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数字に潜む意味をひもとき、日本人が未だ知らない斬新なモノやコトを探すインバウンズ、日本企業が進出する際
のベースとなるリサーチ・アウトバウンズや、現地の人たちの暮らしぶりや生活習慣のレポートから、海外におけ
るヒント探し、市場レポートなど幅広く対応します。また、レポートに基づいた視察のアテンドも行っております。
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2017年トレンドランキング

タイ編

バンコクの高架鉄道であるBTS利用者が使用するSuicaのような「Rabbitカード」と、LINEの「LINE Pay」が提
携し、「Rabbit Line Pay」が誕生。現金を持ち歩かなくてもスマホだけで支払いできる場所が増加。ネット決済の
利用も増え、銀行の閉鎖も相次いでいる。多くの人がスマホやタブレットを所持しており、導入されたばかりの「標
準QRコード」とともにキャッシュレス化は加速していくだろう。

むキャッシュレス進

2016年のプミポン前国王崩御により広がった悲しみと自粛ムードがありつつも、国内経済では個人消
費が伸び、中間層も拡大しており、景気の上向きが期待されています。今や5,000社以上の日系企業が
進出。タイ名物の屋台の撤去がバンコクを中心に進んでいますが、食トレンドも相変わらず続々と生まれ
ています。ASEANの経済の中心であり、東南アジアでも先行事例が多いタイのトレンドランキングを
紹介いたします。

「We love shopping」や外資系の「LAZADA」など、年10％の割合で成長を続けるタイのEC市場。今後もさらに
成長は続くと思われるが、既存のショッピングモールは淘汰が進み、モールはECサイトに対抗して「コト消費」な
どリアルな場ならではのメリットを打ち出そうとしている。

大するEC市場と迎え撃つショッピングモール拡

バンコク名物の屋台が当局の方針で減少することになり、市民の外食・中食の中心が徐々にコンビニやフードコー
ト、フードデリバリーに流れつつある。また、クラフトビールのトレンドが進化し、タイの特色を生かしたオリジナ
リティ溢れるクラフトビールも人気だ。このように、時代の外的要因によって食も変化しており、2018年度も既
存の食スタイルが変化していくと考えられる。

代に合わせて変化しつつある食スタイル

キャッシュレス社会へ移行中No.1

食生活の中心は屋台からコンビニへNo.2
価値創造でECに対抗するショッピングモールNo.3
南国風味 タイブランドのクラフトビールNo.4
産地の復興とテレビ番組の影響でドリアンがブームにNo.5

時

2017年8月末、タイ中央銀行は主要銀行やク
レジットカード会社と協力し、年内にもQR
コードでの決済を導入すると発表。バンコク
市内の一部の市場や小規模小売店、バイクタ
クシーでは試験的に導入を開始した。利用者
は口座を持っている銀行のアプリをダウン
ロードすることでQRコードでの支払いが可
能となる。店舗は銀行の店舗用のアプリをダ
ウンロードし、QRコードを店頭に設置する。
この他にも、2016年「LINE Pay」が、バンコ
クの高架鉄道BTSのプリペイドカード
「Rabbit」と提携し、「Rabbit Line Pay」を
スタート。オンラインの支払いに加えて、
Rabbitの提携店舗での支払いがスマホででき
るようになるなど、オンライン決済できる場が
増えている。

背
景

国を挙げてキャッシュレス社会への移行が進んでいる。2017年1月、国家主導の電子決済システム「Prompt Pay」が
始動。携帯電話番号やID番号に紐づけられた銀行口座からスマホやパソコンで送金ができるシステムで、オンライン
ショッピングの利用が増える中、クレジットカードがなくてもオンラインで支払いができる。2017年6月の報道では

「Prompt Pay」の登録者は2,800万人以上に上っている。「Prompt Pay」に続き発表されたQRコードでの決済は、送金に手
数料がかからず、細かい現金の準備や釣銭の準備も不要。現金を持ち歩く必要がないため、安全だと当局はアピールしている。
さらに買い手の口座から売り手の口座へ即入金されるため、その日の儲けを当日の生活費に充てることが多いバイクタクシーの
ドライバーなどにも受け入れられるのではという声も上がる。また、LINEはLINEスタンプを駅のキオスクで現金で購入でき
る端末を設置。クレジットカードを持っていない、オンラインでLINEスタンプを購入できない人も気軽に購入できる。さらに
SAMSUNGが展開する「Samsung Pay」での支払いに対応する店舗も増えている。

スマホで決済
キャッシュレス社会へ移行中No.1
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タイ編

食生活の中心は屋台からコンビニへNo.2
ファミリーマートは2017年、「ライフスタイル・ストア」というコンセプトの新
店舗をバンコクに2店オープン。10月にオープンしたスクンビット通りの新店
舗は「Family Mart×OPEN SPACE」を掲げ、2階にはWiFi完備のワーキング
スペースやトイレがある他、カフェの「Segafredo」を併設。店内では温かい食
事の提供、ベーカリー、生鮮食品の取り扱いもある。タイにはこれまでになかっ
たスタイルのコンビニで「日本のコンビニ
のようだ」と歓迎されている。セブンイレ
ブンでは、冷凍・冷蔵の弁当の種類を充実
させている。また、「All Café」というコー
ヒースタンドを併設している店舗も展開。
タイ人の食生活は外食・中食が中心だが、

バンコクでは人々の台所と言われてきた屋台が、2017年初め当局により一部強制撤去された。
そのため、食生活の中心は屋台からコンビニやフードコート、フードデリバリーなどに移行してい
くかもしれない。

タイでは外食・中食が中心で、食事の場もコンビニ、街の飲食店、屋台で購入する
人が多く、2016年の1人当たり平均外食・中食の回数は月50回に及ぶ。中でも
コンビニは消費者の利用回数が1人当たり月21回で、主な利用目的が食事の購入

となっている（Nielsenの調査結果）。近年バンコクでは、「屋台は本当に有益なのか」
という議論があり、不法な歩道の占拠や衛生面の懸念から撤去すべきという意見と、生
活に欠かせないと擁護する意見がある。最近ではコンビニ弁当の充実やフードデリバ
リーなど、屋台以外の選択肢も増加している。

背
景

南国風味 タイブランドのクラフトビールNo.4
クラフトビールブームがさらに進み、タイブランドのクラフトビールも数多く目
にするようになった。タイの法律では小規模醸造業者による酒類の小売販売は禁
止されており、ここ数年で数を増やした小規模醸造業者（クラフトビールメーカー）
は、海外で委託醸造してタイ国内へ輸入し販売している。タイブランドのクラフ
トビールとしてはプーケットの「Full Moon Brewery」がオーストラリアで委託
醸造しタイで販売する、ライチ風味のエールビール「CHALAWAN」やジャスミン
ライス風味の「CHATRI」が有名。この他、「Stone Head」には、バタフライピー
の青い花を用いた青いビールやココナッツ風味のココナッツクリームエールなど、
独特の風味のビールがある。レストランでもタイブランドのクラフトビールを置
く店が増えている。スーパーマーケットやデパートでも気軽に購入できるように
なった他、1月と6月にはクラフトビールのイベントが開かれタイブランドのビー
ルが並んだ。

ビールは男性的で苦くて飲みにくいイメージがあるが、数年前から海外のクラフトビールや
シードルが広く出回り流行すると、従来のビールとは違うフレーバーで、飲みやすくお洒落、女
性でも抵抗なく手に取れるというイメージも拡大。タイ国内で密かにビールを醸造していた業

者や、「Full Moon Brewery」のようにブリューパブで販売するためにビールを醸造してきた業者が、
海外での委託醸造・輸入によって合法的に国内販売を始めた。タイブランドのクラフトビールだが、
輸入品となるため一般的なビールより高い金額となってしまうが、スモールバッチのビジネスを応援
する気持ちと物珍しさから手に取る人も多い。

背
景

価値創造でECに対抗するショッピングモールNo.3
2017年3月、高級ショッピングモールCentral Embassyの最上階6階にオープ
ンした「OPEN HOUSE」は「Co-living space」というコンセプトのこれまでに
ない新空間として注目を集めた。設計者は日本に拠点を置く「クライン・ダイサム・
アーキテクツ」で、開放感溢れるスペースには緑が多数配置され、一面ガラス張り
の窓からは明るい陽が射し込む。空間全体が大きな書店となっており、天井まで
高く伸びる書棚にはアート系の貴重本から古本まで幅広く置かれている。そこに
レストランやカフェ、ワークショップス
ペース、バンド演奏スペース、コワーキン
グスペースなどが同居している。入場は無
料で、あちこちに置かれたソファで自由に
書店の本を読んだり、レストランで食事を

したり、気ままにくつろぐことができる。ここ以外にも近年、ショッピングモールではレストランや
ダイニングなど、食事を楽しめるスペースを増やしたり、コワーキングスペースを設けるなど、買い
物以外のアクティビティを提供する店舗が増えている。

近年ショッピングモールは買い物だけではなく、新しい発見や経験を得られる場所
であることが求められている。その背景には、EC市場の拡大がある。現地紙『バン
コクポスト』によると、2016年に初めて「オンラインショッピング」がタイ人がオ

