平成 28 年度大学教育再生戦略推進費「大学の世界展開力強化事業」アジア諸国等との大学間交流の枠組み強化

ASEAN と日本を繋ぐ「グローバル・ソフトインフラ基礎人材」育成プログラム
平成 29 年度 実施報告サマリー
派遣期間

2 月 20 日(水)～3 月 1 日(金)

派遣国

シンガポール

連携大学

シンガポール国立大学（NUS）

派遣学生数

11 名

参加学生数

15 名程度(各日入れ替わりで様々な学生が参加、延べ人数)
ものづくりを行う企業が集まる名古屋と、経済的・社会的に成長が目覚ましいシン
ガポールについて、事前学習と現地調査を通して市場を理解する。特に今年度にお
いては JETRO Singapore 様、POKKA Singapore 様の協力のもと、現地での市場

プログラム概要

調査を行う。またシンガポール国立大学（NUS）への訪問を通じて、学生が相互に
意見交換し、学びあう場を提供する。グローバル化が進む社会に対応できる将来の
リーダー育成のため、特に経済・経営・市場戦略などのビジネス分野における教育
を共同で行う。
・12 月～2 月：グループ毎のテーマ決定。日本での事前調査、3 グループワークを実施
・2 月 21 日：現地にてデパートや専門店でのアンケート調査を実施。午後には POKKA
Singapore を訪問し、現地での飲料販売についての話を聞いた

スケジュール概要

・2 月 22 日：JETRO Singapore にてシンガポール市場の詳細な説明を聞き、これから

（事前・事後の教育も含む）

の現地調査の進行についてアドバイスをもらう。方には現地調査の途中報告会を行った
・2 月 23 日：前日の途中報告を踏まえ、グループ毎に調査を継続的に進行
・2 月 25 日～3 月 1 日：NUS Business School を訪問、講義受講、討論、プレゼンテー
ションなどを通して両学生の相互学習・相互交流をおこなった

産学連携：
連携機関、企業、訪問先等

JETRO Singapore、Pokka Singapore、Yamato RHQ Singapore、Japanese Chamber
of Commerce Singapore 、 Pasona Singapore Pte. Ltd. 、 Monetary Authority of
Singapore、Land Transport Authority、Mizuho Bank

アジアのトップ大学である NUS 学生との経済・経営に関する討論や発表、質疑応
答という貴重な体験を得て、学生が他言語で自分の言いたいことを正確に伝えるこ
との難しさを学んだことは大きな資産となった。学生同士が様々な交流を通して、

成果報告
（学生の成長や相手国との
連携について）

相互に新たな気づきがあったこと、さらに今後グローバル社会でビジネス・パート
ナーとなりうる繋がりを得たことの意義は大きい。この経験を通じ、シンガポール
の経済やビジネス、政策的な方向性などを把握したこと、また共同作業の難しさと
面白さを学んだことにより、参加学生が将来両国を繋ぐリーダーとして活躍したい
と考えたことは、ソフトインフラ人材の育成に資すると確信している。

実施部局

名古屋大学経済学部

実施責任者

土井康裕・志賀奈月美

Schedule for Inter-University Exchange Project Short-term Study Programme AY2018
between Nagoya University, School of Economics (NUSE) & National University of Singapore,
NUS Business School (NUS)
Date
20

Programme

Remarks

[Departure]

Lunch: in-flight

Nagoya (10:30) - Singapore(16:50)*1

Hotel: Hotel Grand

Feb

(Wed)

Meal

Pacific
21

Feb

Field Work

(Thu)

14:00-16:00

Lunch: nearby

Visit POKKA

place

Feb

Field Work

(Fri)

・Group work
・POKKA visit: by bus

Singapore
22

Breakfasts are included

14:00-15:00

Lunch: nearby

Visit JETRO

place

JETRO Visit: by subway

Singapore Office
23

Feb

Field Work

Free afternoon

Lunch: nearby
place

(Sat)

Dinner: free
24

One-day Free

Feb

Lunch/dinner:
free

(Sun)
25

Feb

(Mon) –
1

Mar

(Fri)
1

Mar

(Fri)

Opening session

*2 Refer to the NUS

Refer to the NUS

in 25 Feb.

