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調査方法　　：TNCアジアトレンドラボ、現地ボードメンバーを中心としたグループインタビュー、
及びライフスタイル・リサーチャーによる定性調査

調査時期　　：2018年10月～12月

調査対象者　：各国の主要都市に5年以上居住する男女、かつアッパーミドル以上の生活者
10代後半～20代前半の、トレンドに敏感な層

調査実施機関：株式会社TNC（http://www.tenace.co.jp/）

調査概要

各国の高感度層で構成される現地ボードメンバーと共にグループインタビューやリサーチを定期的に行い、ウェ
ブサイトで情報発信や分析を行う『TNCアジアトレンドラボ』を2015年8月よりサービス開始。また70ヵ国100
地域在住600人の日本人女性ネットワーク『ライフスタイル・リサーチャー』を主軸とした海外リサーチ、マーケティ
ング、PR業務を行う会社です。現地に精通した日本人女性が、その国に長く暮らさないとわからない文化や、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好評です。

株式会社TNC

株式会社TNC　TNCアジアトレンドラボ編集部　濱野・木下

TEL:03-6280-7193  /  FAX:03-6280-7194
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背
景

日本のポップカルチャーはタイ人にとって馴染み深
いもので、 BNK48が日本の一流アイドルAKB48を
源流としているため注目を集めた。また、タイ人の心

の拠り所である王族や政府関係者がBNK48と関わることで、
若年層だけでなくポップカルチャーに馴染みのない中高年層
にも普及したこともトレンドになった要因の1つとして挙げ
られる。
これまで支持されていた綺麗でスタイルが良くセクシーな
K-POPアーティストは非現実的な存在だったのに対して、
BNK48は普通の女の子が夢を実現させていくという等身大
のタイ人アイドルとして人気となった。加えて、夢を実現す
るまでの過程がタイのテレビドラマによくあるサクセスス
トーリー（貧しいけど性格の良い女性が富豪に見初められて、
ライバル女性との確執がありながらも成功していくような）
と合致したことで支持されている。

タイ編

1位のご当地アイドルBNK48の人気は、日本のAKB48の成功が大きく寄与しており、タイで「日本」が1つのブ
ランドとして確立していることが伺える。2位のLINE TVも、日本でも浸透しているLINEが提供する無料サービ
スということで信頼感もあり、成長につながっている。5位の2つのショッピングモールは、旧日本大使館の面影を
残して建設されたり、髙島屋の初出店など日本が訴求の要素の1つにもなっている。

頼の日本ブランド＆日本訴求が支持される信

国際観光収入は500億ドルを計上し、アメリカ、スペインに次ぐ第3位となり、観光大国としての
地位を確立しているタイ。インターネットやSNSの利用頻度が高く、最新の情報に敏感で
ASEANのトレンドセッターとも言えます。2018年には経済面では4％以上の成長が見込まれ
ており、好調です。2019年2月には現在の暫定軍事政権から民政移管に向けた総選挙も予定さ
れている、タイのトレンドランキングを紹介します。

渋滞が社会問題となっているタイでは、物流のエネルギーやコストを削減することが命題となっている。3位の食
のハイパーローカル化現象は地域内で食材を調達することによりエネルギーやコストカットが実現し、さらに地元
農家の経済を支えることも可能にしている。また、買い物シーンにおいては、4位のECサイトとそれに伴う配送サー
ビスの増加が取り上げられている。消費者は店舗に足を運ぶ必要がなく、「買い物をして商品を持ち帰る」という労
力を代行してくれるサービスは、渋滞解消への糸口となるのではないだろうか。

流エネルギー＆コストカットを実現するサービス物

社会現象を巻き起こす
日本発祥ご当地アイドル「BNK48」

No.1

好きな時に観たい番組が観られる「LINE TV」No.2
食のハイパーローカル化現象No.3
ECサイト人気により配送サービスも拡充No.4
大規模ショッピングモールが誕生No.5

2017年2月に誕生した、AKB48のタイ
版姉妹グループ「BNK48」。BNK48が
歌うタイ語版の『恋するフォーチュンクッ
キ ー』はYouTubeの 再 生 回 数 が1億
5,000万回を超え、ウボンラット王女が
音楽イベントでカバーしたりと話題となっ
た。また、2018年3～4月に開催された
単独ライブのチケットは数分でソールドア
ウトと、ライブ集客が難しいと言われてい
るタイで、デビュー後わずか1年にも関わ
らず異例の売り上げとなった。BNK48は
タイの老舗豆乳ブランド「Lactasoy」の

CMや大手飲料ブランド「Oishi」のイメージキャラクターなど、タイを代表する企業のアイコン
にもなっている。さらにBNK48のドキュメンタリー映画『Girls Don’t Cry』が2018東京国際
映画祭に出品されるなど、驚異的なスピードでスターダムにのし上がった。

社会現象を巻き起こす　
日本発祥ご当地アイドルBNK48No.1
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タイ編

アクティブユーザー数2,000万人
好きな時に観たい番組が観られる「LINE TV」No.2

タイのモバイルユーザーの90％が動画やTVをオンラインで視聴している。そ
の中で成功しているのが「LINE TV」だ。サービス開始後3年で2,000万ダウ
ンロードを達成し、タイNo.1オンラインビデオプラットフォームとなっている。
チャンネルはタイ大手TV局、個人事業主、音楽レーベルなど161社に拡大し、
パートナー数は2016年と比較して90％増加。平均視聴時間は1日当たり176
分（出典：Nielsen）、視聴するターゲット層に最適なプライムタイムにテレビド
ラマや娯楽コンテンツを配信し、テレビ再放送やオリジナルの人気コンテンツを
すべて無料で提供することで、ユーザー数と滞在時間を長くしている。短時間動
画が多いYouTubeやFacebookと比較し、LINE TVはターゲットに合ったコン
テンツ、長時間動画、無料視聴の3つが人気の要因となっている。

LINE TVが人気なのは、「隙間時間を楽しく過ごせるから」という点も大きい。タ
イ人に人気の、日本関連コンテンツ、アニメ、タイのTVドラマ、食べ歩きなどの
番組を観たい時に視聴でき、タイでは誰もが知っていて知名度とブランド力のあ

るLINEが提供するコンテンツということで信頼感も持たれている。広告を出す側も、
月間アクティブユーザー数がダウンロード数とほぼ同じ2,000万ということで広告効
果も得られ、その結果コンテンツも充実する。

背
景

t h a i l a n d

CtoCビジネスが当たり前のタイで
ECサイト人気により配送サービスも拡充中No.4

「Lazada」や、2018年7月タイに上陸したシンガポール発の「Shopee」など、
東南アジア各国でECサイトの需要が高まっている。また、上記ECサイトは個
人での出品も可能で、CtoCビジネスが活発なタイで支持されている。利用者の
増加に伴い、「Kerry」や「Lala Move」などの運送専門業社も増加。また、セブ
ンイレブンは10月にバンコク、ノンタブリなど3,000店舗で配送サービス
「SPEED-D」を開始、ファミリーマートもKerryと提携するなど、コンビニも配
送ビジネスを開始。 ただ、運送専門のKerryと提携しているファミリーマートに
対し、コンビニサービスの一環として取り入れているセブンイレブンは、コンビ
ニ店員がレジ、All Cafe（コンビニカフェ）に加え、配送手配という新たなタスク
が加わるため、店員の負担が増えることでサービスが上手く運用できるかが懸念
されている。

渋滞が深刻な社会問題となっているタイでは、買い物に行くのもひと苦労。そん
な中、PCやスマホで簡単に買い物ができるECサイトが人気となっている。また、
特に中華系タイ人は副業や起業することが当たり前で、個人で物販をする人は

InstagramやFacebook、さらにECサイトを通じて無店舗販売をすることが主流。ス
マホアプリ1つで買い物ができ、荷物を売り手から買い手に届けてくれるサービスは、
今のタイの買い物事情にマッチし、浸透している。

背
景

Asia Trend Ranking 2018

大手財閥が手がける
大規模ショッピングモールが誕生No.5

2018年、バンコクに2つの新たなショッピングモールが誕生した。10月にオー
プンした「SINGHA COMPLEX」は、タイの大手飲料メーカー・シンハーグルー
プの不動産部門シンハーエステートが手がける。バンコク中心部のアソーク通
りの北側、旧日本大使館の跡地に建てられ、オフィス棟、プラザ棟、レジデンス
棟の3つの棟にわかれている。
11月にオープンした「ICON SIAM」は、チャオプラヤ川西岸地区、老舗高級ホ
テル「マンダリン・オリエンタル・バンコク」の対岸に位置し、高島屋タイ1号店
が入居する高級ショッピングセンター。高級ショッピングモール「Siam 
Paragon」を手がけるサイアム・ピワット社を中心に大手財閥のCPグループ、
不動産開発会社マグノリア・クオリティ・デベロップメントの3社が共同で開発
した巨大複合施設で、投資額は約540億バーツ（約1,850億円）。シリントン王
女主宰の開業記念式典オープニングイベントにはアメリカの有名歌手、アリシ
ア・キースを招待するなど、豪華絢爛なショーが話題を呼んだ。