ンラインで行う行動の上位5位に入った。さらにタイ電子取引開発庁ではここ数年、EC
の市場規模は年率10％前後で成長している一方、ECが小売市場全体の未だ1％程度しか
占めていないことから、この成長傾向は今後も続くと見ている。現在は外資系のオンライ
ンショップ「LAZADA」などの利用が多いが、Centralグループをはじめ多くの小売もオ
ンラインショップを開設しており、利用者を増やしている。 ECの拡大を受けショッピング
モールは、オンラインでは得られないサービスや経験、美容やフィットネス、レストラン、
アクティビティができる場所を提供し、消費者を惹きつけようと努めている。

背
景

産地の復興とテレビ番組の影響でドリアンがブームにNo.5
タイ産の果物の輸出が伸びているが、特にドリアンは輸出量が増加している。
タイ国内でもドリアンに関するイベントが行われた他、ドリアンスイーツが登
場するなど、人気となっている。大手デパートCentralグループが政府観光庁
と協力し、ドリアンが旬を迎える5～7月に開催される「ドリアンブッフェ」。
2年目となる2017年は、バンコクに加えチェンマイやプーケットで開催され
た。また、ショッピングモール「Central Eastville」では、高品質で有名なバン
コク近郊のノンタブリ県産のドリアンの品評会が行われ、最高30万バーツ（約
90万円）の値がついたドリアンもあった。人気カフェ「After You」によるド
リアンスイーツ専門店「After You Durian」が、ショッピングモールの「Siam 
Paragon」にオープン。ドリアンアイス、ドリアンもち米かき氷、ドリアンも
ち米トーストなどのドリアンスイーツを提供している。

タイのドリアンの中でも高品質を誇るノンタブリ県産のドリアン「ガーンヤーウ」が2011年
の大洪水の影響で市場から姿を消していたが、近年復興を経て市場に出回るようになり、高価
格で取引された。さらに、さまざまなコスチュームに身を包んだ芸能人が、正体を隠したまま

歌唱力を競い合うタイで異例の人気を集めたテレビ番組「Mask Singer」シーズン1において、最後
に優勝したタイのロックバンド「Room39」のボーカル、トムがドリアンのマスクを被っていたこと
も2017年にドリアンに注目が集まった要因と言われている。

背
景

2017年トレンドランキング
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2017年トレンドランキング

ベトナム編

H＆Mなどのファストファッションブランドの進出やユニクロの上陸を望む声など、マクドナルドやスターバック
スの上陸時も同様だったように、近隣諸国にはあったがベトナムにはなかった小売店、飲食店の進出は熱狂的に受
け入れられる。今後も海外企業の進出は続きそうだ。また、5位の日本の文化・躾が幼児教育に導入されるなど、日
本のプライオリティは同国で依然高く、日本式の教育を取り入れる教育機関は増えている。中間層の拡大で子ども
の教育にお金をかける家庭も増加するだろう。

外文化の憧れ＆導入海

2017年11月に中部、ダナン市で第25回アジア太平洋経済協力会議（APEC）が開催。ベトナムは議長
国を務め、世界各国の首脳陣やCEOが集結しました。2018年には首都ハノイに、2020年にはホーチミ
ンに地下鉄が通る予定で、目下工事が進行中です。英語や日本語などの語学学習や、最近になり水泳を学校
の授業に取り入れるなど、教育熱も高い、ベトナムのトレンドを紹介します。

海外への憧れがある一方、自国文化の再評価や発信も盛んだ。4位のコンテンポラリーアートミュージアムは、社会
主義国であり検閲もあるベトナムにおいて、それらをくぐり抜けて表現を試みるベトナム独自のアート文化が育ま
れる場となりそうだ。また、「Hanoi Creative City」のような場所は、表現の場、さらにその次の世代の創造性を
伸ばす場として今後各地に増える可能性もある。2007年にハノイで創業した「Cong Caphe」は、南北統一前のハ
ノイをコンセプトとしたレトロ風カフェ。現在はホーチミンの他、ベトナム各地にあり、多くの若者が「昔のベトナ
ム」「ベトナム文化」をクールなものとして認識していることが伺える。

国文化の再評価、発信も盛んに自

ホーチミンで施行される交通制限やハノイでサービスをスタートした駐車場検索アプリ、そして初の国産車の開発
計画など、これまでのバイク中心の社会から車社会への移行が進められている。また、全長1,811kmにわたる高速
道路建設も進行中だ。さらにハノイとホーチミンでの地下鉄計画、「Grab」や「Uber」などの配車アプリの浸透など、
交通インフラ事情が大きく変わろうとしている。

渡期を迎える交通インフラ事情

外資系ファストファッションが揃い踏みNo.1

変化するベトナムの交通No.2
異業種からも参入 宅配＆着払いサービスNo.3
社会主義国のベトナムで花開くアート＆カルチャーNo.4
日本の文化・躾を導入する幼稚園・保育園No.5

過

2017年9月、「H&M」
がベトナム初進出。ホー
チミン市に旗艦店を
オープンした。初日に
は長蛇の列ができた。
入居するショッピング
ビル内には、2017年出
店したGAP系の「OLD 

NAVY」、そして2016年オープンした「ZARA」も営業しており、いずれも週末は多くの若者で賑わっている。2000年初頭から
出店している「Mango」、「TOPSHOP」などとともに外資系ファストファッションの有名店がほぼ揃い踏みした。さらに2017
年春には、出店時期には言及していないがユニクロのスタッフ募集が行われ、注目を集めている。SNSの普及などで、世界展開す
るファッションブランドの情報収集が可能になる中、「手の届く」ブランドとして若者に認知されている。バンコク、シンガポー
ルなど近隣の大都市に比肩する出店ラッシュが続いている。

背
景

ファッションのローカルブランドでは
「PT2000」「NinoMax」など複数ある
が、外資系ほどの勢いはない。加えて、

ベトナムには大手ブランドの縫製工場が多くあ
り、流出したB級品が市場で売買されている現
状がある。また、ノービザで割安に渡航できる
バンコクやシンガポールで購入したファスト
ファッションブランドの商品をCtoC売買して
おり、ユニクロもベトナム未進出だが、SNSや
ECサイトでの売買が見られる。このような背
景を勘案すると、旗艦店の出店以前から海外ブ
ランド信仰とファストファッションの認知度は
高く、出店後に客足が安定的に伸びていること
もうなずける。ベトナムでは40歳未満の若年
層が人口の半数を超えており、購買意欲と購買
力は今後も伸びることが期待される。

H&Mも上陸
外資系ファストファッションが揃い踏みNo.1
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ベトナム編
初の国産車も発売予定
変化するベトナムの交通No.2

交通渋滞の緩和を目指して、対象地域への自動車乗り入れ制限策が
2017年9月、ホーチミン市の運輸局に提出された。ナンバープレー
トと無線による自動認識で、料金徴収はETCにより行うという。午
前6時から午後5時までの日中を対象に、車種により料金は異なるが
乗り入れには30,000～50,000ドン（約150～250円）必要となる
見込み。また、ハノイ市では中心部の駐車場の空車情報を提供するア
プリ「iParking」が試験運用された。迅速に駐車を促し、渋滞解消を
図るのが狙い。さらに不動産最大手の「Vingroup」は自動車製造及
び販売に参入。ベトナム初の国産車となる「VINFAST」の生産を
2019年度中に行うことを発表した。自動車の需要が増える一方で、
受け皿となる道路や駐車場の整備は進んでおらず、「供給と制限」の
バランスをどう図っていくかが今後の課題となってきそうだ。

ベトナムの新車販売台数は、2016年で約30万台と過去最高を記録。価格
の高さに加え、関税が100％にも関わらず、自動車需要は伸びている。
UberやGrabといった配車アプリの需要も高く、副業としてドライバーを

する人も増え、新車購入の追い風になっている。発売予定の初国産車は関税がか
からず、中間所得層の購入も増えそうだ。一方で、ハノイやホーチミンの二大都
市では年々、渋滞が深刻化している。立体交差道路の建設や、道路の拡張など整
備も行われているが追いつかず、さらに駐車場の不足から路上駐車が増え、渋滞
の悪循環が常態化している。

背
景

社会主義国のベトナムで花開くアート＆カルチャーNo.4
2017年6月、ハノイにベトナム初のコンテンポラリーアートミュージアム
「Vincom Center for Contemporary Art（VCCA）」がオープンした。
公立の美術館や、小規模なギャラリーはあるものの、現代アートに焦点を当
てた美術館はベトナム初。また、ハノイでは文化流行の発信基地として
「Hanoi Creative City」が注目を集めている。若手デザイナーのショップ
や、アート作品の展示スペース、またダンスや音楽イベントが開催できる広
場を備えている。子どもを対象にしたワークショップも行われ、若い世代
だけでなく次の世代の創造性を伸ばす表現の場として親しまれている。

社会主義国のベトナムでは、政府への批判や公序良俗を乱すものなど、表現
の自由に制限がある。そうした制限の中でどれだけエッジの効いた表現が
できるのか、という若手アーティストの挑戦や冒険がベトナムの現代アー