Program Schedule

Schedule

Closing session at

[Departure]*1

Dinner: keep in

NUS

Singapore (1:20) -

mind that we will

Program with
NUS

Approx. 21:00

Hotel-Airport: Bus

have a long flight

Departing the
hotel – to the
Airport
2

Mar

(Sat)

[Arrrival]
- Nagoya (8:40)

*1. We will use direct flight to Changi Airport.
*2. NUS schedule will be sent to you when it is ready.

Breakfast: in-flight

NUS プログラム・スケジュール(tentative)：
Date/
Time

25-Feb-19

26-Feb-19

27-Feb-19

28-Feb-19

1-Mar-19

Mon

Tue

Wed

Thur

Fri

8AM

9AM

Opening by Prof
Chng

MAS Gallery

Prof Ravi

Tour: 9.30am-12pm

Singapore Law

BIZ1 02-01

BIZ1 02-01
Prof Toh Mun Heng
Q&A session on SG
economy and
region
BIZ1 02-01
Prof Lee Hon Sing
BIZ1 02-01

10AM
NUS Campus Tour MRB/Halls/Utown
11AM
12PM

Lunch
Lunch

1PM

2PM

Marina Barrage
Tour: 9am
Cert Presentation
*To rooftop if time
by Prof Chng
permits

Lunch

Company visit

NUS Enterprise
Visit

*waiting for
confirmation*

*waiting for
confirmation*

Japanese Chamber
of Commerce
Singapore

Tea refreshments
LTA
Tour: 11am 1230pm

Lunch
Company visit

Case work - Koh Eu
Beng
BIZ1 02-01

*conducted in
Japanese*
3PM
Sports Activity in
Sharing session:
NUS
3pm
i.e.
Pasona Singapore
Frisbee/Badminton
Pte. Ltd.
4PM
*conducted in
Japanese*
Sharing session:
5PM
430pm

*The highlighted ones are still pending confirmation.

Phototaking +
Video + Sharing
session
BIZ1 02-01

Lunch

*waiting for
confirmation*

HDB LivingSpace
Tour: 3pm
Free & Easy

Student Presentation
Case Study on “Grab”
in
NUS Business School

What is famous in Singapore?

GRAB STRATEGY IN JPN

Kensuke Miyamoto, Hiroki Fujishiro, Kyoko Nawa

Q1

Q2-1

Q2-2

Conclusion

How did Grab become successful in Singapore?

Outline

①Localization strategy
Q1:HOW DID GRAB BECOME SUCCESSFUL IN SINGAPORE?

Grab concentrates its management resources on Southeast Asia

Q2-①:HOW SHARING ECONOMICS WILL BECOME COMMON IN JAPAN?

②Expanding various services
A single application…people use a lot of services
in a single application

Q2-②:HOW GRAB WIN ITS COMPETITORS IN JAPAN

A point system…people can save points

CONCLUSION

introduction

Q2-1

Q2-2

Conclusion

HOW GRAB WIN ITS COMPETITORS IN JPN

How sharing economics will
become common in Japan?
Save money by choosing GRAB not
normal taxi!

Regulation

Q1

1.Using various different types of
services in just one application
2.Committing Japanese

introduction

Q1

Q2-1

Q2-2

Conclusion

introduction

Q1

Q2-1

Q2-2

Conclusion

CONCLUSION

Committing Japanese

Using various different types of services in just one application

+α

Point
Service
Transport

1.Using various different types of services
in just one application

Food

success

2.Committing Japanese

Delivery

Payment

introduction

Q1

Q2-1

Q2-2

Conclusion

introduction

Q1

Q2-1

Q2-2

Conclusion

Today’s Outline
• How did the Grab become successful in Singapore?

Grab’s Strategy

How did the Grab become successful in Singapore?
1. Payment System

2. Effectively answers individual demands

REN UEDA, MASAHIRO FURUKAWA, KAORU YOKOE

• How can Grab become successful in Japan?