タイ、特にバンコクの経済成長を担う世帯月収40,000バーツ（約12万円）前後
の中間層の消費意欲が高まっている。 週末には、「目的はないけどとりあえず
ショッピングモールに行く」という人も少なくなく、モールに行くことが1つの娯

楽として定着している。
「SINGHA COMPLEX」は館内に多数植物を配置し、公園のようにリラックスできるクッ
ションエリアを設けている。「ICON SIAM」 はこれまであまり開発が進んでいなかった
チャオプラヤ川西岸の新たなランドマークとなっており、広大な敷地では水や火の
ショーなども楽しむことができ、どちらのモールも買い物だけでなく「コト消費」に注力
するなど、近年のバンコクのモールトレンドに沿った場となっている。

背
景

タイ食材にフォーカスし、生産者も支援
食のハイパーローカル化現象No.3

健康志向の高まりからオーガニック食材やサラダ専門店が中間層にも広がるタ
イで、食のハイパーローカル化現象が起こりつつある。ハイパーローカルを日本
語にすると「超地元」「超地域密着」と訳されるが、タイの食材のみを使用し、タ
イの文化やストーリーを提供する料理に込める飲食店が増加している。
タイ大手飲料メーカーのシンハーグループが出資するレストラン「R.HAAN」は、
『Iron Chef（タイ版・料理の鉄人）』の勝者であるセレブシェフ・チュムポン氏
がタイの食材のみを使用した新感覚タイ料理を提供する。バンコクの流行発信
地・サイアムエリアにあるレストラン「TAAN」はタイの農家支援を目的とし、
農家と提携を組み、食材を調達する。メニューには産地を記載するなど、地産地
消を徹底している。また、「KAD KOKOA」というタイ産カカオのみを使用した
カフェも登場している。

健康志向の高まりや自国の伝統文化を顧みる流れから食のハイパーローカル化が
進んでいる。海外から物を輸入すると輸送の際のエネルギーを使用し、環境にも
良くないという観点からも自国産の素材を選択し、タイ国内で食材が循環し、農家

の生活を支えることにもなり、社会貢献につながる。タイには上座部仏教の考えから、
弱者を救済し世の中の役に立つことを行うことで来世の徳を積む「タンブン（喜捨）」の
文化があるため、タイ独自の食のハイパーローカル化とも言えそうだ。

背
景
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背
景

シンガポール政府観光局と映画委員会の全面的な
バックアップの下、ほとんどの撮影をシンガポール
で敢行。マリーナ・ベイ・サンズやマーライオン公園

など、人気観光スポットが目まぐるしく登場することから、
インバウンドの追い風にもなっている。全米で大ヒットした
ことにより、シンガポールでもさらに注目が集まった。原作
本も引き続きヒットしており、日系書店の紀伊國屋書店では、
クワン氏特設コーナーを設置した。
一方、世界的なビデオブロガーのNasが作成した、「アジア人
がクレイジー・リッチというのは典型的なステレオタイプだ」
という内容の動画「CRAZY POOR ASIANS.」がFacebook
で拡散。2週間で再生回数が430万回を突破し大きな反響を
呼んだ。また、映画のヒットの裏には、ハリウッド映画では
設定がアジア人でも、白人俳優が起用されることが多く、ハ
リウッドに多様性を求める声が高まっていたことも大きく影
響している。

シンガポール編

シンガーのジャスティン・ビーバーや多くのセレブから「みんな観て！」と絶賛された、シンガポールが舞台のハリ
ウッド映画『クレイジー・リッチ』。 キャスト全員がアジア系というこれまでにないハリウッド映画が、全米公開初
週から3週連続1位の快進撃をみせた。 「この夏、ハリウッドを最も湧かせたのは、最も意外な映画だった」と評論家
たちも称賛の声を上げた。シンガポール政府観光局と映画委員会の全面的なバックアップを受け、撮影の多くはシ
ンガポールで行われた。映画の反響は大きく、続編の企画も進んでいる。アメリカの特に都市部ではダイバーシティ
が深化し、アフリカ系、ヒスパニック、アジア系などの存在感も大きくなったことも同作のヒットの背景として考え
られる。

映画史に革新を起こした『クレイジー・リッチ』米

6月に史上初となる、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領と朝鮮民主主義人民共和国の金
正恩国務委員長の首脳会談の舞台となったシンガポール。また、9月には金融商品及び国・政府関
連の格付け会社フィッチ・レーティングスが、シンガポールの格付けを「AAA」に据え置き、見通
しを「安定的」と発表。国内外の技術を集めた都市開発も進み、スマートシティ実現最速国として
の呼び声高いシンガポールのトレンドランキングです。

食料自給率1割未満のシンガポールでは、これまで食料供給の大半を海外からの輸入に依存してきた。近年のフー
ドセキュリティへの意識の高まりを受け、政府は農業生産性基金を設立し、ハイテク農業に取り組む企業や投資家
に対しコストの3割を負担している。太陽光利用型や完全人工光型の植物工場で栽培された野菜が、スーパーマー
ケットへ出荷され、シンガポール産野菜のセールスは好調。農業のハイテク化はまだ始まったばかりではあるが、
今後の展開に注目していきたい。

市型ハイテク農業が加速都

異例のハリウッド映画
『クレイジー・リッチ』が大ヒット

No.1

開発が進む北東部・プンゴル地区No.2
植物工場＆スマート家庭菜園で食料自給率向上へNo.3
デッドスペースを有効活用した斬新アミューズメントNo.4
世界的ビデオブロガー「Nas」の影響力大No.5

シンガポールが舞台となったハリウッド映
画がアメリカをはじめ世界で大ヒットした。
これまでのハリウッド映画としては異例と
なる出演俳優はもちろんのこと、監督、原
作者、エキストラと、ほとんどのスタッフが
アジア系で制作された。
原作はシンガポール人作家のケビン・クワ
ン氏が2013年に発表し、世界中でベストセ
ラーとなった小説『Crazy Rich Asians』。
8月15日に全米で公開されて以降、3週連続
で週末興行収入1位に輝き、全世界での興行
収入も250億円を突破した。日本でも9月末
から公開されロングラン上映された。すでに
ハリウッドでは続編の企画も進行中だ。

キャスト全員がアジア系のハリウッド映画
シンガポール舞台の『クレイジー・リッチ』
大ヒット

No.1
Asia Trend Ranking 2018
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シンガポール編

プンゴル地区の都市開発
子育て世代を中心に人気＆人口急増中No.2

シンガポール政府は機能的な新しい街づくりを目指し、1996年に北東部の
プンゴル地区の開発計画「Punggol 21」を発表するも、通貨危機や経済危機
の影響から10年ほど開発が進んでいなかった。2007年に「Punggol 21＋」
を発表し、公団住宅の追加建設がスタート。完成時の住戸数は96,000戸
となる。
コンドミニアムや大型商業施設の建設も活発で、2016年オープンの総床
面積50,000㎡を誇るプンゴル駅直結のショッピングモール「Waterway 
Point」には、週末になると周辺で暮らす家族連れが訪れ、駐車場には長い
列ができる。その他、生活をサポートする機能が充実し、子育て世代をター
ゲットにした新しい街づくりが進んでいる。

このエリアの新交通システム「LRTプンゴル線」は、三菱重工が
開発した海外都市交通向けゴムタイヤ式全自動運転車両の初号
プロジェクト。また、「Waterway Point」は積水ハウスなど3

社によって造られたショッピングモール。このように日系企業がプンゴ
ル地区の開発に大いに関わり、貢献を果たしている。
駅を中心に、交通網、住宅、公園、学校、保育園などが整備されている他、

シニア向けの健康器具が設置された屋外施設「高齢者向けフィットネス・ステーション（Elderly Fitness Station）」や宗教
に配慮した施設なども配置され、ソーシャルミックスな都市づくりも実施している。さらに北部のプンゴル・ノース地区に、
デジタル産業ハブ「Punggol Digital District」の建設が決定し、シンガポールのミニシリコンバレーを目指すとしている。

背
景

都市型ハイテク農業が加速
植物工場＆スマート家庭菜園で食料自給率向上へNo.3

食料自給率1割未満と言われているシンガポール。これまで食料供給の大半を
海外からの輸入に依存してきたが、外国への過度な食料依存に対する危機感が
高まっている。2017年、政府による新規農業振興政策が発表され、都市型ハ
イテク農業の動きが加速。太陽光利用型や完全人工光型の植物工場で栽培され
た野菜が、スーパーマーケットへ出荷されている。中国産と比べ価格は1.5倍
以上と高価だが、シンガポール産野菜のセールスは好調。
また、卓上用からベランダ用まで様々なスマート家庭菜園が登場しトレンドとなっ
ている。代表的なメーカーとしては「Plantui Singapore」や「Crick and Grow」
などがあり、価格は299SGD（約24,600円）や398SGD（約32,900円）など。