トの真骨頂。油絵や彫刻など「正統派のアート」に対し、軽視されがちだった現代
アートに光が当たりつつあることは注目に値する。一方で「Hanoi Creative 
City」のように気軽に足を運べて、若者自身がカルチャーを発信できる場所で、若
手デザイナーのショップ、スポーツショップ、ジムの他、最上階に入るライブハウ
スでは若手バンドのライブイベントをクラフトビールとともに楽しめる。若者の
間ではインスタ映えする場所としても人気を集めている。

背
景

異業種からも参入 宅配＆着払いサービスNo.3
COD（Cash On Delivery／代引き）の取引は従来、郵便局や配送会社が請け負っ
ていたが、近年ではバイク宅配だけを請け負う専門業者が増えている。異業種から
の参入も相次いでおり、不動産最大手「Vingroup」はECサイト「adayroi（到着し
たよ）」を展開。携帯電話大手「vittel」も配達事業をスタート。また、100以上のレ
ストランやカフェから出前ができるアプリ「Vietnammm」「foodpanda」なども利
用者が増加。バイク移動が習慣として根づいており、参入しやすいビジネスモデル
とも言えそうだ。今後は支払いサービスの利便性や、価格競争での差別化が図られ
ていく可能性がある。

都市部を中心に、生活習慣や勤務スタイルが変化。買い物や食事に時
短をはじめとする利便性を求める動きが加速している。さらにスマホ
の普及でアプリ利用が増加したことも、デリバリーの利用を後押しし

た。以前から個人や会社、飲食店では、それぞれバイクタクシーでの配達を利
用しており、現在も並行して利用されている。専門業者が注目を集めたのは、
需要を一元化して管理し、時間帯指定やサイズ・重量による明確な料金設定を

行った点。消費者にとっては、自分に合ったサービスを比較・選択できる裾野が広がり、事業者にとっては宅配サービスをきっ
かけに、決済システムを導入したり、プロモーションの展開など、ビジネスの広がりも期待できる。

背
景

日本の文化・躾を導入する幼稚園・保育園No.5
都市部で「日本式（kieu Nhat）」の保育園や幼稚園が複数開園している。園児はほ
とんどがベトナム人。園の特色としては、「敬老の日」や「七夕」などのイベントを
行事に取り入れたり、敷地内に自家農園を持ち、栽培から収穫までを通じ「食育」を
実践する園もある。また栄養士や医療スタッフを常駐させて健康管理を徹底するな
ど、従来のベトナムにはなかった幼児教育の新しいスタイルが導入されつつある。
保育料・学費は園により異なるが、ホーチミン市内のある園で、年間およそ8,000
万ドン（約40万円）程度。市内の一般的なローカル幼稚園の数倍だが、教育熱心な
保護者を中心に注目を集めている。

ベトナムでは共働き家庭が多いことから、保育園や幼稚園では教育よ
りも「託児」が重視され、必要最低限の世話をすることが一般的だった。
また、経済的に余裕があり、英語教育に熱心であれば、欧米系のイン

ター幼稚園に通わせるケースが多い。生活レベルが全体的に向上する中で
近年、学力は小学校以上で身につけさせ、幼児期には道徳観念や情操教育、
「生きる力」を培うことを重視する親が増えている。特に日本の子どもが学
校の清掃をしたり、並んで順番待ちをする姿はベトナム人にはインパクトが
あるようで、日本の製品やサービスへの信頼度のみならず、教育システムを
取り入れる動きが見られる。

背
景

2017年トレンドランキング
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2017年トレンドランキング

シンガポール編

2位のオーストラリア発のブランドが人気となった背景には気候的な要因や価格の安さだけでなく、地理的に近い
こと、同じ英語圏であることも影響していそうだ。3位のホーカー・フードも海外生活を経験した若い世代の店主
の台頭、外国人在住者も多く海外文化を今まで以上に受け入れ、発信していく機運が見られる。

外文化をいち早く取り入れる国際都市海

9月、マレー系女性のハリマ・ヤコブ前国会議長が大統領に当選（無投票当選）。シンガポールの大統領は
象徴的な存在ですが、同国で女性が大統領に就任するのは初のこと。また、「スマート・ネイション」実現
への取り組みも積極的に行われています。そんなASEANの先進国家、シンガポールの2017年のトレン
ドランキングを紹介いたします。

ジュロンイースト地区は第2のオーチャードとするべくMRTの駅を中心に開発が進み、新たな施設も続々オープン。
4位のラーニング・フォレストは観光客や子どもの情操教育に、公園は園芸療法の場として高齢者の集まる場所に
なり得ると考えられる。高齢化社会の到来を見据えた動きとも言えそうだ。また、中学校にゲームセンターを設置
するなど、教育の場もフレキシブルに改革が進んでいる。

ップダウンで進むエリア＆施設の整備ト

国の至る所にセンサーを設置し、ビッグデータを収集することで交通状況の把握や犯罪防止、その他国民のニーズ
に迅速に応える体制が整いつつある。また、患者にセンサーを装着させてインターネットを通じて遠隔で診断など
を行う「スマートヘルス」などのシステムの試験も開始。政府が主体となって着々とスマート・ネイションへの整
備が進められており、シンガポールの動きは今後も注視する必要があるだろう。

むスマート・ネイション構想

注目エリア「ジュロンイースト地区」No.1

オーストラリア発ブランドが爆発的人気No.2
屋台主の世代交代で進化するホーカー・フードNo.3
進む政府主導の計画的な公園整備No.4
中等学校内にゲームセンター設置No.5

進

オーチャードロードを中心
とするオーチャードエリア
は、百貨店、ホテル、ショッ
ピングセンターが立ち並び、
シンガポールの中心として、
観光客からローカルまでが
集まる当地ナンバーワンの
商業エリア。長年、「シンガ
ポールの銀座」と例えられ

てきた活気あるエリアだったが、2年ほど前から客足の伸びに鈍化が見られ、空きテナントの数が増えてきている。一方、西部にある郊
外のジュロンイースト地区は、MRTの駅を中心に急速に発展し、伊勢丹の新店舗をはじめとする5つの大型商業施設、アウトレットモー
ル、総合病院など新しい施設が続々と開業し注目を集めている。最近は週末のみならず平日もオーチャードエリアより集客力が高い。
さらに2017年6月には、新ライブホール「ZEPP SINGAPORE」がMRTジュロンイースト駅直結の大型商業施設「BIG BOX」内にオー
プン。日本でライブハウスを運営するZeppホールネットワークスが手がけたもので、最大4,032人収容可能。

背
景

これまではオーチャードエリアに商業
施設が集中し観光客、ローカル客とも
に飽和状態となり、常に混雑していた。

また、テナントの賃料も異常に高騰していたこ
ともあり、他エリアに分散を図るため、政府主
導で第2のオーチャードエリアの開発が進めら
れてきたのがジュロンイースト地区だ。同地区
にオープンした「ZEPP SINGAPORE」は、日
本国内外のアーティストの海外公演の実施、ラ
イブ活動を通じた各都市との文化交流などを目
指すという。今後同エリア周辺はさらに新しい
駅や公園、工業団地など、引き続き開発が進め
られていく予定。2026年開業予定のマレーシ
アとシンガポールを結ぶ高速鉄道の始発駅もこ
の地に計画されている。

第2のオーチャードへ
注目エリア「ジュロンイースト地区」No.1
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シンガポール編

オーストラリア発ブランドが爆発的人気No.2
シンガポールで店舗展開している勢いのある海外ブランドの多くが
オーストラリア発のブランドである。中でも「Cotton On Group」
のブランドであるレディス・メンズファッションの「COTTON ON」
が国内29店舗、子ども服の「COTTON ON KIDS」9店舗、ベビー服
の「COTTON ON BABY」1店舗。また、同グループのレディス・メ
ンズカジュアルファッションの「FACTORIE」4店舗、靴店の
「RUBI」16店舗、文具＆雑貨の「TYPO」15店舗と、店舗展開の勢い
は目を見張るものがある。どのショップもすべて大型商業施設内に
出店しているのが特徴だ。同グループ以外にも、アクセサリーの
「Lovisa」22店舗、文具の「Smiggle」18店舗とファストファッショ
ンを中心にアクセサリー、文具と10～30代前半の若者層をターゲッ
トとしたオージーブランドが大人気だ。

常夏のシンガポールには四季がなく、1年を通してファッションは夏服。簡
単に洗濯ができて手入れが楽なカジュアル服が好まれる。オーストラリア
も北部は温暖な気候のため、やはり冬服は必要なく、また、都市部以外はカ

ジュアルを好む国民性。そのような共通点があり、オーストラリアのブランドが
受け入れられやすい傾向にある。価格もヨーロッパ発のファストファッションに
比べても安く設定されており、文具を筆頭にファッションもオーストラリアらし
いカラフルな色使いが好評。注目すべき点は、そのほとんどが日本未上陸ブラン
ドということ。今後日本でも注目を集めるかもしれない。