3. Price Control
4. Convenience

How can Grab become successful in Japan?
Customer

• The rate of home with a
car is declining

• Automobile-related
taxes are too expensive

Regulation
• Under the current law,
we can’t introduce
sharing car system in
Japan.
• Talking about sharing
service has already
started

Demand
• Sharing service has an
attractive demand

• A lot of company
suppose that the sharing
society will come soon

How can Grab become successful in Japan?
Sharing Model

ONLY 5MINUTES
Area

Nagoya city

Target

Businessman

Fare

Dynamic pricing

Business ties

“Coin parking company”

↓
We save 15 more minutes !!

Advertisement Stations, parking

OVER
20MINUTES !!

Thank you for listening!

Q1 How did Grab become successful in Singapore?

TEAM3
SHIINA IMAI , YUJUNG LEE , YUGA YAMAMOTO , J OYCE

Promotion

Brand

Accessible

Market

Q2 How can Grab be successful in Japan?

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc112320.html

position

Merit

Reduce waiting time
Pick up

Delivery

Storage fee
Secure of delivery capacity

Easy to Grab taxi
commission

Thank you
for listening!

Pick up

Delivery

1. Why did Grab Succeed?

GrabExpress
Miri Kojima, Takuma Yoshikawa

Grab vs Standard Taxi

Grab vs Uber

・Proceed with smartphone app

・ More localized
∵Grab began in Malaysia

・Final price shows when booked
・Can track the route
・Driver’s rating system

・Marketing campaign
・Rewarding system
・Promotion code

2. What is “GrabExpress”?
・Beta trial from Oct. 23rd 2018 in Singapore in limited areas

3. SWOT analysis ~GrabExpress entering Japan~
S

・Grab has a know-how to operate this service.
・Can deliver within few hours.

W

・The GrabExpress serves only in limited areas. (e.g. Tokyo, Osaka etc.)
・More expensive than Japan Post .

・Grab app & pay can be used to order, pay & track deliveries
・Door-to-door delivery service of parcel & documents
・Target: Businesses ＆ Small and Medium-sized enterprises（SMEs）
・Delivered within 2 hours after booking

O

・All deliveries comes with insurance

T

・No other company does this kind of door-to-door delivery service.

・There are law regulations in delivering others stuffs.’

4. Conclusion & Suggestion
・Now if GrabExpress enters Japan, it can earn the
advantage as a first entry
・There are needs for business use in delivering fast
・Proceed in just 1 app
・Limited only in downtown

Thank You for Listening!

Student Reports

シンガポール派遣

報告書
経済学部経営学科 4 年 宮本健佑

1.フィールドワークで行ったこと。また、フィールドワークを通して学んだこと。そして、
それが将来の進路にどのように役に立つか。
私たちのグループは、
「シンガポールにおける資生堂の戦略」というテーマを設定し、フ
ィールドワークを行った。日本では日本の化粧品メーカーが高いプレゼンスを保っている
中、海外ではそのプレゼンスがどのようになっているのか。また、肌の色や美容意識が異な
る海外では、日本の化粧品メーカーは日本と同じ戦略を採っていては成功できないと考え
た。それでは、海外では日本の化粧品メーカーはどのような戦略を採っているのかを調査し
たいと考えたため、このテーマを選定した。この際、日本の化粧品メーカーの日本とシンガ
ポールの戦略の違いをマーケティングミックスの 4P(Product, Price, Place, Promotion)
に基づき、調査していった。この 4P の違いを明らかにするために、フィールドワークとし
てアンケート調査、売り場の視察を日本、シンガポールそれぞれで実施した。
今回のフィールドワークを通して学んだことは、3 つある。一つ目は、マーケティングや
経営戦略についての理解が深まったことである。これまで、大学でマーケティングや経営戦
略の理論の勉強を行ってきたが、今回は実際に特定の業界・企業に焦点を絞り、業界の構造
や実際に採っている戦略を調査したことで、より理解が深まった。私が春から勤める企業も
海外展開を行っているため、今回得た知識は今後働く上でも役に立つと思う。
二つ目は、グループワークのノウハウを学べたことである。まずは、自分たちで問題意識
を持ってテーマを設定するところから始まり、明らかにしたいことを自分たちなりの仮説
を考えた上で設定する。そして、その明らかにしたいことが分かるような情報がどのような
ものか、またその情報をどのように収集するかを考え、実施する。最後に収集した情報から
わかることは何か、自分たちなりに考え、まとめる。この手順は実際に仕事を行う上でも、
同様に行っていくことが多いと思うので、今後に活かしていけると思う。
三つ目は、自分のグループでの役割の果たし方を学ぶことができた。私は大学 4 年生とい
うことで、グループの中では最年長であったため、グループの中で如何にリーダーシップを
発揮できるかを考えながら、今回グループワークに臨んでいた。最年長として、積極的に自
分の意見をグループに共有し、グループ全体が前に進むよう務めていた。しかし、自分の考
えがしっかり伝わらずに、メンバー間で理解の違いが生まれてしまったりして、メンバーの
意見を引き出しきれなかったこともあった。これからの仕事はチームで行うことが多いと
思う。その中で、自分がどのようにリーダーシップを発揮すべきなのかを、今回の経験を活
かして考えていきたいと思う。

