ
ンルのローカル系へのアプローチ・導入を地道な販促活動を通して進めていくことで、異なる顧客層へ幅を広げ身近な食材に感じて
もらいながら、シーズナルのスペシャリテや定番メニュー化を目指すことで、今後の定番化や特別感を演出できるような取り組みを
目指していく必要があると考える。

➢ 今後にむけて
コロナウィルスの蔓延から大きく変わった市場動向ではあるが、シンガポールはいち早くウィズコロナ時代としての方針を決定し、
各種施策の運用を開始している。販売手法としてはライブコマースが一般化しつつあり、費用対効果面は今後精査をしていく必要は
あるが、一定の顧客層に現地の方の口から、具体的に魅力や特徴をプレゼンテーション・訴求していけるだけでなく、そのまま購買
へもつながる仕組みは、認知度向上と購買実績を積み上げる意味でも、効果的な手法の一つであると考える。

今後も、オンライン・オフラインを連動させた効果的な施策を構築しながらより市場づくりをしていけるような各所との連携、お
よび継続的な取り組みを検討していきたい。
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