背
景

ラーニング・フォレスト、園芸療法
進む政府主導の計画的な公園整備No.4

世界的にもガーデンシティとして名高いシンガポール。近年は、単なる緑
化だけでなく、目的を明確にした公園の整備が進められている。2015年7
月に初のユネスコ世界遺産に認定されたシンガポール植物園（ボタニック
ガーデン）。これまでは市民の憩いの場や人気観光スポットとして親しまれ
てきたが、2017年新たに、園内に淡水湿地林から低地熱帯林を散策できる
展示公園の「ラーニング・フォレスト」をオープン。シンガポールならでは
の自然を楽しみながら学ぶことのできる公園として国内外から注目を集め
ている。また、園芸植物や身の回りにある自然との関わりを通して、心身の
健康回復を図る「園芸療法」も政府主導で進めており、国内各所の公園内で
園芸療法ガーデンの整備も急ピッチで行われている。

海外からの融資や企業誘致を得て先進国となるべく、「シンガポールの父」
と呼ばれる故リー・クアンユー元首相が建国時から積極的に都市環境が整
備されながらも緑豊かでオアシスのような快適さがある「ガーデンシティ」

国家をつくり上げた。近年はその緑化政策のターゲットがより明確化。国家初と
なるユネスコ世界遺産への認定をシンガポール植物園によって達成し、さらにそ
の内容を日々グレードアップさせている。また、シンガポールでは、日本と同様
に高齢化が社会問題となっており、都市部・住宅地内の公園を再整備し、園芸療
法ガーデンの拡大を図っている。

背
景

屋台主の世代交代で進化するホーカー・フードNo.3
シンガポールを代表する食文化「ホーカー・フード（屋台飯）」。これまでは「安い・（そ
れなりに）美味い・早い」が必要十分条件で、チキンライスやフィッシュボールヌードル、
バクテーなど昔ながらのローカルメニューが定番だった。しかし、最近は20～30代の
若い世代の屋台主が中心となり、伝統的なホーカー・フードとは違う、こだわりのメ
ニューを提供する屋台が続々と登場。イギリス帰りのオーナーが手がけるヨークシャー
プディング、本格パスタなどを提供する店が現われており、価格は一般的なメニューよ
りは2～ 3割高くなるが、屋台主と同じ世代の若者を中心に支持を集めセールスは好調
だ。メニューの新しさだけでなく、味や盛りつけにも工夫をし、有名レストラン顔負け
のプレゼンテーションを行う屋台も少なくない。

不動産価格の高騰により、住宅だけでなく、店舗の賃料も高いシンガポー
ル。オーナーシェフとして新しく自分のレストランをオープンしようと
しても、開店資金を用意するのも大変な状況。また、人件費も高いため、

ホールスタッフやシェフなどを集めるのにも資金が必要となってくる。しかし、
HDBという公共住宅の敷地内にある屋台街であれば、賃料も安く抑えられ、セル
フサービスでホールスタッフを雇う必要がない。そのため1人、または少人数で

新規開店することが可能。若いシェフや経営者の中には、本来、レストランで出すようなメニューを屋台で提供する新しいス
タイルのビジネスをスタートする人も多く、新たなホーカー・フードが生まれる原動力ともなっている。

背
景

2017年トレンドランキング

中等学校内にゲームセンター設置
ストレス解消＆コミュニケーション能力アップNo.5

2017年9月にシンガポールの中等学校である「NorthLight School」内にオフィ
シャルオープンした「GAME HQ」。レースゲームのデイトナやエアホッケーな
ど人気のアーケードゲームが多数設置されており、繁華街のゲームセンターさな
がらの充実度だ。平日夕方5時までオープンしており、放課後に全生徒が無料で
自由に利用することができる。「家に帰って1人でゲームをしたり、繁華街のゲー
ムセンターで遊ぶより、校内で学校の仲間たちと一緒に楽しむ方が安全で、コミュ
ニケーションも図れる」という理由で開設された。一方、カトリック系中等学校
の「Maris Stella High School」では、ボードゲームを中心としたゲームルーム
を設置。敷地内にある系列の小学生も利用可能。教育省は、今後ニーズのある中
等学校に同形態の施設設置を進めていく予定だ。

シンガポール人が通う小中高等学校はすべて教育省の直轄。大き
く分けて、100％政府系学校と政府の援助下での私立学校の2つ
に分類される。どちらも政府の管轄下で運営されているため、判

断の自由度に差があるものの、新しい施設の設置や指導内容などはコン
トロールされている。シンガポールでは小学校卒業時にPSLEと呼ば
れる全国統一の卒業試験があり合格しなければ中等学校に進学するこ
とができない。NorthLight SchoolはPSLE不合格だった子どもが通
う学校であり、Maris Stella High Schoolは中華系カトリックの名門
校である。PSLEや中等学校卒業試験など、重要な国家試験が目白押し
で、生徒はかなりのストレスがあると言われている。校内ゲームセン
ターにはそのストレスを緩和する要素もありそうだ。

背
景
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2017年トレンドランキング

インドネシア編

インドネシアのEC市場規模は年々増加しており、2018年には市場規模が100憶ドルを超すと予想されている
（※statista.com）。「LAZADA」、「BliBli」、「ZALORA」、「Tokopedia」などさまざまなECサイトが浸透している。
交通渋滞が深刻な社会問題でもあるジャカルタでは「GOJEK」の登場により、商品の配達から受け取りがスムーズ
となったこともEC市場の規模拡大の要因。地域によってはまだサービスを受けられないところもあるが、インフ
ラ整備によって、さらなる普及と利便性の向上が見込まれる。

OJEKの浸透でオンラインショッピングが盛況G

2億人以上の人口を抱え、消費市場として魅力的なインドネシア。2017年はインフラの整備が着々と進め
られ、ジャカルタ～チカラン間で通勤電車の新路線が運行開始される他、2019年5月開業のインドネシア
高速鉄道計画などもあり、渋滞解消に向けてさまざまなプロジェクトが展開されています。スタートアップ
向けのコワーキングスペース、アニメやゲームなどのコンテンツを学ぶ拠点ともなる「デジタル・ハブ」も
整備が進み、デジタル産業の発展も見込まれるインドネシアのランキングです。

渋滞解消に向けて、インドネシア政府は2017年より高速道路料金の支払いを電子マネーに統一。料金の支払いの
手間が渋滞の要因のひとつとなっていたが、スムーズな支払いにより渋滞緩和を図っている。公共交通機関だけで
なく、パーソナルモビリティにも変化が生まれており、バイクの代わりとして電動自転車が浸透しつつある。

滞解消のための施策＆エコモビリティ渋

イスラム教徒が多いインドネシアでは、アルコールではなくコーヒーやお茶と甘い物をカフェで楽しみながら仲間
とコミュニケーションすることが多い。そのためカフェ、コーヒーやお茶と一緒に食べるスイーツは必要不可欠な
存在。3位のコピススは本格コーヒーの反動で注目を集めたインドネシアのローカルコーヒーのモダンアレンジ。
5位のチーズタルトはお茶請けとしても支持されている。今後もカフェやスイーツから新たなトレンドが生まれる
ことが予想される。

フェ＆スイーツから生まれる食トレンド

ECサイトが大盛況No.1

プリペイドカード「e-money」が浸透No.2
現代風にアレンジされたミルクコーヒー「コピスス」No.3
環境に配慮した「エコバジャイ」＆「電動自転車」No.4
チーズタルト販売店が続々進出No.5

カ

2016年はバイクタクシーアプリ「GOJEK」経由の宅配サービスが都市部では必要
不可欠となったが、2017年はECサイトが盛況だ。シンガポールの巨大インター
ネット企業「Sea（旧称：Garena）」が運営するECサイト「Shopee」は、道路脇の
看板やオフィスビルのエレベーター内のビデオ広告、バイクタクシーの座席部分へ
の広告設置など大々的に宣伝を行った。東南アジア最大級のECサイト
「LAZADA」は、東南アジアでダウンロード累計数5,000万以上を誇る人気アプリ
で、2017年、インドネシアにて、「Marketeers 2017」による「Best WOW 
Brand for E-Commerce」を受賞。その他、「Tokopedia」、「Bukalapak」、「Blibli」、
「Sale Stock」などインドネシアのスタートアップ企業によるサービスが続々と登場
した。スマホのプリペイド機能での支払い分割払い、クレジットカード、コンビニでの
支払いも可能だ。国内商品だけでなく、海外からの商品も購入できる。

背
景

渋滞が年々悪化するジャカル
タ近郊では渋滞に巻き込まれ
ることなく、いかに快適に過ご

すことかが重視されている。オンライ
ンショッピングは、渋滞を気にせず
モールに行かずとも、個人から企業ま
で数ある出品者の商品の価格や質を比
較して購入できる。商品の詳細は
チャット機能で直接出品者に確認可
能。買い手は外出することなく商品を
購入でき、売り手は販売する場所（実
店舗）を設けることなくビジネスを始
められるため、オンラインショッピングは瞬く間に広まった。また、人気のECサイトは、ATMや近隣のコンビニでの支払いが可
能で、クレジットカードを所持しない若者でも購入が可能。2017年はハンドスピナーや韓国コスメなどがトレンドに敏感な若者
を中心に人気が出た。