2.NUS とのプログラムで学んだこと。プログラムの中で最も記憶に残ったこと。
NUS とのプログラムで学んだことは大きく二つある。一つ目は、NUS の授業の体験で実務
に近い考え方を学ぶことができたことである。NUS の教授の方々から法律、経済、マーケテ
ィングなどのレクチャーを受けさせてもらった。日本の大学の講義では、学術的な理論など
を学ぶことが多いが、NUS の講義はより実務に近い内容になっていた。特にディスカッショ
ンの授業では、Grab という企業に絞り、Grab がシンガポールで成功した要因、また日本で
成功するための戦略について考え、発表した。日本の授業では、このように具体的なビジネ
スに近い形でディスカッションする機会は少なかったので、初めは少し戸惑ったが、私にと
っては非常に興味深い内容だったため、積極的に参加するように努めた。また、ディスカッ
ションには NUS の学生も参加してくれ、様々な視点からアドバイスをしてくれた。普段から
このような授業を受けているからか、まだ一年生であるのに知識が豊富で感心した。短い時
間であったが、日本の大学とは異なる NUS の授業を受けたことで、多くのことを学べたと思
う。
二つ目は、海外で働くことについての将来像を構築できたことである。今回のプログラム
では、日本企業のシンガポールにある拠点を訪問する機会が多くあった。そこでは、日本人
の駐在員の方も多くいて、その方々のお話しを聞けることは、将来海外で働きたいと考えて
いる自分にとって大変貴重な機会であった。駐在している方々に聞いてみると、やはり文化
や言語の異なるローカル従業員と一緒に仕事することは、日本で仕事するより大変なこと
も多いと言っていた。しかし、シンガポールで働いている方々は全員、生き生きしていて、
楽しそうに働いており、海外で働きたい気持ちはより強くなった。特に私の記憶に残ったこ
とは、商工会議所の事務局長の方が話してくださった「人として大切にすべきこと」の話で
ある。事務局長は、人として大切にすべきこととして、時間を大切にすることと人に嫌われ
ることを怖がらないことの二つを挙げたが、非常に共感できると思った。これから社会人に
なるにあたって、常に心掛けていきたいと思う。また、海外で働くにあたって大切なことと
しては、英語力と常識に捉われない柔軟性の二つを挙げていた。他の駐在員の方々も全員、

英語力は必ず必要だと言っていたので、まだまだこれから英語の勉強に励まなければいけ
ないと再確認することができた。

3.プログラム全体を通して良かった点、悪かった点。プログラムに関して言いたいこと。
良かった点
・多くの企業に訪問ができ、様々なためになる話を聞けたこと。
・フリーで使える時間も十分にあり、シンガポールを満喫できたこと。
・NUS の授業では、一方的に聞くだけでなく、ディスカッションなども多かったこと。
・NUS の学生とのスポーツアクティビティは、仲も深まり、非常に楽しかった。
悪かった点
・プログラムの期間が NUS のテスト期間と被っていたため、NUS の学生が参加できる日数が
少なく、また夜に一緒に遊びに行くことがあまりできなかったこと。
・プログラムの中にもう少し NUS の学生と一緒に何かをするプログラムがあった方が良か
った。
（一緒に企業訪問をして、話を聞くというものが多く、交流の機会は少なかったと感
じた）
・企業訪問の時間が短く、質疑応答の時間が十分にないことがあった。（JETRO、PASONA な
ど）