東京都23区ほどの狭い国土に約561万人の人口を抱えるシンガポール。土地は
すべて国有地で、20年の賃借契約による使用が主となる農地の面積は狭小である。
しかし近年、異常気象や原油価格の上昇、人口増加などによる世界的な食料自給率

の低下を受け、政府は「アグロテクノロジー・パーク」構想を発表。外資誘致や農場の規
模拡大、集約化はもちろんのこと、農業生産性基金を設立し、ハイテク農業に取り組む企
業や投資家に対し、コストの3割を負担している。
狭い土地を有効活用する垂直農業や水耕栽培など、技術革新が進んでいる。また、この
流れを受けて、国民の多くがHDBという公団住宅で生活しているシンガポールでは、ス
マート家庭菜園の利用者が急増している。

背
景

s i n g a p o r e

デッドスペースを有効活用する
斬新アミューズメントが続々登場No.4

高額景品が並ぶクレーンゲームが若者を中心に人気を集めている。景品はNikeやadidas
といった有名スポーツブランドのプレミアスニーカーやiPhoneなど。また、1～2名用の
極小カラオケボックスも急増しており、ショッピングセンターの通路やエスカレーター脇
といったデッドスペースに設置されている。
さらに斬新なデッドスペース活用法として注目されているのが、空中プレイグラウンド
「Airzone」。リトルインディア地区にある大型商業施設「City Square Mall」内の中央の吹
き抜け部分にセーフティネットを設置した世界初の空中プレイグラウンドだ。まるで宇宙遊
泳をしているかのような気分で遊ぶことができると大盛況。週末は順番待ちの長い列ができ
る人気施設となっている。

近年MRTの路線が整備され拡
大したことにより、駅直結型の
大型商業施設が多く建設されている。その一方で、各ショッピングセンター

のテナントは、どの商業施設も似たり寄ったりで、個性に欠けているのが現状だ。
その結果、建設当初の予想ほど客足が伸びず、空き店舗が目立つところも少なくな
い。そこで手っ取り早く空きスペースを活用したり、床面積の小さな商業施設では、

デッドスペース利用で賃料を稼いだりしている。また、新しい設備を設置することで話題となり、それが集客につながること
から様々な新アミューズメント設備や施設が続々と誕生している。

背
景

リー首相も出演！
世界的カリスマ ビデオブロガー Nasの影響力No.5

ハーバード大学を卒業後、ニューヨークのIT企業でエンジニアの仕事をしてい
たイスラエル出身のNasことNuseir Yassin氏。順風満帆な人生だったある日、
ハイステータスだけでは人生を真に楽しめないと自覚し退職。2016年に、毎
日1分間の動画で自国や旅で出会った人やスポットを紹介する「Nas Daily」を
立ち上げた。
クオリティの高い映像、わかりやすい内容、適度な長さ、毎日更新される目新
しさ、そしてNas自身の魅力もあり、瞬く間に世界的なカリスマビデオブロガー
に。2018年12月現在、Facebookのフォロワーは約1,000万人。シンガポー
ルでも若者やSNSユーザーなら誰でも知るほどの知名度を誇る。8月に来星
した際には10本の動画がアップされた。さらにリー・シェンロン首相自らビ
デオに出演し注目を集めた。

シンガポールのみならず世界中で絶大な人気を誇るNas。彼の発信力、カリスマ
性にあやかろうと、リー・シェンロン首相自らがNasの動画に出演し、シンガポー
ルをアピールし、国内外から大きな反響があった。さらに首相だけでなく、ビビア

ン・バラクリシュナン外務大臣もNas作成のシンガポール関連動画を自身のFacebook
でシェアし、政府のFacebookページで紹介するなど政治にも活用している。Nasの来
星は、政治に関心が薄い若者に、多額の資金を使わず政府の存在感をアピールする千載
一遇のチャンスと捉えたようだ。

背
景

Asia Trend Ranking 2018
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背
景

これまで手軽にできるランニングやサイ
クリング、ズンバが流行った過去はある
が、基本的にスポーツにあまり触れる機会

がなったインドネシアにおいて、ジャカルタ・パ
レンバンにて行われたアジア競技大会の反響は大
きい。メダル獲得数98個で4位と好成績を収め
たインドネシア。メダリストへの賞金も高額だっ
たことから、趣味としてではなく競技スポーツと
して始める人が増加している。大会開催中は車両
規制もあり、普段の生活にも支障をきたしたが、
素晴らしいと評判だった開会式に始まりチケット
が売り切れになるほど、連日多くの人が会場を訪れた。大会終了後は何かスポーツを始めたいと考える人もおり、
様々なグローバルスポーツへの関心も高まっている。

インドネシア編

インドネシアの国民的スポーツといえば、バドミントン。プレミアシリーズのインドネシア・オープンが開催され
る他、スポーツ用品店の売場にはバドミントン関連の商品がずらりと並び、その人気を裏づける。しかし、アジア競
技大会の開催により様々なスポーツ施設ができ、これまでなかったスポーツに触れる機会が増えたことで、今後は
「e-sports」をはじめ、グローバルスポーツへの関心も高まっていくことが予想される。また、アジア競技大会の成
功を受けて、2032年の夏季五輪開催に立候補する意向を示している。

まるスポーツ熱高

2018年8月18日～9月2日までの16日間にわたり、45ヵ国・地域から約11,000人の選手
が参加した第18回アジア競技大会は、ジャカルタとパレンバンの2都市で開催された。インドネ
シア選手も数多くのメダルを獲得し、大いにスポーツ熱が高まった2018年。また、大統領選を
2019年4月に控え、今後の動向が注目されるインドネシアのランキングをご紹介します。

政府による交通渋滞への様々な対策が行われているが、渋滞緩和にはつながっていない。都市部の生活に欠かせな
い配車サービス「GOJEK」は、配車・配達以外のサービスを「GOLIFE」アプリに分化し人材派遣サービスを開始。
車の清掃・修理、ガソリンの配達、家電製品の修繕からエアコン清掃など、かゆい所に手の届くサービスを提供し利
用者が拡大。また、ハラル商品を取り揃える「Podjok halal」や「212 mart」、「OK OCE mart」といったミニマー
トが話題に。こうしたインドネシアの生活者ニーズを捉えたサービスが成長している。

活スタイルやニーズに対応したサービス拡大生

アジア競技大会の開催で
高まるスポーツ熱

No.1

PC上で対戦する「e-sports」人口増加No.2
利用者広がる「GOJEK」のサービスNo.3
ローカルニーズに応えたミニマートが続々登場No.4
ケトジェニックダイエットでコンニャクや白滝の需要高まるNo.5

インドネシアで行われたアジア競技
大会にてメダル獲得数の多かった
「Puncak Silat（プンチャック・シラッ
ト）」は、今大会から採用された競技。
鍛錬を積んで心豊かに生きることを
理想とし、インドネシアを中心とする
マレー地域の伝統競技である。
「Koreografi Puncak」というSilat
の演武競技も子どもに人気があり、
大会も行われている。また同じくメ

ダル獲得数の多かった「Wushu（カンフー）」の人気が高まっている。バドミントンなどのスポー
ツも今までより人気が出ており、貸しコートなどは予約が取りづらくなっている。

伝統的競技のメダルラッシュ
アジア競技大会の開催で高まるスポーツ熱No.1
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インドネシア編

配車から人材派遣へ
利用者広がる「GOJEK」のサービスNo.3

2010年創業の配車サービスアプリ「GOJEK」は、インドネシア国民にとって、中でも都市部に住
む人にとって日々の生活に欠かせないものになっている。2018年に入り、配車・配達以外のサー
ビスを「GOLIFE」アプリに分化。「GOLIFE」の内容は以前よりあったマッサージや掃除に加えて、
車の清掃・修理、ガソリンの配達、家電製品の修繕からエアコン清掃、家屋の修繕まで多岐にわたる
人材派遣サービスが充実。かゆい所に手の届くサービスとして、利用者が拡大している。

MRT（高速輸送システム）建設や道路
拡張工事、車両ナンバー規制など様々な
道路事情もあり浸透した配車アプリ

「GOJEK」。バイクタクシーや個人タクシーなど
の配車サービス、デリバリーサービスに始まり、
家から出ることなく用事を済ませたい需要に合わ
せて人材派遣サービスへと拡張。このサービス拡

張は同時に、雇用を増やすことにもつながっている。同様の配車アプリ「Grab」は、ダウ
ンロード数では「GOJEK」を上回っているものの、配車やデリバリー、買い物代行のサービスにとどまっている。競合ひし
めく市場において、それぞれの特徴を出したサービスが、新たな利用者獲得の鍵となっている。