渋滞を回避して気軽に買い物
ECサイトが大盛況No.1
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インドネシア編

プリペイドカード「e-money」が浸透No.2
電子マネー、通称「e-money」がインドネシア国内の銀行
「Mandiri」、「BCA」、「BNI」などから発行されている。これまであ
まり普及していなかったが、普及を図るジョコウィ大統領の方針に
より、2017年10月31日から高速料金などはe-moneyの支払い
のみで、現金での支払いができなくなった。プリペイドカード自体
の価格は20,000ルピア（約170円）で、ATM、コンビニ、モール、
TransJakarta（公共バス）の駅窓口などでカードに入金して使用
する。高速料金以外には電車、公共
バス、駐車場、コンビニ、一部のレス
トラン＆ファストフード店などの支
払いにも使用できる。最近、自動販
売機などにも対応してきている。

以前は「Indomaret」などコンビニが発行するプリペイドカードが高速料金の支払いに使
用できたが、「e-money」への移行によって、銀行発行のプリペイドカードのみの使用に
なった。銀行は利用者がプリペイドカードへ入金をするごとに手数料2,500ルピア（約

21円）を受け取る。アプリからの入金も可能。高速道路の料金所での支払い時間も渋滞の原因
となっていたため、「e-money」の普及によって、渋滞の緩和を図っている。

背
景

環境に配慮したモビリティ
「エコバジャイ」＆「電動自転車」No.4

インドネシア国民の足でもある3輪バイク「バジャイ」が進化を遂げている。
2017年に排気ガスを輩出するガソリンを燃料とするオレンジ色のバジャ
イが廃止となり、圧縮天然ガスで走る青色のバジャイのみの運行となった。
さらに環境に優しい低燃費の車型の4輪バジャイが試験的に登場し話題に
なった。また、バイクの販売台数が年間700万台に上るインドネシアで、
電動自転車がパーソナルモビリティとして注目されている。人気の車種は
「Earth Platinum」。500万ルピア（約42,000円）前後と価格も安く、燃
料費もかからない電動自転車はバイクに似た見た目だが免許は必要がなく、
近所に買い物に行く際など、短距離移動の際の交通手段として浸透してき
ている。

1970年代に登場したオレンジ色のバジャイは排気ガスと走行の際の騒音
が問題となっており、解消に向けて環境に配慮した青色のバジャイが登場。
オレンジ色のバジャイが1台1,200万ルピア（約10万円）に対し、青色の

バジャイは3,500万ルピア（約29万円）と高額で、全車両の移行には時間を要し
た。また、電動自転車は通常のバイクに比べ、半額以下で購入可能。国内最大級
の国際Expo「ジャカルタフェア」で発表されて話題となり、主婦を中心に新たな
交通手段として人気となっている。

背
景

現代風にアレンジされたミルクコーヒー「コピスス」No.3
2016年、スタイリッシュで個性的なカフェ、本格志向のサー
ドウェーブコーヒーを提供するカフェが増加。ブラックコー
ヒーやカプチーノなどの甘くないコーヒーが流行した。もと
もと甘いコーヒーや甘い物を好む人が多いインドネシア人。
甘くないコーヒーを無理して飲んでいる人も少なくなかっ
た。そのような状況の中、2017年はインドネシアのローカ
ルコーヒー「コピスス」に改めて注目が集まった。コピススは
コンデンスミルクと砂糖が入った甘いミルクコーヒーで、通
常の砂糖ではなく黒砂糖やココナッツシュガーなどで甘さを
プラスしたコピススを提供するカフェ「TUKU」が人気となっ
た。同店にはジョコウィ大統領も訪れたことでニュースにも
なり、店舗も次々に増えた。GOJEK経由の注文が多く、ドラ
イバーが店の前に並んでいる光景をよく目にする。

インドネシアで以前から親しまれてきた「コピスス」が現代風にアレンジされて登場し、人気となった。インスタント
コーヒーで淹れるのではなく、コーヒーにもこだわり、インドネシア産のコーヒーを使用し、黒砂糖やココナッツシュ
ガーで甘さを加えている点も支持されている。価格も20,000ルピア（約160円）前後と高くないため、気軽に飲む

ことができる。カフェで飲むのではなく、友達の家に集まってGOJEKでコピススを注文し、おやつと一緒に楽しむスタイルが
トレンドとなった。

背
景

2017年トレンドランキング

チーズタルト販売店が続々進出No.5
2016年11月に日本のチーズタルト店「Pablo」がジャカルタにオープンし、数
時間待ちの行列になるほど人気となった。このブームを受けて日本の 
「Hokkaido Baby」や「Uncle Tetsu」、香港の「Cheesess」などのチーズタル
ト店の出店が相次いだ。また専門店以外の「J.TART」や「BreadLife」といった
ケーキショップやベーカリーでも類似のチーズタルトを販売するようになった。
Pabloのミニサイズのタルトが35,000ルピア（約300円）、ローカルのショッ
プは18,000ルピア（約150円）前後と半額近く安い価格で提供している。
GOJEKのドライバーが注文を受けて行列に並んでいる光景もよく目にする。

インドネシアの伝統菓子「マルタバック」や定番の土産でもある「ブラウニー」など、たっぷり
のチーズを使用した食べ物が以前からあり、チーズテイストのメニューは好まれる傾向にある。
Pabloのチーズタルトは、口の中でとろける感覚がこれまでになかったと、2016年から2017

年にかけて大人気となった。また、その場で調理された焼き立てのタルトが購入できるという点も支
持されている。訪日旅行客が増え、日本で体験した味をインドネシアでも気軽に味わえるということ
で訪日旅行経験者を惹きつけた。他の東南アジア諸国でもPabloのチーズタルトは人気となったが、
店舗から遠いエリアに住む人がGOJEK経由で注文し、ドライバーが行列に並び購入、さらにドライ
バーの間でも人気となった点がインドネシアらしい。

背
景
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2017年トレンドランキング

マレーシア編

シェアライド、食育プログラム、スマート調理器、オーガニックアイテムと、2位を除く4トピックが健康に結びつ
いていると言える。油やココナッツミルクなどを使う料理が多いため、糖尿病をはじめとする生活習慣病患者や肥
満と診断される国民が多い。そのような中、エクササイズや食の知識、自炊のための調理器、オーガニックなど健康
的な事象は注目を集める傾向にある。

活習慣病大国で高まり続ける健康志向生

日本とマレーシアが外交関係を樹立して60周年にあたる2017年。2018年にはナジブ首相の任期満了
や選挙の実施も控えています。マレー系、中華系、インド系などの民族で構成される多民族国家で、さまざ
まな文化や言語が交わります。SNSの接続時間は東南アジアトップクラスでSNSの利用が活発なマレー
シアのトレンドを紹介いたします。

イスラム教徒が多く、男女ともにアルコールではなくカフェでお茶やコーヒーとともに甘いスイーツをつまみなが
らおしゃべりに花を咲かせる文化から、カフェからトレンドが生まれる傾向にある。2015年のランキングではハ
イブリッドスイーツがランクインしたが、2017年はSNS、特にインスタ映えを意識したメニューや店に注目が集
まったと言える。

NSを意識したカフェ＆メニューS

3位の食育プログラムは仏教寺院などが展開する例も多い。また、仏教を信仰する人の中には世界的なベジ・ヴィー
ガンブーム以前より菜食を実践する人も少なくない。そのような中、マレーシアでベジタリアン及びヴィーガンレ
ストランが増加しており、もとより受け入れやすい土壌があったと考えられる。さらに5位のオーガニックアイテ
ムはお祈り用の衣服ということで、ムスリムの文化から生まれたトレンドだ。2016年にはユニクロでヒジャブが
売られるなど、毎年ムスリム文化からトレンドが誕生している。

教の考えをベースに生まれるトレンドも

自転車シェアライド「O Bike」No.1

ローカル素材を使用したフォトジェニックフードNo.2
子どもの食の知識を育む食育プログラムNo.3
さまざまな調理が可能 最新スマート調理器No.4
オーガニックのお祈り用衣服＆生理用品No.5

宗

2017年4月からスタートした自転車のシェアライド
「O Bike」。主な利用者は車を持たない学生で、利用す
るには無料のアプリをダウンロードする必要がある。ア
プリでは自転車の場所がマップ上でわかる他、O Bike
のFacebook上でも自転車の場所がわかる。デポジッ
トとして一般はRM129（約3,470円）、学生の場合
RM79（約2,120円）を支払う。自転車に乗る場合は
QRコードでスキャンをしてロックを解除する仕組みで、
価格は15分間RM1（約30円）。公共の場所であれば、
どこでも乗り捨て可能で、借りた場所にわざわざ戻さな
くても良い点も支持されている。自転車は14.5kgと

22kgのものの2タイプ。アルミニウムで軽く、タイヤはチューブレスでパンクしにくい。12歳以上が利用可能で、すべての自転車
は事故保険に加入している。今後は大学、住宅不動産開発業者、駅を運営する鉄道会社などにタウンプランとしてシェアライドの導
入をアプローチしていくという。