美容・化粧品に関するアンケート


お客様情報

性別：男性・女性
年齢：①10 代 ②20 代 ③30 代 ④40 代 ⑤50 代 ⑥60 代
Q1. 普段メークにかける時間
①10 分未満 ②11~20 分 ③21~30 分 ④31~45 分

⑤46~60 分 ⑥61 分以上

Q2. メークを行う頻度
①毎日 ②週に 3,4 日 ③週に 1.2 日 ④特別な日のみ ⑤メークはしない
Q3. 普段使用している化粧品(複数回答可)
①ファンデーション ②口紅 ③アイシャドー ④アイブロー ⑤チークカラー
⑥アンダーメーク ⑦アイライナー ⑧マスカラ ⑨フェイスパウダー ⑩BB クリーム ⑪リップグロス ⑫
コンシーラー ⑬リップライナー ⑭フェイスカラー ⑮クレンジング ⑯洗顔料 ⑰化粧水 ⑱乳液
Q4. 化粧品を購入する際に参考にする情報源(複数回答可)
①店頭の広告 ②テレビ CM ③口コミサイト ④SNS ⑤雑誌 ⑥その他(

)

Q5. 現在使用している化粧品のブランド
口紅：

化粧水：

ファンデーション:

Q6. 1 カ月で化粧品にかける費用
①500 円未満 ②500~1000 円 ③1000~2000 円 ④2000~3000 円 ⑤3000~5000 円
⑥5000~10000 円 ⑦10000 円以上
Q7. 普段化粧品を購入する場所(複数回答可)
①ドラッグストア ②デパート・百貨店 ③スーパー(イオン、イトーヨーカドーなど)
)

④ディスカウントストア(ドンキホーテなど) ⑤インターネット ⑥その他(
Q8. 化粧品を購入する際に重視する点
①ブランド ②値段 ③口コミ ④デザイン ⑤その他(

)

Q9. 日本製化粧品のイメージ
① 高品質 ②信頼できる ③ファッショナブル ④低価格 ⑤その他(
ご協力ありがとうございました。

)

Questionnaire on beauty and cosmetics
■ Customer information
Gender：Male・Female
Age： ① 10's

② 20's

③ 30's

④ 40's

⑤ 50's

⑥ 60's

Q1. How long do you take for make-up?
① Less than 10 minutes

② 11-20 minutes

③ 21-30 minutes ④ 31-45 minutes

⑤ 46-60 minutes

⑥ More than 61 minutes
Q2. How often do you make up your face?
① Every day

② 3 or 4 days a week

③ 1 or 2 days a week ④ Only on special days

⑤ Never

Q3. Which cosmetics do you normally use? (Multiple answers acceptable)
① Foundation

② Lipstick

③ Eye shadow

④ Eyebrow

⑤ Cheek color

⑦ Eye Liner

⑧ Mascara ⑨ Face Powder ⑩ BB Cream ⑪ Lip Gloss

⑬ Lip Liner

⑭ Face Color ⑮ Cleansing

⑥ Under Make
⑫ Concealer

⑯ Face Washing ⑰ Skin Lotion ⑱ Milky Lotion

Q4. Which sources do you refer to when purchasing cosmetics (multiple answers acceptable)
① Storefront advertisement ② TV commercial ③ Website ④SNS ⑤ Magazine
⑥ Recommendation of acquaintance ⑦Other (

)

Q5. Which cosmetic brands do you use?
Lipstick: _______________________

Skin Lotion:________________________

Foundation:________________________
Q6. How much does it cost per month for cosmetics expenses?
① Less than 12$

② 12$-36$

③ 36-61$ ④ 61$ or more

Q7. Where do you buy regular cosmetics? (Multiple answers acceptable)
① Drug store
⑥ Other (

② Department store

③ Super market ④ Discount store

⑤ Internet

)

Q8. What do you place emphasis most on purchasing cosmetics?
① Brand

② Price

③ Review

④ Design

⑤ Other (

Q9. What kind of Image do you have on Japanese cosmetics?
① High quality

② Trustworthy

⑤ Other (
Thank you for your cooperation.