背
景

i n d o n e s i a

富裕層から人気拡大
ケトジェニックダイエットで
コンニャクや白滝の需要高まる

No.5

富裕層を中心に流行り始めた「ケトジェニックダイエット」は、糖質や炭水化物を制
限するダイエット。米や麺の代替として、一般的なスーパーでも購入できる白滝が
人気になった。コンニャクや白滝は、オンラインショッピングでも購入できるため、
高価なケータリングを注文することなく、主食の代替として手軽に利用できる。コ
ンニャク自体に味がないため、ココナッツミルク
で炊いたり、焼き飯のように炒めたりと濃い味つ
けのインドネシア料理にも合いやすい。米をコン
ニャクライスで代替したケトジェニック弁当を提
供する「shirataki kitchen」が登場したり、乾燥
白滝、乾燥白滝ライスが販売されるなど新製品も
登場している。

海外セレブから人気に火のついたケトジェニックダイエット。食事量を極端に減ら
すことなく、食べるものに気をつければ結果が出るダイエット法に、インドネシアの
富裕層から人気が拡大。このダイエットには炭水化物は厳禁で、代替としてローカロ

リーのコンニャクや白滝が注目された。それまでも販売はされており、糖尿病患者などの病
人食としては知られていたが、一般的に食べられるものではなかった。ケトジェニック弁当
などのケータリングが始まったことで、さらに多くの人に知られるようになり、一般家庭で
も調理をする人が増えつつある。

背
景

ハラル商品販売、お祈りの時間には閉店
ローカルニーズに応えたミニマートが続々登場No.4

セブンイレブンの撤退により、2017年に創業したミニマート「Podjok halal」
が話題になっている。セブンイレブンの空き店舗を利用し、飲料から調味料ま
でハラルフードを専門に取り扱っている。また、セブンイレブンのように弁当
も販売しており、事業形態はそのまま引き継いでいる。「Podjok halal」の他に
もハラル商品を扱う「212 mart」や「OK OCE mart」など大手ではないミニ
マートが増えてきている。全体の35％はフランチャイズなど個人営業が占め
ている。「212 mart」では、お祈りの時間になると15～20分間閉店するなど、
ローカルに根差したミニマートが登場している。

2015年4月にミニマートなど小規模店舗でのアルコール販売規制が始まり、セブ
ンイレブンは175店舗まで広げた店舗も徐々に縮小し、2017年6月末インドネシ
アのミニマート市場から撤退した。そのコンビニの空き店舗を利用し新しく登場し

たのが、ローカル御用達のミニマートだ。その1つ「Podjok mart」は、セブンイレブンの
撤退理由がアルコール販売規制だっただけにハラル商品を多く扱う店として、ムスリムが
安心して買い物できることをアピールしている。国民の多くがイスラム教であるインドネ
シアにおいて、イスラム教の客を取り込むことは重要なポイントだと言える。

背
景

PC上で対戦する「e-sports」熱高まる
モバイル仕様の登場に、競技人口が急拡大No.2

「e-sports」とは、エレクトリックスポーツの略であり、コンピュー
ター上で複数の人と対戦するスポーツ競技。大会はスタジアムな
ど大きな会場で行われ、観客は数万人になることもある。インドネ
シアでもe-sports人口が増えており、コミュニティも拡大してい
る他、インドネシア企業が開発するゲームの提供も徐々に始まって
おり、話題を呼んでいる。最近ではコンピューターだけではなくモ
バイル仕様のゲームも増え、ますますe-sports界が盛り上がると
予想される。

インドネシアでは2008年のワールドサイバーゲーム大会（WSG）の出場をきっ
かけに、e-sports人口が増えていったが、2018年インドネシアで行われたアジ
ア大会の種目にもなったことでさらに注目を浴びている。また、11～12月にか

けてe-sportsのインドネシア大会が行われ、一気に熱が高まっている。人気の理由はそ
の賞金額にもある。2つのチームに分かれて5対5で戦うゲーム『DOTA2』のチャンピ
オンシップでは過去に2,400万ドル（約27億円）の賞金が用意された。たくさんの参
加者が集まるe-sportsの大会に目をつけNISSANやCocaCola、Intelなど大企業も投
資をしている。モバイル仕様のゲームができたことで手軽に参加できるようになった他、
趣味から仕事としてのe-sports人口も拡大中。

背
景
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背
景

経済発展や配車アプリの活況も相まって、乗用車の
需要や購入は伸びている。現在はすべて輸入車で、
都市部には各メーカーのショールームや中古車販売店

が点在している。韓国のヒュンダイ、アメリカのGM（シボ
レー）などのコンパクトカーが比較的手の届きやすいライン
として人気を集めるものの、まだまだ高嶺の花。ASEANエ
リアからの輸入に関しては関税が事実上撤廃されたものの、
新規制を導入したため販売価格への還元はさほどないのが現
状。ベトナム地場の不動産デベロッパー「ビングループ」に
よる、国内初の国産車は中間層以上に幅広く選択肢を与える
と、消費者の間では期待が高まっている。

ベトナム編

10月に開催したパリモーターショーは、ベトナム初となる国産自動車メーカー「VINFAST」の話題で盛り上がった。
発表された2台の車は、欧州の自動車雑誌の著名な編集員や自動車ジャーナリストらから構成される組織「オート
ベスト（Autobest）」から「ニュースター賞」を受賞した。「VINFAST」は、地場系大手不動産ビングループが手がける。
富裕層や中間層が台頭するベトナム市場で、関税のかからない初の国産自動車メーカーとして、幅広く選択肢を与
えるようなモデル展開が期待され、2019年には自動車産業のさらなる盛り上がりが期待される。

きく変わるベトナム自動車産業大

9月にチャン・ダイ・クアン国家主席逝去という大きなニュースもあった2018年のベトナム。
経済成長は順調で、平均年齢も約30歳と若く、日系企業の進出も盛んになってきています。
2019～2020年を目標にハノイとホーチミンでそれぞれ鉄道、地下鉄が開通予定。新たなアジ
アのハブとなるべくホーチミンにロンタイン新国際空港の建設計画もあるなど、インフラ整備にも
注力しています。2020年にはハノイ市街地でF1ベトナムグランプリが開催されることも発表さ
れた、ベトナムのトレンドランキングを紹介します。

ネットやスマホの利用率は飛躍的に伸び、Eコマース市場は年35％の成長をみせるも、国民の銀行口座の保有率は
低いベトナム。携帯通信大手「Viettel」は2018年6月に、スマホ決済や送金サービス「Viettel Pay」を開始した他、
電子決済に各分野の大手企業が続々参入している。2007年にサービスを開始した「MoMo」をはじめ、各スマホ決
済サービスは最近ではコンビニやタクシーの支払いなど、小売りや対面販売にも精力的に拡大。ベトナム中央銀行
は2020年までに銀行口座の保有率を7割に引き上げる狙いもあり、電子決済の浸透を加速させている。｠

子決済の利用拡大電

初の国産乗用車「VINFAST」
発売に向けて準備着々

No.1

配車アプリ市場が活況No.2
伝統料理をアレンジしたハイブリッドメニューNo.3
「MoMo」をはじめとする電子決済の利用拡大No.4
フレーバーティーがヘルシースイーツとして支持No.5

ベトナム初の国産自動車販売を目指す
「VINFAST」が、パリで開かれたモーター
ショーに初出展し、アンバサダーにデビッ
ト・ベッカム氏を起用するなど大々的な
PRで話題を集めた。海外企業に依頼した
デザインから、最終候補を消費者の人気投
票で選出。セダンとSUVの2種を発表し
た。2019年3月に試験生産がスタート、
同年9月に本格生産を開始する予定。工
場はハノイ近郊で稼働を始めるという。
VINFASTでは上記に加え、5種類のモデ
ルラインを投入する計画を進めている。

初の国産自動車「VINFAST」
2019年発売に向けて準備着々No.1

Asia Trend Ranking 2018
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ベトナム編

配車アプリ市場が活況
新規参入にGrabは多角サービスで応戦No.2

UBERのASEAN市場撤退後、Grabが一強を誇っていた配車アプリ市場に
2018年8月、インドネシア大手のGOJEKが「GoViet」の名称でベトナム市場
に参入した。低価格やお試しの無料クーポンなどを提供し、SNSでも広告戦略
を展開。顧客獲得を図っている。Grabは配車サービスのみならず、配送やレン
タカーサービスなど車の運用範囲を拡大。ベトナム国内での4年の運用実績を
糧に、異業種との連携を強化。レストランの予約サービス、デリバリーサービス、
医療や美容のサービスを同じアプリ上で利用可能となり、さらに獲得ポイントに
応じて割引クーポンが獲得できるなどサービスの拡大を図っている。

現在のところ、GrabとGoVietが配車アプリではツートップと言える。他にもタ
クシー大手「MAI LINH」の配車バイク部門が運用しており、さらに2018年9月
には地場企業の「Go-Ixe」がバイクや乗用車の配車サービスの試験運用を国内8