背
景

車や歩行者との事故の恐れがあり
危険ではないか、という議論もあ
るが、 特に駅からバス停まで、バス

停からオフィスや学校まで、といったタク
シーに乗るほどでもない距離に都合が良い
と評判は上々だ。クアラルンプール市内で
は多くのO Bike利用者を見かけるように
なった。旅行者の移動手段としても利用さ
れている。UberやGrabなどの配車サービ
スも人気であるが、交通渋滞を気にせず移
動できる、健康志向の人が増加しており、「運
動になる」、「朝の通勤や通学に涼しい風が
心地良いことを改めて知った」といった声
もあり、今後シェアライドは都市部を中心
に浸透していきそうだ。

乗り捨て自由
自転車シェアライド「O Bike」No.1
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マレーシア編
インスタ映え重視
ローカル素材を使用したフォトジェニックフードNo.2

世界的にインスタ映えする個性的なメニューを出すカフェや飲食
店が注目を集める傾向にあるが、マレーシアも同様だ。その中でも
マレーシアの伝統料理、ナシレマ（ココナッツミルクで炊いた米に
唐辛子やチリソース、干し魚などを混ぜる料理）をアレンジした、「ナ
シレマケーキ」や「ナシレマキットカット」が登場し、SNSを賑わ
している。ナシレマキットカットには唐辛子や干し魚が使用されて
いる。また、フルーツやフラワーなどのカラーをミックスした化学
反応でカラーが変化するフォトジェニックなドリンクも人気だ。例
えば台湾から上陸したドリンクスタンド「THE ALLEY」では「オー
ロラジュース」というマンゴージュースとバタフライピーという青
い花のグラデーションがフォトジェニックなジュースを提供。

1日のSNS接続時間がフィリピンに次ぎ東南アジアで2番目に高いマレー
シアではSNSは欠かせない存在。SNS映えする事象には関心が高いこと
が伺える。トレンドのカフェに行き、話題のスイーツやドリンクを注文して、

FacebookやInstagramにアップしたいと考える人も多い。日本以上に飲食店は
味だけでなく料理のヴィジュアルや店の内装に工夫を凝らす必要がある。

背
景

さまざまな調理が可能 最新スマート調理器No.4
さまざまな調理が1台でできるドイツのVorwerk社の万能調理器
「Thermomix」は、刻む、砕く、煮る、蒸す、炒め、捏ね、泡立て、計量、タイマー
など12種類以上の機能を搭載。秤が内臓されており、レシピや工程をデジ
タルディスプレイで見ることができる。キッチンを汚すことなく短い時間
で調理ができるスマート調理器として人気上昇中だ。価格はRM6,488（約
17万4,500円）と高額だが、 1台あれば他のキッチン家電やキッチンアイ
テムを準備する必要もなく、特に料理をする時間が充分にとれない共働き
の家庭で重宝されている。

健康志向の高まりにより、自炊する人や自炊をしたいと考える人も増えつ
つある。本商品は料理の知識がなくともディスプレイにレシピが表示され、
適切な材料や分量がわかる。また、油やココナッツミルクなどの脂肪分の

多い材料を使用する際も、最適な温度とタイミングで投入し、どの程度の時間で
調理をするかでカロリーも異なるという。そのような面倒な時間のチェックも同商品が行ってくれるとあり、支持されている。
調理器を作動させて、子どもを学校に迎えに行き、家に戻ってきたら料理ができている便利さも人気の要因。

背
景

子どもの食の知識を育む食育プログラムNo.3
健康志向の家庭では、乳幼児の時から品質の良い食品を与えてきた。し
かし子どもが大きくなり学校に行き始めると、買い食いをするようになっ
てしまう。学校の食堂だけでなく、学校近辺では屋台で菓子や軽食が販
売されており、身体にはあまり良くない添加物や油を使用した食べ物も
少なくない。こうした食品を子ども自身が避けるようになるように、「親
子向けの食育プログラム」が人気となりつつある。企業が運営している
のではなく、農園や寺院（特に仏教）、地域の集まりなどで食育アクティ
ビティが開催されることが多い。良い食品の選択方法、家庭菜園のやり方、
オーガニックについて、シンプルなエクササイズなどを学べる。

健康ブームも落ち着きを見せ、以前は高価だったオーガ
ニック製品も現在では小さなスーパーマーケットでも取
り扱いが増え、手頃な価格で購入可能だ。また、乾燥・加

工オーガニック製品も欧米のみからではなく、台湾などのアジア各
国からも輸入されるようになった。健康志向の人は増加し続けてお
り、子どもが学校に通うようになっても、自ら良い食べ物を選択で
きるようになって欲しいと願う親と子がこのような食育プログラム
に参加している。

背
景

2017年トレンドランキング

身につけるものも健康に
オーガニックのお祈り用衣服＆生理用品No.5

天然由来で身体に優しく、アレルギー体質でも問題なく着用できる衣服が注目されている。
これまで、高価なテレコン（お祈り用の衣服）はシルクの布に、金や銀刺繍を施した絢爛豪華
なものが支持されてきた。しかし最近では、富裕層向けにオーガニックコットン、植物染め
などの天然由来の素材を使用したお祈り用衣服が注目されている。代表的なブランドとして
は「Hana . Hambia」が有名だ。また、生理用品もオーガニックのものが支持されるようになっ
てきている。1年中高温多湿の環境で市販の使い捨て生理用品を着用し続けているとかぶれ
やすくなってしまう。そのような中、「Athena」というブランドが可愛らしいデザインでオー
ガニックコットンを使用した布の生理用品を販売し、注目を集めている。

マレーシア各地で次々にオープンするオーガニック専門店では、食品だけ
でなく寝具、衣服、化粧品、アロマオイルなどのオーガニック製品を見か
ける。オーガニック専門店を利用することで天然由来の製品がいかに心

地良いか、サスティナビリティにもつながるかということを知り、選択するように
なっている。健康志向やアレルギーの人が増加しており、食べ物だけでなく身につ
けるものもより自然で健康なものが求められるようになってきている。新生児用の
衣服もオーガニック製品を好む、という家庭も少なくない。

背
景
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2017年トレンドランキング

フィリピン編

2位のInstagramを活用したビジネスは海外に出稼ぎに出る人が多いこと、さらに家族や親戚のつながりが強いた
め、海外在住の親族に海外製品を購入してもらい、それをSNSで販売するビジネスが盛り上がりを見せている。3
位のソルティッド・エッグ・ポテトチップスはパーティーシーンやギフトとしても人気に。5位のギフトカード＆
結婚式招待状のDIYも同じくギフトやイベント事といった具合に、家族や親戚、友人との結びつきが強いフィリピ
ンならではの背景を感じる。

族や親戚、友人との強い結びつき家

2016年の経済成長率が6.8％とタイやシンガポールを上回る数値で、海外出稼ぎ労働者からの送金額は
年間約310億ドルとGDPの10%以上にも上る、フィリピン経済。2年目を迎えるドゥテルテ政権はイン
フラの整備に多額の投資を行うことを発表し、経済政策の中核に据えました。英語が使える人が多く、外資
系企業のコールセンターやサポートセンターも拠点を設置。海外情報も積極的に取り入れるフィリピンの
トレンドランキングです。

東南アジアでは各国共通して、都市部の渋滞と渋滞に伴う大気汚染も社会問題になっている。フィリピンでは大気
汚染やデング熱などを警戒して、空気清浄機の需要が高まっている。また、4位のP2Pの運行開始は公共交通機関
を充実させることで、渋滞緩和と大気汚染の解消を狙ったものと考えられる。現政権の経済政策の中核にもインフ
ラの整備を掲げており、今後実施の政策も注視したい。

滞・大気汚染を解消するための製品＆交通機関渋

上記にも付随するが、インフラの整備によりマニラ首都圏と地方都市やこれまでアクセスが悪かったクラーク国際
空港とのアクセスが容易になった。また、南北への都市圏拡大計画で、クラーク国際空港周辺もインフラを整備して、
マニラ首都圏のハブ空港になる予定。近年は空港周辺に外国人駐在員も多く住むようになり、大きなモールもでき、
地方都市の雇用創出にもつながりそうだ。

方都市の発展

需要が高まる空気清浄機No.1

Instagramを活用したC to CビジネスNo.2
こだわり「ソルティッド・エッグ・ポテトチップス」No.3
新たな交通網 首都圏と地方都市をつなぐ「P2P」No.4
ギフトカード＆結婚式招待状のDIYNo.5

地

2017年に入り、マニラの家電売場やスーパーマーケットで空
気清浄機をよく見かけるようになった。価格帯はさまざまで、
アメリカの「BIONARE」の製品は、4,500～6,500ペソ（約
10,000～14,400円）前後。スウェーデンの「Blueair」の製品
だと20,000～30,000ペソ（約45,000～67,000円）と高額
だ。人気のメーカーはSHARPで、価格帯は6,745～13,495ペ
ソ（約15,000円～30,000円）と、リーズナブル。SHARP製
品は空気清浄だけでなく、喘息の原因になるダニやペットの産
毛も取り除き、「蚊取空清」という薬剤を使わずに蚊を捕まえる
機能も好評だ。デング熱やマラリアなどの蚊を媒介とした命に
関わる病気の予防もできるため、特に小さな子どもがいる家庭
で今後普及が進みそうだ。