③ Fashionable
)

④ Low price

)

シンガポール研修報告書
経済学部 経営学科
４年 山元 雄翔
1. フィールドワークで何を調べたのか、およびそれを通して学んだこと
今回の経験を将来のキャリアにどのように役立てるか
今回の研修において私の班の研究テーマは「資生堂の日本とシンガポールの戦略の違いを分析する
こと」であった。まずは日本における資生堂の戦略を学ぶ必要があったため、シンガポール研修の事前
学習として名古屋の栄周辺においてアンケート調査を実施した。また、どれくらいの種類の化粧品が売
られているか、どのメーカーの化粧品が取り扱われているか、どれくらいの価格帯で売られているか等
を調査するため、日本のデパートやドラッグストアなどの化粧品売り場を視察した。
シンガポールでのフィールドワークとしては、主にオーチャード・ロード路上でのアンケート、化粧
品売り場の視察、及び高島屋や伊勢丹などのデパートの化粧品売り場の店員さんへの聞き込み調査を行
った。アンケートは日本と同じ質問をすることによって、日本の女性とシンガポールの女性の化粧品に
関する意識や傾向などを調査した。また、日本と同様に高島屋や伊勢丹などのデパート、ワトソンズや
ガーディアンなどのドラッグストアを視察し、どれくらいの種類の化粧品が売られているか、どのメー
カーの化粧品が取り扱われているか、どれくらいの価格帯で売られているか等を調査した。また、デパ
ート及びドラッグストアの化粧品売り場の店員さんには資生堂や SK-Ⅱ等の日本製の化粧品の売上やど
のような年代の方が日本製の化粧品を購入されるのか、また、その店でどのようなブランドの商品が人
気かについてインタビューした。これらの結果をもとに、資生堂の日本とシンガポールの戦略の違いを
分析した。以下、これらの調査からわかったこと及び分析した結果である。
まずは、アンケート結果について見ていく。名古屋でのアンケートについては残念ながら私は参加す
ることができなかったが、化粧品班のメンバーが名古屋でとってきてくれたアンケート結果とシンガポ
ールでフィールドワークとして行ったアンケート結果を比較し、その違いを分析した。
日本とシンガポールで大きく異なった点は２つある。１つ目は化粧品を購入する場所である。日本での
アンケート結果では、ドラッグストアで買う人が一番多く、次いでデパートで買う人が多かった。そし
て、ドン・キホーテなどのディスカウント・ストアやスーパー、インターネットで買う人はそれぞれ７％
程度であった。これに対し、シンガポールでのアンケート結果では、デパートで買う人の数が最も多く、
全体の 45％を占めていた。次いで、ドラッグストアとインターネットで購入するという人が多かったが、
日本に比べると格段に少なかった。
２つ目は化粧品を買う際に重視する点である。日本では口コミを重視する人が最も多く、次いで値段
を重視する人の数が多かった。一方、シンガポールでは、口コミを重視する人が最も多かった点では日
本と異ならないが、ブランドを重視する人が日本に比べてとても多かった。以下は、これらの結果につ
いてのグラフである。
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これらからわかる通り、シンガポールにおいてはブランドを重視する人が多く、気に入ったブランド
の商品については長く使う人が多いことがわかる。そのため、商品を販売する会社は日本以上にブラン
ド力を保持しなければならないということが分かった。
次に、売場視察によってわかったことについて見ていく。下記の表は具体的な違いについてまとめた
ものである。
日本