つの省や市でスタートさせるなど、配車サービスは今後も活況が予想される。一方で、
ここ数年で運用がスタートしたものの縮小や撤退を余儀なくされた企業もあり、競争の
激化は必至。ベトナムでは地下鉄や高速道路など、整備の進む交通インフラや、既存タ
クシー会社との住み分けが今後注目される他、多角的なサービス展開による、既存の飲
食系アプリなどとの競争や共存をどう図るのかも目が離せない。

背
景

v i e t n u m

「MoMo」をはじめとする電子決済の利用拡大
銀行口座保有率アップにも寄与No.4

世界的な潮流に乗るように、ベトナムでも電子決済の普及が進んでいる。携帯通
信大手「Viettel」は2018年6月に、スマホ決済や送金サービス「Viettel Pay」
を新たに開始。これまで銀行口座を持たなかった農村部でも利用者を伸ばして
いる。携帯電話や通信会社大手、さらに配車アプリのGrabやSNS大手のZalo
も相次いで電子決済事業への投資を発表。決済アプリではパイオニア的存在の
「MoMo」は、当初アプリ上での決済をメインとしていたが、最近ではコンビニや
タクシーの支払いなど、小売りや対面販売にも精力的にサービスを拡大。2018
年上半期でアプリのダウンロード数は800万件を超えている。

経済発展は著しいものの、都市部以外では銀行口座を持っている人が少ないこと
が電子決済が受け入れられた背景にある。口座やカードを持っていなくても決済
や支払いがスムーズにできる。さらに、ネットやスマホの利用率は飛躍的に伸び、

スマホ所持率はここ数年で2割から7割に増加したことも決済アプリの利用に拍車をか
けている。また、決済アプリ各社では銀行との連携も盛んなため、アプリを入口に銀行
口座の保有率アップにも寄与している。ベトナム中央銀行は2020年までに銀行口座の
保有率を7割に引き上げる狙いもある。

背
景
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コーヒー文化が根強いベトナム南部で
フレーバーティーがヘルシースイーツとして支持No.5

都市部を中心にフレーバーティーやミルクティーの専門店が増加している。既存のカフェ
が撤退し、お茶の専門店が取って代わっている。香港や台湾資本など外資が中心でチェー
ン展開を積極的に進めている。香港の人気店「HEEKCAA」の定番メニューは「Heekcaa
スペシャル」（57,000ドン／約280円）で、スイカやオレンジなど6種類のフルーツがたっ
ぷりと入っている。クリームチーズを使った濃厚なホイップ、アラザンなどのトッピング、
様々なフレーバーをつけたタピオカなど、組み合わせを好みでカスタマイズ可能なメ
ニューも豊富に提供している。女性を中心に幅広い年代で人気を集めている。

これらのフレーバーティー
は、カラフルでSNS映えす
る点でも若い女性に人気が

ある。また、ベトナムではコーヒーは
刺激物で、肌に良くないなどの印象を持たれ、古くから女性には敬遠される傾向が
あった。一方、お茶はヘルシーイメージが高く、果物やゼリーなど低カロリーなトッ
ピングで、いわゆるファストフードよりは身体に良いと支持されている。フルーツ

など食べ応えのあるトッピングも多いため、飲み物というよりもヘルシーなスイーツとして取り入れている人もいる。5年ほ
ど前からタピオカミルクティーは定番メニューとして認知されていたが、伝統的にコーヒー文化だったベトナム（特に南部）
にあって、お茶やお茶関連商品がトレンドとなる動きが出てきている。

背
景

伝統料理がクールに生まれ変わる
ハイブリッドメニューに注目No.3

ホーチミン市のアメリカンダイニング「Relish & Sons」では、ベトナムならで
はの食材や料理をハンバーガーにアレンジしたメニューが人気を集めている。
「フォー・バーガー」（15万ドン／約780円）はベトナムの米麺「フォー」をカリ
カリに焼いたバンズを使用。また、ご飯に甘辛く下味をつけたポークソテーを載
せた「コム・タム」をモチーフにしたライスバーガーも人気がある。人気のベト
ナム南部料理で甲羅の柔らかい小ぶりのカニを唐揚げにした「クア・ロッ・チン・
ボ」を挟んだクリスピーな食感が癖になる。いずれのメニューもソースはベトナ
ムで広く使われる魚醤のヌックマムをベースにし、つけ合わせのニンジンとダイ
コンでつくったなますのようなdo chua（ドー・チュア）が味を引き締める。

経済発展に伴い、各国料理や新たな飲食店が増加している都市部。他店との差別
化を図り、集客を図ることが求められている。ハイブリッドメニューの展開は、奇
をてらうのではなく、馴染み深い伝統食材を用いている点が秀逸。ベトナム人の

味覚に合う味でありながら、新しい調理法と海外の料理との融合は、特に若い世代にクー
ルなものとして受け入れられている。伝統をアレンジする動きはファッションにも見ら
れており、60～70年代の音楽やアンティーク家具などを取り入れたカフェや、古着の
リフォームなども浸透しつつある。

背
景
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背
景

マレーシアの生活者がキャッシュレスへ移行するメリットとしては、
ひったくりや盗難を防ぐことができることが大きい。また、ATMの
長い列を待つ必要がない上、窓口で会話する必要もない。さらに紙の

使用量減などが挙げられる。 現在では「Touch’n Go」以外に、「GrabPay」
「Alipay」「Bigpay」「Mpay」「FavePay」など、様々な電子決済がある。一方で、
解決しなければならない問題もある。ハッカーによる攻撃や個人アカウントを
保証すること、携帯やコンピューターが得意でない高齢者でも簡単に使用でき
るシステムの開発が追いついていない現状もあり、キャッシュレス化に合わせ
て改善が求められている。

マレーシア編

渋滞緩和策の1つとして、高速道路の完全キャッシュレス化を実現したマレーシア。導入されたプリペイド式ICカー
ドの「Touch’n Go」は、高速道路だけでなく、クアラルンプール市内のバスや電車、売店、駐車場の他、特定の店
でも使用可能と、利用範囲を拡大している。また、銀行の小切手の発行手数料を値上げするなど、電子決済への移行
を促している。QRコードで支払いできる店舗も増えており、世界的な波に乗るように急速なキャッシュレス化が進
むだろう。

速なキャッシュレス化を推進急

2018年5月9日に行われた第14回総選挙で、マハティール・モハマド氏が率いる政党連合の希
望連盟が連邦議会下院の過半数議席を獲得し、政権交代を果たした。1月に日本発の18店のレス
トランが集結したフードコート「J’S GATE DINING」がオープン。7月には「JAPAN EXPO｠
MALAYSIA 2018」が開催され、依然として日本食や文化への関心が高いマレーシア。中間層の
増加に、訪日旅客数は43万9,500人と二桁増の伸びを記録。インバウンドの重要な市場でもあ
るマレーシアのトレンドランキングをご紹介します。

訪日旅行者が急増しているマレーシア。訪日の際やエキスポなどで、日本食に触れる機会が増えたことも影響し、
ヘルシーな日本食がそのまま手軽に購入できるコンビニはマレーシアで急速に拡大している。中でも2016年に出
店したファミリーマートが躍進している。競合他社との差別化として「日本風」が売りのファミリーマートは、日本
でお馴染みの商品が売られていることから、日本へ旅行したことのある消費者から人気が高い。また、日本人に人
気の移住先として1位に挙げられるマレーシア。多くの在留邦人もその人気を支えている。

本でお馴染みの商品が躍進の鍵日

キャッシュレス化で
ひったくりや盗難防止

No.1

日本風のファミリーマートが躍進中No.2
運転ストレス回避に配車アプリを活用No.3
税率引き上げにより密輸品や違法たばこが急増No.4
猫ブーム加熱で猫の飼い方、接し方にも変化No.5

2018年現在、マレーシア人のクレジッ
トカード使用率は50％を超えた。
「Touch’n Go」は、日本のSuicaのよ
うなプリペイド式のICカード。高速道
路だけでなく、クアラルンプールではバ
スや電車の乗車、売店、駐車場、特定の
店でも使用可能。また、マレーシアの銀
行では、インターネットバンキングの使
用者を増やすために、2011年からオン
ラインによる電子決済サービスをス
タート。小切手の発行料をRM0.5（約

13円）からRM1（約27円）に値上げすることで電子決済への移行を加速させようとしている。
最近ではフードコートやショッピングモールなどで、QRコードで支払いができる店舗を増やす
とし、現金を持たなくても携帯1つで支払いができるようになってきている。

電子決済への移行を急ぐ政府
キャッシュレス化でひったくりや盗難防止No.1

Asia Trend Ranking 2018
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マレーシア編
m a l a y s i a