背
景

数年前から、モールやスーパーマーケットの家庭
用品売場で空気清浄機が販売されていたが、
2017年には、大人の10人に1人が、子どもの

10人に3人が喘息患者で、死亡原因にもなっていること
や、デング熱に関する報道もあり、空気清浄機の需要が高
まっている。また、外資系企業の増加に伴い、家族連れの
外国人駐在員も増えている。駐在員が住むエリアである
ボニファシオやマカティは、メトロマニラ中心部で交通渋
滞による大気汚染が深刻で、駐在員向けの英字や日本語の
フリーペーパーにも空気清浄機の広告が掲載されるよう
になってきている。

需要が高まる空気清浄機
SHARPの高機能製品が人気No.1
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フィリピン編

Instagramを活用したC to CビジネスNo.2
SNSを通じたC to Cビジネスが盛況だ。フィリピンで人気のSNSは
FacebookとInstagram。特にInstagramが近年人気で、セルフィーやフォ
トジェニックな食べ物をアップするだけでなく、Instagramを活用したビジ
ネスを始める若者が増えている。主に自分でデザインしたドレスやTシャツ
などのオリジナル商品、海外のファッションブランドなどのアイテムなどを
販売している。学生の間でもビジネスを始める人がおり、その多くは海外に
住んでいる親戚に頼み、商品を輸入している。カナダの「HERSCHEL」やア
メ リ カ の「Little America」の バ ッ ク パ ッ ク、「COACH」の 財 布 や、
「MICHAEL KORS」の腕時計など人気のある海外ブランドを販売する人が多
い。商品に関する質問などはSNSのメッセージで直接確認可能で、買い手は
安心して利用できる。

フィリピンでは家族や親戚の誰かしらが海外へ出稼ぎ労働や移住していることが多い。
そのため一時帰国する親戚に海外製品を購入してきてもらうことも比較的容易だ。商
品の支払いは銀行経由で行い、発送は配車アプリ「Grab」のバイクタクシーや宅配便を

利用する。SNS上でのビジネスは実店舗を構える必要がなく、すべてを自分の手で行うとい
うことでやりがいを感じる人が多い。また、フォロワー数が多い人気の出品者の中には、
SNS上だけでなく、クリスマスに向けての商戦期の9月から12月にかけてバザーやフリー
マーケットに出店することで、顧客との直接のコミュニケーションや新規顧客の獲得などの
努力も怠らない。

背
景

新たな交通網 首都圏と地方都市をつなぐ「P2P」No.4
2016年6月からメトロマニラ首都圏を中心に運行が始まった
「Point-to-Pointバス」、通称「P2P」。2017年9月にはパンパンガ州クラー
ク国際空港への直行バスが、マニラ首都圏のNAIA3（マニラ国際空港ターミ
ナル3）と、ケソン市の高級ショッピングモールの「TriNoma」から運行が開
始された。その他、商業の中心地でありオフィス街のアヤラを中心に、マン
ダルヨン市、パラニアケ市、カビテ州サンタロサなど、フィリピン各地を結ぶ
8路線が運航している。運行距離によって料金は異なるが、片道75～350
ペソ（約165～770円）前後で利用可能。首都圏から約100㎞の距離にあ
るクラーク国際空港を利用する旅行者にも利用されている。

マニラ首都圏の人口は約2,300万人と一極集中の様相で、人口増加に伴い交通渋滞は深刻な社
会問題になっている。マニラ首都圏の公共交通は、3路線が走るMRT（メトロマニラ首都鉄道）、
バス、ジープニー（乗り合いバス）、乗り合いタクシーのみだった。トヨタの工場があるサンタ・

ローザやクラーク国際空港には、タクシーもしくは車で行くしかなかったが、P2Pバスの運行開始で
アクセスが向上した。他の公共機関に比べ料金は割高だが、確実に席が確保できること、途中停車し
ないため時間短縮になると利用者は多い。空港行き以外の路線はほとんどが通勤での利用だ。政府が
提唱している南北への都市圏拡大計画で、北部のクラーク国際空港近辺もインフラを整備して、マニ
ラ首都圏のハブ空港になる予定だ。「南北通勤鉄道」や「メガマニラ圏地下鉄」などの計画があり、首
都圏と地方都市のアクセス向上と渋滞緩和が見込まれる。

背
景

スモールバッチのこだわり
「ソルティッド・エッグ・ポテトチップス」No.3

2017年、フリーマーケット発で注目されたフードが「ソルティッド・エッグ・ポテトチップス」
である。ソルティッド・エッグ（アヒル卵の塩漬け）をペーストにしてポテトチップスにコー
ティングし、こってりと濃厚な味で厚みがあり、これまでにない食感で人気となった。
「Saporito」、「Kettle Kitchen」、「DAC」など、
10以上のショップから販売されており、オーガ
ニックにこだわったものやカレーフレーバーな
ど、それぞれ個性的な商品を展開。150～
200gで300ペソ（約660円）前後と一般的な
ポテトチップスと比較すると高額だが、スモー
ルバッチでパッケージもお洒落なものが多く、
2017年のクリスマスシーズンにはギフトとし
ても提案されている。

フィリピンではホームパーティーなど、家族や親戚で集まる機会が多く、さ
まざまな食事に加えて、ポテトチップスをはじめとするスナックもパー
ティーシーンには欠かせない。近年はマス商品だけでなくオーガニックのポ

テトチップスなどのこだわりのポテトチップスが充実してきている。ソルティッド・
エッグ・ポテトチップスを販売するショップも素材やパッケージデザインにこだ
わっており、若者を中心に支持されている。また、ソルティッド・エッグのフレーバー
自体も人気で、フィリピンのスナック「チッチャロン」（豚の皮をカリカリに揚げた
もの）やソルティッドエッグの黄身をクリームに使用したクロワッサンやタルトも
登場している。

背
景

ギフトカード＆結婚式招待状のDIYNo.5
マニラのトレンド発信地、ボニファシオのセレンドラに、アート系の書籍が並び、コーヒー
を飲みながらくつろげるアートスペース「Art Bar」がオープン。店内ではレタリング教室
も実施されている。また、ショッピングモール「Greenbelt」や「SM Block」 にはアートに
特化した書籍や文具、ワークショップも実施するショップ「The Craft Central」がオープ
ンした。 店内には日本製の筆ペンや水彩絵の具などが並び、筆ペンやペン先を使って、オリ
ジナルの結婚式の招待状やカードを作成することが人気だ。ワークショップではレタリン
グ、ペーパーカッティング、ラインストーンアートなどを学ぶことができる。

フィリピンでは誕生日やクリスマスな
ど、プレゼントをする際にはギフト
カードを添えて渡すことが一般的。ま

た、結婚式の招待状へのこだわりは一際強
く、有名な後見人が多ければ多いほど上等な
紙を使用した立派な招待状を用意しなけれ
ばならない。近年では他人とは違うオリジナリティを求める若者が増え、カードや招待状も自分でつくりたいと考える人も少
なくない。そのため、アート系のショップが数を増やし、ショップ主催のワークショップも盛況となっている。

背
景

2017年トレンドランキング
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2017年トレンドランキング

ミャンマー編

2014年のSIMカードの値下がりにより携帯電話が一気に普及したミャンマーでは、スマホやSNSの利用者も拡大。
1位の自転車フードデリバリーだけでなく、2位の外国語学習は民主化により外資系企業が増え必要性が増している
語学力をスマホで学べる。さらにスマホでお経や高僧の説法を聴くなど、スマホは必要不可欠な存在となっている。

マホによって便利になっていく生活ス

民政化により数年の間で目覚ましい経済発展を遂げているミャンマー。経済だけでなく、2020年に観光
客数748万人という目標を掲げ、世界遺産や有名な遺跡だけでなく、雪山やビーチ、多民族による多彩な
文化などを武器に外国人観光客も順調に増加しています。2017年はアウン・サン・スー・チー氏が指揮
する国民民主連盟（NLD）政権が2年目に入り、海外からの投資や進出も着実に伸張するミャンマーのトレ
ンドランキングをご覧ください。

民主化によりショッピングモールができたことで、それまで遊びに行く場所だった映画館、湖、パゴダ（仏塔）以外
の選択肢が増えている。また、新政権になったことで表現の自由が認められるようになり、日本の文化に憧れを持
つ若者がコスプレを楽しめるようになった点も注目すべき点であろう。

主化や法の整備で娯楽の種類が豊富に民

SNSの普及により、欧米や韓国などの美容先進国から情報を入手しやすくなり、ミャンマー女性の美意識に変化が
生じてきている。4位の伝統的スキンケアであるタナカの再評価だけでなく、美容家電やタイの美容エステの進出
により、体毛が濃い女性が美しいとされていた美意識に変化が生じ、脱毛などにも関心が高まっている。