シンガポール
デパート：基本的には日本と同じでエスティローダーやシャ
デパート：資生堂やSK‐Ⅱなどの日本製品からエス ネルなどの高級ブランドを扱っている。高島屋及び伊勢丹
ティローダーやランコムなどの海外製品まで幅広く では日本製品の会社として資生堂やSK‐Ⅱの商品を扱って
売っている。
いる。しかし、価格が表示されていない点で日本と異なる。
売場

価格

ドラッグストア：資生堂やSK‐Ⅱなどの高級なものか ドラッグストア：KOSEや肌研などの日本製品が売られてい
らKOSEやKANEBO、CANMAKEなどの低価格品まで る。しかし、日本製品よりも韓国製品やアメリカ・カナダの製
幅広く売っている。ただ、エスティローダーやシャネル 品のほうが取り扱っている種類が多い。
などの海外製品は取り扱っていないことが多い
また、日本とは違って資生堂やSK‐Ⅱの商品は取り扱って
いない。
資生堂の製品の価格については高いものから低いも シンガポールでの日本製の化粧品の価格は日本の1.5倍
のまであるが多くのものは3000円程度である。
である

表にもある通り、シンガポールでは日本製の化粧品については、価格帯によって売る場所が明確に分
けられていた。資生堂や SK-Ⅱなどの高価格帯のブランドはワトソンズやガーディアンなどのドラッグ
ストアでは全く売られておらず、デパートでのみで売られていた。そして、資生堂や SK-Ⅱなどが売ら
れているデパートでは、これらのブランドの商品について値札がなかった。これらのことから、資生堂
や SK-Ⅱはシンガポールにおいて高価格ブランドを売りにし、富裕層をターゲットにしていることがわ
かる。また、ドラッグストアに商品を置かない理由についても、日常生活において頻繁に利用する店舗
に置くのではなく、デパートという高価格帯のものがメインで置かれている店舗にのみ置くことで“高
価格の化粧品”というブランドイメージを守ることができることが理由であり、これも富裕層をターゲ
ットにしているためであると私の班では結論付けた。
最後にガーディアン、および SEPHORA の店員さんにインタビューしてわかったことを見ていく。ガ
ーディアンでは資生堂や SK-Ⅱなどの高価格帯のブランドの化粧品は取り扱っておらず、日本製のもの
としては主に KOSE や肌研、ロート製薬などの商品を取り扱っていた。インタビューの結果、一番売上
が大きいものはアメリカ製やカナダ製のものであることが分かった。日本製の化粧品については、主に

中華系シンガポール人が購入していることがわかった。SEPHORA では、デパートのように高価格帯の
ブランドを主に扱っていたが、SEPHORA 自身がプロデュースしている化粧品についても扱っていた。
その価格は高価格帯ブランドの 1/2～1/3 程度で販売されていた。インタビューの結果、資生堂の化粧品
を購入する人は主に 50 代から 60 代であることが分かった。その理由のひとつとして、店員さんが若い
女性に対してはあまり資生堂の商品をオススメしないことがある。資生堂の商品は高品質であり、肌を
保湿させる効力がとても高い。しかしながら、若い女性は肌自体に保湿しようとする力があるため、資
生堂の商品のように保湿力が高いものは必要なく、安い化粧品で十分であると考えられているようであ
った。
これらの結果から、日本では資生堂は消費者が買いやすいドラッグストアから高価格帯ブランドを販
売するデパートまで幅広い場所で売っており、少しでも多くの消費者が目にするような戦略をとってい
るのに対し、シンガポールでは日本以上にブランドイメージを重視するため、デパートにおいてのみ販
売することによって高価格・高品質なものというブランドイメージを保つ戦略をとっていると考えた。
また今回のフィールドワークでは、研究テーマ以外についても学べたことが多かった。私は海外旅行
が好きで、この一年何度も海外に行っている。しかし英語があまり得意ではないため、近くに英語が得
意な友達がいる場合にはすぐに頼ってしまっていた。しかし、アンケートでは全く面識のない人に対し
て不得意な英語で行わなければならなかった。そのため、アンケートの実施後は、周りに英語が得意な
友達などがいる場合でも積極的に自分から外国人に英語で話しに行くことができるようになり、NUS の
学生とも拙い英語ではあったが、楽しく話をすることができた。そして、このアンケートを実施したこ
とによって度胸がついたと自分でも思う。今まで不得意であるという理由だけで消極的になっていたこ
とも多々あったが、これからは不得意な分野や達成できるか不安な分野に対しても積極的に挑戦してみ
ようと思うことができるようになった。これから社会人として働くことになるが、何事もまずは挑戦し
てみるという気持ちを持ち続けることが、今回のフィールドワークで学んだことを将来のキャリアに役
立てることにつながると思う。
2. NUS の学生とのプログラムを通して学んだことおよび一番記憶に残っていること
NUS との共同プログラムを通して、多少英語の文法がおかしくても、あまり単語を知らなくても意思
疎通が図れることを学ぶことができたとともに、感動した。また、シンガポールは多民族国家であるた
め、NUS の学生も中華系やマレー系の学生など様々な人種の学生がいたが、それぞれの文化を尊重しあ
いながら生活していることに感銘を受けた。NUS の学食ひとつ取っても、日本食から韓国料理、中華、
ベトナム料理までそろっており、多民族国家ならで
はの光景を目の当たりにした。特に NUS の学生と一
緒に行ったスポーツ・アクティビティが一番思い出
に残っている。スポーツをする前は会ったばかりで
緊張していたが、一緒にスポーツをしたらすぐに仲
良くなれた。中でも、フリスビーは全員でやること
ができ、とても白熱した。