税率引き上げにより
密輸品や違法たばこが急増No.4

マレーシア政府は9月1日に物品・サービス税（GST）に代わる間接税として、
売上税10%、サービス税6％（SST）を導入した。GSTの撤廃とSSTの導入は、
マハティール新政権が掲げた「政権交代後100日で取り組む10の公約」の1
つである。政府としては、酒とたばこの消費を減らすことが目的であったが、
税率の引き上げを受け、近隣諸国からの密輸品や違法たばこが急増した。

2018年5月9日に念願の新政権へとなり、GSTからSSTに移行した。ど
ちらの税制が良いかは現段階では計れないが、レシートに消費税が記載さ
れなくなっただけでも国民は喜んでいる。そんな中、酒やたばこが値上げ。

それにより消費が減少すると想定した政府だが、実際は密輸品や違法たばこの割
合が増え、粗悪な商品が身体に悪影響を及ぼす事態となっている。
通常のたばこはRM17（約460円／箱）前後に対し、違法たばこはRM3～6（約
80～160円／箱）で購入できることから、飲酒や喫煙の消費減少にはつながっ
ておらず、喫煙率は45％前後と依然高い。

背
景

日系コンビニの差別化
「日本風」のファミリーマートが躍進中No.2

2016年11月にマレーシアに初出店したファミリーマートは、2018
年10月現在、店舗数を60店舗以上に増やしている。日本のファミリー
マートで扱う菓子や飲料が販売されている他、看板メニューでもあるカ
フェコーナーのアイスクリームなどは頻繁に新フレーバーを出し、消費
者を飽きさせない工夫がされている。特に人気のおでんは出汁に唐辛
子を使用し、辛い物が好きなマレーシア人用にローカライズしている。
多くの店舗がクアラルンプール市内にあり、都会に住む忙しい人にとっ
ては簡単にヘルシーな日本食が食べられると支持されている。請求書
の支払いなどもカウンターにて可能で、ファミリーマート用の電子決済
システム「FAMICASHLESS」もある。今後は、
フリー Wi-Fi、荷物の受け取り、発送、FAX、写真
現像などのサービスも予定している。

特に多くの人が利用しているのがKLIA2空港内のファミリーマートで、おにぎりが大人気。マレー
シア格安航空エアアジアでは、機内食が有料のため、おにぎりを持ち込む人が多く、あっという間
に完売してしまう。おにぎりの具材は人気のツナだけでなく、ブラックペッパーチキンやサーモ

ン＆クリームチーズ、中華イイダコ、中華ワカメなどもある。
ショッピングモールや「ショップロット」と呼ばれる小さな店舗が並ぶエリアや病院では、イートインを使
用する人が多い。ベーカリーは日本と同じの味のパンを手頃な価格で食べることができる。ファミリーマー
トはローカライズだけではなく、日本と同じ商品やメニューを扱ったことで成功を収めている。

背
景
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猫ブーム加熱で猫の飼い方、
接し方にも変化No.5

マレーシアの人口約3,200万人の中、マレー系（マレー人）が約67％を占
めており、イスラム教では犬は不浄とされ飼うことができないこともあり、
マレー人は昔から猫好き。そんなマレー人の猫への扱いに、ここ数年で変
化が起きている。ショッピングモール内にペットショップが増え、キャッ
トフードの種類や玩具も充実してきている。
2017年から開催されている猫の展
示会イベントは、2018年も好評で
15,000人が訪れた。展示会では
160店舗の猫関連の店が参加し、

海外から珍しい品種の猫が500匹展示された他、海外のキャットフード、首輪、玩具、爪研ぎ、
服、アクセサリーなども販売された。

マレー人はこれまで屋外で飼育し、余り物のご飯を与えるなど、猫にお金をか
けることはなかった。しかし最近では、猫の知識を雑誌やインターネットで入
手し、動物病院へ検診に連れて行き、猫サロンで爪切りやブラッシングをして

もらうようになった。また、キャットフードを与え、猫用の部屋までつくり、避妊手術
を受けさせるなど、飼育の意識や環境に変化が生じている。
多くのマレーシア人（特にマレー人）が猫の展示会に足を運び、猫関連商品を多数購入
していくといった光景が見られるようになるなど、中間層の増加により猫も良い飼育
環境で飼育されるようになってきている。

背
景

渋滞激しいマレーシアで
運転ストレスを回避するため配車アプリを活用No.3

スマホにアプリをダウンロードし、簡単に使用できる配車アプリ「Grab」はマレーシアでも浸透。
支払いも現金なしでも乗車可能。乗車する度にポイントが貯まり、貯めたポイントで無料で乗車で
きる他、買い物もできる。
以前は、車を所有していない人や外国人などの移動手段としてよく利用されていたが、街中へ食事
に行く際や、駐車場を見つけるのが難しい場所に行く際など、マレーシア人の利用も増加している
という。最近では通勤にも使用するマレーシア人もおり、自身で運転することのストレス回避に配
車アプリを利用する人が増えている。

マレーシア人にとって大きなストレス
要因の1つに車の運転が挙げられる。
前政権時に着工したモノレール建設プ

ロジェクトは継続され工事は進んでいるが、渋滞
問題は解決していない。車社会のマレーシアでは、
行き帰りの渋滞は避けることはできない。また、
運転だけでなく、駐車場探しもストレスになって
いる。そんなマレーシア人の運転ストレス解消に
一役買っているのがGrabである。

価格も乗車前に提示され、ドライバーとのトラブルもない上、駐車場を探す手間も省ける。またGrabドライバーも増え、仕
事帰りにアルバイトとしてドライバーをする人も多いため、簡単にドライバーを見つけることができることも利用者増加に
拍車をかけている。

背
景
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背
景

情報通信業界の調査会社によると、フィリピンのイ
ンターネット利用者は6,700万人と世界12位につ
けている他、FacebookなどのSNS利用時間は、1日

当たりほぼ4時間と世界でもトップに位置している。また、
映像ストリーミング配信サービス・Netflixの利用者もネッ
ト利用者の6割に達すると言われており、今や多くのフィリ
ピン人が映画館だけでなくネットでの視聴を重視している。
このNetflixにフィリピンのインディーズ映画が初めて相次
ぎ配信されたことは、国内の関係者にとって大いなる追い風
になっているようだ。フィリピンインディーズ映画は、映画
祭「シネマラヤ」から徐々に世に広まるようになり、メンドー
サ監督のカンヌ映画祭受賞などを経て海外でも認知度が高
まってきている。海外の視聴者を意識してか、最近では英語
字幕が必ず入るようになってきた。今回のストリーミング配
信でさらにインディーズ映画の普及が進むだろう。

フィリピン編

フィリピンインディー映画人気は、カンヌ映画祭などで賞を受賞した監督の作品がNetflixとの提携によって広く国
内で見られるようになり、注目されるようになった。2位のインドネシア系コンビニの急拡大は、モールを数多く展
開するSMグループとの提携により、モール内に店舗を構えることで認知度を高め顧客を獲得している。5位のロー
ストチキン店のチェーン展開は、鶏肉生産者としての値段の安さや販売網を活かすことで広がりをみせている。い
ずれも提携や拡大によって認知度を高めている。

ン＆アウト、グローバルに展開するコンテンツや企業戦略イ

アジア最速のスピードでインフレが進んでいるフィリピン。インフレ率増加の背景には、3年目の
ドゥテルテ政権が導入する、包括的税制改革などにより、燃料や砂糖、飲料、たばこの増税などが
影響しています。食品や燃料などの価格が上昇しており、支出を控える傾向にもあります。一方で
地方都市の開発や交通網の整備も徐々に進み、2020年末にはマニラ沿岸部に世界最大規模の
IKEAが出店予定というアナウンスも話題になっているフィリピンのトレンドランキングです。

4位の電動トライシクルの普及は、排ガス規制によって公共交通機関の近代化政策が執られたことによるもの。電
動トライシクルは既存のジープニーの電動化や排ガス規制適合エンジンへの転換よりコストが安いことから手始め
に導入された。3位の電子たばこへの移行はドゥテルテ政権の禁煙令による規制とたばこ税の大幅な引き上げがきっ
かけとなった。ドゥテルテ政権という強い政府による規制や増税によって様々な変化が生じてきている。

い政府”主導で変化するライフスタイル“強

Netflixにフィリピン発の
インディーズ映画採用

No.1

インドネシア系コンビニが急拡大No.2
電子たばこへの移行が進むNo.3
電動トライシクルの普及が本格化No.4
ローストチキンチェーンが躍進No.5

アメリカの映像ストリーミング配信大手・
Netflixが2018年、フィリピン映画を初め
てネット配信に採用した。国の天然記念物
に指定されているフィリピンワシを誤って
猟銃で殺した少女とその父親の軌跡を描い
たミカエル・レッド監督の『BIRDSHOT』
を3月26日から、またドゥテルテ政権が進
める麻薬撲滅戦争の実態を描いたブリラン
テ・メンドーサ監督の『AMO』を4月9日
からそれぞれ配信した。