外情報の流入で女性の「美意識」に変化

渋滞をかいくぐる自転車フードデリバリーNo.1

FacebookやYouTubeを活用した外国語学習No.2
巨大複合施設「Junction city」No.3
再評価される伝統スキンケア「タナカ」No.4
日本発のポップカルチャー「コスプレ」人口拡大No.5

海

「Yangon door 2 door」
は、ミャンマー発のフード
デリバリーサービス。
2013年にサービスがス
タートし、インターネット
やスマホアプリで住所、注
文商品、希望配達時間を入
力すれば、100軒以上あ
る提携飲食店から料理を
デリバリーできる。配達

料無料などのプロモーションも積極的に展開。ヤンゴン中心部では、オートバイの乗り入れが禁止されている。自転車も道路ごと
に規制があるが、道を選べば通行できるため配達はバイクではなく自転車で行われている。ミャンマー人だけでなく在住外国人も
よく利用している。他にも「Food2u」など、後発のフードデリバリーサービスもあり、こちらはFacebookに宣伝を打ち、ミャ
ンマー人向けに拡散しているためミャンマー人のユーザーが多い。現状、サービス内容や提携レストランはどのサービスも似てい
るため、今後いかに差別化を図るかが生き残りの鍵となりそうだ。

背
景

SIMカードの値下がりにより、携帯電話が一気に普及したことでインターネットやアプリの利用も当たり前になった。
また、2011年に中古車の輸入規制が大幅に緩和され、急激に車が増えて渋滞が深刻な問題となった。日中のダウンタ
ウンでは、1kmの移動に車で30分以上かかることもある。車で気軽に昼食に出かけることが難しいため、独自にデリ

バリーサービスを行う飲食店もあったが、多くが大口注文のみを対象にしていた。「Yangon door 2 door」などのサービス
は、少量の注文にも対応して支持されている。渋滞の他に、半年間続く雨季の外出を嫌がる人もよく利用しており、ヤンゴ
ン市内における平均デリバリー費用は2,000～3,000チャット（約200～300円）となっている。

ミャンマー発
渋滞をかいくぐる自転車フードデリバリーNo.1
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ミャンマー編

FacebookやYouTubeを活用した外国語学習No.2
民主化により外資系企業や在住外国人の数が増加したこともあり、
語学学校が人気となっている。最近では語学学校へ行く以外にも、
インターネットやSNSを活用した学習ツールも広がりを見せてい
る。例えば「Natmauk center」は、語学学校の他にオンラインでの
学習サービスを展開。20,000チャット（約2,000円）前後の月謝を
払うと、PDFファイルやビデオが送られ、空いた時間を使い自宅学習
ができる。講師への質問はFacebookや電話で行う。また、日本人
YouTuberの「Htun kaing」が教える日本語講座も人気である。10
日に一度のペースでチャンネルが更新されており、主に日本の若者が
使うスラングを説明する。マンガやアニメの影響で日本語や日本語
のスラングを知る10代を中心にファンが多く、Facebookページの

Like数は約12万。質問があればFacebookページを通してHtun kaingに直接メッセージを送ることができる手軽さも人気の理由。

民主化に伴う外資系企業の増加により、これまで以上に国民にキャリ
アアップの意識が芽生えている。給料が高い仕事は、国内企業・外資
系企業問わず、高い語学能力を必要とするところが多い。英語は高校

の数学と科学の授業で使用されるため、第二言語のように扱える人も少なく
ない。英語以外の学習も人気で語学学校に通う人が増えているが、学校へ通
う時間のない社会人でも自宅で学べるオンライン学習の人気は高い。さらに、
オンラインでの生徒同士のコミュニケーションも楽しいと、生徒の定着率も高いという。また、英語が堪能な教師が少ない
地方では高校を卒業しても英語を理解できない人も少なくないため、レベルの高い語学学習が受けられるオンライン学習は
地方での広がりが期待できる。

背
景

再評価される伝統スキンケア「タナカ」No.4
「タナカ」は熱帯地方に生える柑橘系の木の一種で、ミャンマー人はタナカ
の皮を水と一緒に石盤で磨り、液状にして頬に塗る。塗るとひんやりとし、
体温を下げてくれる他、日焼け止め、肌の乾燥を防ぐ基礎化粧品的な効果も
ある。昔は男性も塗っていたが、現在では年配の女性や地方出身の女性が
使用するイメージで、タナカに対して「田舎くさい」印象を持つ人もいる。
一方で、大手コスメブランドの「L’Oreal」がFacebookでタナカの効能に
ついて投稿したり、タイのブランドがタナカ成分配合の化粧品、スキンケア
製品を販売している。人気はタイのコスメブランド「Everyday Happy」
のタナカ石鹸で、外国人向けのガイドブックにはお勧めの土産物として掲
載されている。約100円と手頃な価格も人気の理由だ。

タナカはミャンマーでは昔から使われてきた伝統的な天然化粧品で、その
歴史は古く、500年前に詠まれた詩にも登場している。海外文化に触れる
機会の少なかった軍事政権時代は、年齢に関係なく、特に女性の間で使われ

てきたタナカだが、民主化が進んだことで海外のファッションやライフスタイル
を取り入れたいと考える若者の間でタナカを使用しない人が増えている。しかし、
タナカの効能は多くの人が認識しており、ミャンマーの大手コスメブランド
「Bella」などからは、色のつかないタナカ石鹸やタナカパウダーも販売されてい
る。これらのタナカ化粧品は、原木を磨る手間がかからず、簡単に使用できるため、
忙しい女性の間では使用している人も少なくない。

背
景

最新設備を導入した巨大複合施設「Junction city」No.3
2017年3月、ヤンゴン中心部に巨大複合施設「Junction city」が完成し、地元紙でも
一面に取り上げられ大きな話題となった。施設にはショッピングモールの他、ホテルや
オフィスビルが入る。シンガポールの不動産開発大手「Keppel Land」とミャンマー大
手財閥「Shwe Taung Group」が共同で開発。飲食店は、「KFC」、シンガポール系中華
レストランの「Crystal Jade」、ミャンマー麺料理店「YKKO」など、国内外の有名チェー
ン店が並ぶ他、日本の一風堂もミャンマー 1号店を出店している。モールは最新の設備
を導入しており、タッチパネルで店舗を検索するボードの他、トイレには清掃担当を評
価するシステムがあり、清潔に保たれている。また、子ども用のキッズグラウンドや最
新の投影システムを取り入れた映画館も入る。モールの客層は富裕層が中心だが、無料
のイベントを週末のレジャーに足を運ぶファミリーも多い。

ヤンゴンではショッピングモールの建設ラッシュだ。2015年に完成し
た巨大複合施設「Myanmar Plaza」、2016年にはシャングリラホテル
と直結するショッピングモール「Sule Square」、2017年には「CITY 

MALL」がオープン。民主化以降、GDPは過去5年で大きく成長し、所得の増加
と消費意欲の向上でモールの需要は高い。海外メーカーの最新商品も国内で購入
できるようになった。また、外国投資法が整備されつつあり、外資系企業が国内
企業と組むジョイントベンチャーの大型プロジェクトも以前よりスピーディーに
進められるようになり、続々とモールが建設されている。さらに、現在のミャン
マーでは多くの人が新たな「娯楽」を求めている。軍事政権時代が長かったミャ
ンマーでは、カップルやファミリーが行く場所といえば、映画館、湖、パゴダが定
番だった。しかし、モールができたことで、ウィンドウショッピングやイベントな
どが楽しめる新たな場所となっている。
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2017年トレンドランキング

日本発のポップカルチャー「コスプレ」人口拡大No.5
ミャンマーでは近年、日本のアニメやマンガを中心にポップカルチャーが人
気で、コスプレイベントも毎年規模が大きくなっている。2012年以降、毎
年コスプレイベントが開催されており、2017年11月のコスプレイベントが
第4回目となる。大使館主催の「Japan Expo」でもコスプレイベントを開催
するなど、代表的な日本文化のひとつとして定着。コスプレイベントの主催
者は企業やアニメ好きの学生の団体などさまざま。以前は、イベント運営の
費用は企業や語学学校からのスポンサーフィーで賄っていたが、最近では参
加者が増え、入場料（1人5,000チャット／約500円）で収益を得られるよ

うになった。当初は数百人規模だったイベントも、現在では2,000人規模まで拡大。さらに、2017年には世界各国のコスプレーヤー
代表が交流する「WCS（世界コスプレサミット）」にミャンマー人も初参加するなど、世界レベルのコスプレーヤーも出てきている。

以前からアニメやマンガ好きな人はいたものの、いわゆる「オタ
ク」が増えたのは2011年に新政府が発足し、表現の自由が認め
られるようになってから。また、SIMカードも大幅に値下がりし

たことでスマホが普及し、同時にSNSも一気に利用者が増えた。
Facebookを通じて、共通の趣味を持った同志が集い、イベント会社で
はない一般の学生によるアニメやマンガのイベントも増えてきた。娯
楽の少ないミャンマーでは、アニメやマンガが若者にとって大きな楽し
みのひとつであり、特に学生は夜に外出しないよう躾けられているた
め、家で楽しめるコンテンツは人気が高い。今までコスプレを知らな
かった人もSNSでその文化に触れ、楽しむ人が増えている。
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