『BIRDSHOT』は第90回米アカデミー賞の外国映画部門のフィリピン参加作品でもあり、レッ
ド監督は2018年3月の大阪アジアン映画祭でも別の作品で「来るべき才能賞」を受賞している。
メンドーサ監督はカンヌ映画祭で最優秀監督賞にも輝いたフィリピンインディーズ映画界の巨
匠だ。これらインディーズ映画が大手ネット配信でも紹介されるようになったことは、作り手
にとってさらなる追い風となっている。

Netflixにフィリピン発の
インディーズ映画が採用No.1

Asia Trend Ranking 2018
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フィリピン編
p h i l i p p i n e s

電動トライシクルの普及が本格化
2019年のジープニー近代化事業を見据えてNo.4

排ガス規制を強化するための公共交通機関近代化政策の一環として、政府はこの
1年間で電動トライシクル（三輪乗り合いオートバイ）の導入に本腰を入れてい
る。2018年1月にはエネルギー省がアジア開発銀行と提携して、2017年のイ
スラム過激派占拠事件で荒廃したミンダナオ地方マラウィ市に寄付したのを手
始めに、6月にはラスピニャス市など首都圏4市に合計900台を寄付することを
決めるなど、電動トライシクルの導入を一気に進めようとしている。
2019年から本格的に実施する予定のジープニー（小型乗り合いバス）の電動化
や排ガス規制適合エンジンへの転換事業を控えて、政府はまず費用も安く済むト
ライシクルの電動化に注力することで、2019年以降の交通機関近代化事業に弾
みをつけたい意向だ。

大気汚染防止法に基づく排ガス規制がなかなか進まないフィリピンだが、ここにきて
アジア開発銀行など国際金融機関及び外国政府の融資支援の強化や電動自動車・バ
イクの製造業者らによるモデル車両の開発、製造発表が相次いだことにより、政府も

ようやく公共交通機関の近代化事業に本腰を入れている。
庶民の足として全国に普及しているトライシクルはジープニーよりも台数が多いが、電動
車両の費用が45万ペソ（約95万円）ほどとジープニーの半分以下で済むことや製造業者
も多いことなどから導入が容易だとして、この1年間で普及が進んでいる。これまでは主に首都圏のマニラ市やマカティ市、
タギッグ市など観光地区や商業中心地での導入が先行したが、今後は政府の助成金制度もあり、一般住宅地での普及も徐々に
進むと見られている。

背
景

インドネシア系コンビニが急拡大
外資系コンビニ戦争が地方へも波及へNo.2

フィリピンの小売業界で最も伸びているとされるコンビニ。台湾系ホールディン
グスのフィリピン・セブン社のセブンイレブンが先行し、日系のミニストップが
追うという2強時代がしばらく続いたが、最近では日系のファミリーマートやイ
ンドネシア系のアルファマートも参入し、地場コンビニも含めてコンビニ戦国時
代の様相を帯びてきた。
中でもアルファマートはフィリピンのモール運営最大手の「シューマート
（SM）」グループと提携して2014年にフィリピンに進出。モール内に直接出
店する方式で特に最近1年間で首都圏で急激に店舗数を増やしている。2018
年4月には首都圏だけで400店に達し、今後は地方にも出店すると発表。イン
ドネシアのチェーンを交えたコンビニ戦争が今後、首都圏から地方にも波及す
ることは確実だ。

フィリピンの小売業界は、各住宅地にある「サリサリストア」と呼ばれる小規模雑貨
店や公設市場、スーパーマーケット、モールなどが従来から住み分けされている。し
かし、現在最も伸びているのはコンビニ。特に首都圏で増えているのがインドネシア

系のアルファマートだ。
同社はモール国内最大手のSMグループと提携し、モール館内に直接出店することから得
られる集客の相乗効果や冷蔵・冷凍食品を置くなど、他のコンビニチェーンにはないサー
ビスを展開し、顧客を増やしている。インドネシアのブランド製品は、インスタントヌード
ルの「Indomie」が2018年8月からセブンイレブンで販売されるなど、複数の大手小売業
者がすでに国内販売していることもあるが、まだまだ認知はされていなかった。アルファ
マートの拡大で今後、インドネシアブランドに対する認知度も徐々に高まると考えられる。

背
景
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ローストチキンチェーンが躍進
鶏肉生産者による業態参入が成功No.5

現在、1日に2～ 3軒の割合でフィリピン全土に店舗網を急拡大させているのが、ロースト
チキンブランド「Chooks-To-Go」などを運営する「Bounty Agro Ventures」社だ。従来
のローストチキンチェーンとは違い、タレがなくても濃厚な甘みやペッパー風味がチキン全
体に浸み込んでいることが受け、一気に人気が高まった。
もともと養鶏場経営会社だったこともあり、値段の安さや店舗網の多さから売り上げを伸ば
し、今や3つのブランドの下に全国に2,000店を超える店舗網を構えるフィリピンチェーン
ブランドの期待の星とも言われる。2018年には「Maro」や「Snok」など3つのチェーンブ
ランドを新たに追加した他、ニュージーランドの鶏肉加工最大手の買収やインドネシアへの
進出を発表するなど、さらなる拡大路線を取っている。

もともと養鶏場経営会社だっ
た「Bounty Agro Ventures」
社は、鶏肉加工品などを大手スーパーに大量に卸すなど養鶏ビジネスで成

功を収めていた。しかし、ASEAN経済統合に基づく貿易自由化の進展に伴い、タ
イ産鶏肉加工品などの海外からの安い製品の流入を懸念し、新しい販路として目を
つけたのが、自らローストチキンのチェーン店を経営するという戦略だった。
国民食の1つであり「レチョン・マノック」と呼ばれるローストチキンは
「Andok's」や「Baliwag」などの有名チェーンがすでにシェアを拡大し、バスター

ミナルや市場、駅前など庶民が仕事帰りに立ち寄りやすい場所に小店舗を展開。商品を持ち帰る中食スタイルで定着していた。
その販売スタイルを踏襲し、さらに安値でしかも濃厚な味つけがされているローストチキンを売りに出した同社の販売戦略
がヒットし、店舗網を急激に増やしている。

背
景

ドゥテルテ大統領の禁煙令などの影響で
電子たばこへの移行が進むNo.3

フィリピンではドゥテルテ大統領が2017年に禁煙令を発令し、1年間で喫煙場
所に関する規制がこれまでより厳格化されてきている。また、2018年1月1日
から施行された税制改革法第1弾によるたばこ税の大幅引き上げでたばこの市
販価格が上昇。この結果、禁煙する人が増える一方で、電子たばこへの移行も顕
著に進んできた。紙巻きたばこに比べ、健康被害も少ないと一般に言われており、
2019年以降、電子たばこに切り替える人も増える見込みだ。
電子たばこ製品の小売業者によると、現在人気が高いのは「Juul」という米国製
の電子たばこで価格帯は3,500～3,750ペソ（約7,300～8,000円）ほど。し
かし2018年に入り、これまで食品薬品庁などへの製品登録もされずに市販され
るなど、ほぼ野放し状態だった電子たばこに対する規制強化を求める声が政府機
関や市民団体などから急速に高まってきている。

ドゥテルテ氏が大統領に就任すると、公約通りこれまでより厳しい禁煙令を施行
した。この大統領令により、基本的に屋内での喫煙がほぼ不可能となり、商業ビル
やモール、レストランなどでの喫煙も屋外の喫煙場所に限られるようになった。

税制改革法第1弾による各種物品税の大幅引き上げの対象にもなり、たばこの市販価格
が今後数年間にわたり段階的に引き上げられることも確実だ。これにより、健康志向の
高まりや今回の禁煙令の取り締まり対象から除外されていることなどから、電子たばこ
に移行する人が増えている。
しかし、野放しとなっている電子たばこの規制を求める声も高まり、厚生省は2018年4月に「電子たばこはニコチン代替療法
にはならない」という声明を出した。規制すべきかを問う公聴会も開始されており、危機感を持った業者らは2018年になり業
界団体を結成、電子たばこの安全性やニコチン代替になることを改めて訴えたり、国会へのロビー活動も強化している。

背
景
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背
景

オンライン注文が始まる以前から、商店
からの無料デリバリーサービスの利用が
一般的だった。一方でスマホやインター

ネットの普及は、さらなるサービスの拡充をもた
らしている。そのうちの1つとして、飲食店から
のフードデリバリーは忙しい現代社会を送るイン
ド人の暮らしにもマッチ。待ち時間や配達先を伝
えるやりとりを省け、自宅や職場で好みの食事を
することができる。家庭料理の弁当デリバリー
サービスは特にオフィスで人気を博している。さ
らにクオリティの高い本格料理が楽しめるホーム
ケータリングサービスも登場し、富裕層を中心に
利用者を増やしている。

インド編

日本を含め世界中で浸透しつつあるフードデリバリーサービスはインドでも急成長を遂げているビジネス。インド
ならではの動きとしては、インド全土の家庭料理や伝統料理のデリバリーサービスがスタートしたことでこれらの
料理の見直しも始まっている。4位のインド古来のスーパーフードは、欧米の健康ブームを受けるかたちで脚光を
浴びることに。伝統的なインド食材の健康面に注目が集まり、新しい食べ方も今後提案されるだろう。

界的なトレンドがインド流アレンジで広がる世

2025年には中国の人口を抜き世界最大に、また2050年までにはアメリカのGDPを抜き、世界
第2位の経済大国になると予測されています。複雑な歴史背景や多様な民族、言語、宗教によって
構成されており、政府・州による規制など参入する市場としては難しいと言われていますが、その
大きな市場は魅力的でもあります。IT業界の発達や環境問題への取り組みなど、注目すべき点も
多数あるインドのトレンドランキングです。

2位はクラフトビールメーカーが増加し、マイクロブリュワリーのパブなども増えたことで、マスブランド製品だけ
ではない新たな選択肢が生まれた。より自分好みのビールを飲みたいという、近年の世界的な食トレンドでも見ら
れる「カスタマイズ」の意識によりトレンドになった。また、Netflixの上陸によって、映画が娯楽の中心にあるイ
ンドで、より多くのコンテンツの中から自分の観たいものを手軽に視聴できるようになった。Netflixはインド発の
オリジナルコンテンツも配信することで人気を得ている。

フードデリバリー市場が活況No.1

若者が牽引するビール市場No.2
中毒者が出るほどNetflixが生活に浸透No.3
インド古来のスーパーフードに注目集まるNo.4
「アングリーハヌマーン」ステッカーが大人No.5

成長著しいインドのEコマースだが、フードビ
ジネスも大きな成長市場だ。もともと飲食店レ
ビューサイトとして浸透していた「Zomato」
が、スマホアプリで好きな飲食店から料理をデ
リバリーできるサービスを開始。「Swiggy」と
いった競合も登場し、デリバリーサービスに
対応していなかった飲食店の料理を自宅で食
べられるようになった。
レストランだけでなく、インドで馴染み深い金
属製の弁当箱に料理を詰めてデリバリーして

くれる「BGJCC」などのホームケータリングビジネスも活況となっている。100を超えるインド
全土の伝統的な家庭料理をラインナップし、ホームパーティーでも利用しやすいということで、中
間層以上から支持され、多様な食事スタイルが広がってきている。

フードデリバリー市場が活況
家庭料理のデリバリーも登場No.1

Asia Trend Ranking 2018

india

分好みな選択、「カスタマイズ」できることが支持される自
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インド編

若者が牽引するビール市場
インドオリジナルのクラフトビールも人気にNo.2

インドのビール市場が存在感を増してきている。これまでは大手の
「Kingfisher」がメジャーブランドとして知られていたが、最近では「Bira91」
などのクラフトビールが登場し、若者のビール人気を牽引している。Bira91
は330ml90～110Rs（約140～170円）、500ml125～150Rs（約200～
約235円）と、Kingfisherの330ml50～80Rs（約80～125円）、500ml85
～110Rs（約130～170円）に比べ値段は高いが、お洒落で味も美味しいと特
に若者に好評だ。
最近では、マイクロブリュワリーのパブがバンガロールやグルガオンに進出し、
単にビールを飲むだけでなく、「好みのビールを見つけ味わう」ことを楽しむ
人が増えてきている。マイクロ

ブリュワリーはラインセンスが必要なため、デリーでの展開は2018年10月現在まだ
ないが、ビールをメインに取り揃えるパブ「Beer café」がデリー市内に進出し、多く
の若者が集まっている。

アジアの中で最もビール消費量が低いと言われているインド。しかし近
年、プレミアムやドラフトなどの付加価値のあるビールが続々と商店に
並び始めている。暑い季節が長いインドの気候にビールは合っているこ

ともあり、インドのビール市場は2020年までに毎年6.9%順調に伸び続ける
と予測されている。
欧米文化に触れて育った若者の間でアルコールを飲む文化が定着しつつあり、
都市部のビール愛飲家の若者が市場を牽引している。さらに欧米のクラフトビール文化の波がインドにも押し寄せていて、ク
ラフトビールの売上高は20%伸びるとの見解もある。メーカーは音楽フェスティバルのスポンサーなどを積極的に行い、若
者に訴求を図っている。

背
景

i n d i a

インド古来のスーパーフード
アマランサス＆ラギに注目集まるNo.4

欧米の健康ブームは、インドにも波及。オーガニックフードも一般的になり始め、オンライン注文
も可能になり、手軽に入手できるようになってきている。また、グルテンフリーを謳うパンやビス
ケットなども店頭で見かけるようになった。さらに最近ではインドで古来より食されていた穀類
がスーパーフードとして注目を集めている。
例えば、断食をする修行者や病み上がりなどに食べられていた「アマランサス」は、今ではグルテ
ンフリーのシリアル代替として製品化し、110Rs（約170円）ほどで購入できる。また、「ラギ」
という雑穀はロティの原料に使われてきたが、ラジャスタン州ではラギを使用したビスケット製
品も登場。インドは国土も広く、北東部で食されるブラックライスなど、多数の食文化があり、伝
統的な食材の再発掘が進んでいる。

オーガニックブームやグルテンフリー志向の波に乗り、昔から地方料理など
で使われていた穀類がインドのレストランや商店の一角に見られるように
なってきた。世界的にブームになったキヌアは300Rs（約470円）前後と価

格も高く、購入できる人はそれほど多くない。しかし、インドに以前からある食材
で身体に良いとされる食物は多く、一般家庭でも食されている。
インドの家庭ではインスタント食品を食べるのは最近になってからで、家庭で料理
を手作りすることが一般的。欧米の健康志向の影響を受けつつ、自国の伝統を見つ
め直した健康食ブームが今後も続きそうだ。

背
景
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ヒンドゥー教の神様を現代風にアレンジ
「アングリーハヌマーン」ステッカーが大人気No.5

2018年の上半期、猿の姿形をしたヒンドゥー教の神様であるハヌマーンのス
テッカーを貼った車両を多く目にするようになった。このハヌマーンステッ
カーは「アングリーハヌマーン」と呼ばれ、南インドのケーララ州のグラフィッ
クデザイナーが友人のためにデザインしたが、それがSNSや口コミで広がり
人気が拡大。信仰の対象である従来のハヌマーンとは異なるアメコミテイスト
の表情が多くの人を惹きつけ、自動車や二輪車などの装飾として用いられた。
特にハヌマーン信仰が強い南西部カルナータカ州では爆発的な人気を博し、ベ
ンガルールが起点となって一気にインド全土に広がった。

インドでは自動車や二輪車にステッカーを貼るなど、車両を派手に装飾す
る人が多く、街中を歩けばアングリーハヌマーンを見ない日はないほど
だった。著作権の概念があまり浸透していないインドでアングリーハヌ

マーンのステッカーが大量に生産されるようになったこともインド全土への浸透を
後押しした。アングリーハヌマーンの怒ったような、何かを訴えるような表情が従
来のハヌマーンのイメージとは異なるということで人気になったと言われている
が、ヒンドゥー至上主義を謳う右翼的なモディ政権を支持しているのでは、という
声も上がるなど、政治的にも注目を集めた。

背
景

中毒者が出るほどNetflixが生活に浸透
オリジナルコンテンツで巨大マーケットに切り込むNo.3

2016年にNetflixがインドに上陸した。2018年からインド人作家の小説を元に制作
された『Sacred Games』が配信され、インドオリジナルコンテンツでユーザー増を図っ
ている。Amazonなどの他社に先立ちNetflix独自の作品を展開するなど、プランにも
よるが月500～800Rs（約785～1,255円）というインドの物価から考えると会費が
やや高いにも関わらず多くのユーザーを惹きつけている。Netflixで新しいコンテンツ
の配信がアナウンスされる時には必ず話題に上がるほどで、今後インドは世界で2番目
に大きいマーケットになると予測されている。
また、インドでは世界で初めて「Netflix中毒」になり、心療内科を訪れる人も出てきて
おり、あえてNetflix会員になることを避ける人もいるほど、影響力も大きくなってき
ている。

2016年9月に通信会社「JIO」が低価格データプランを武器に市場に参入
したことで通信業界が一転した。その安さから他の大手通信会社からJIO
に乗り換える人が増え、低価格競争が始まった。スマホの普及率も急上昇し、

多くの人がインターネットにアクセスできる時代になった。ネット利用方法では動画
視聴を楽しむ人が多く、インドの公用語の1つが英語であることからアメリカやイギ
リスで人気のドラマシリーズや映画を気軽に視聴できる点も市場拡大の要因として考
えられる。また、ボリウッドをはじめとする、映画が娯楽産業の多くを占めるインド
では、Netflixに自国作品が登場したことも大きな魅力になっている。クリエイター
側も、自らの作品がオンラインで世界中に一気に配信されることで、創作意欲を掻き
立てられるという効果ももたらしている。

背
景
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