3. 研修全体で良かった点・改善すべき点
研修全体で良かった点は 2 つある。１つは、
フィールドワークの時間が多く取られてい
たことである。フィールドワークの時間が
多く取られていたため、アンケートを取っ
たり、実際に売場視察を行ったりと自分た
ちで決めた研究テーマを深いレベルにまで
掘り下げて調査することが出来た。
そしてもう１つは丸１日フリータイムの
日があったことである。日曜日は丸１日フ
リーの日であったため、化粧品班のメンバ
ー全員でセントーサ島に行った。休日に同じ班の子たちと一緒に遊ぶことで絆が深まり、それ以降のグ
ループワークについてもとても活動しやすくなった。
これに対して、改善すべき点も２つある。１つはシンガポールで多くの企業を訪問させていただいた
が、訪問する会社数を減らし、１社に費やす時間を増やすことである。そうすることで、より深いレベ
ルでのディスカッションができると考える。２つ目は、NUS の学生と交流する時間をより多く確保する
ことである。今回の研修では、NUS の学生とのグループワークをする時間がとても少なかったように感
じた。Grab についてのディスカッションに関しても、最初から NUS の学生と合同のグループで案を出
し合いながらグループワークをして、プレゼンができたら良いなと感じた。
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1. What you have done on field work? And what you have learned through that?
What could be useful for your future career?
Our team was interested in the difference in how people think about beauty and makeup
between Japan and Singapore. We focused on the difference of SHISEIDO’s marketing
strategy in Japan and in Singapore. SHISEIDO is one of the top Japanese cosmetic brands.
We conducted a street survey to research about people’s interest in cosmetics in Nagoya,
Japan and Orchard Road, Singapore. In Singapore, we also researched the price, the way
of promotion, product lineups of cosmetics in drugstores (Guardian and Watsons),
cosmetics shop (SEPHORA) and department stores (Takashimaya, Isetan, TANGS) to
compare Singapore cosmetic market with Japanese one.
According to the street survey, we found that people in Singapore do not makeup as
frequent as Japanese people and use a less number of items compared to Japanese people.
The reason can be the difference in weather, skin type and a sense of beauty. According
to the research in the real shops, including the interview to the SHISEIDO shop staffs, the
sales arrangement was almost the same in both countries, we found out the big difference
is the type of customers in Singapore. Japanese high-quality cosmetic brands represented
by SHISEIDO attracts older women, especially in their 60s and 70s, and ethnically
Chinese people. This might be caused by SHIISEIDO set the target to such customers by
promoting skincare products which has higher quality than competitors’ product.
In Singapore, more popular cosmetic brands are from U.S.A or France than Japan or
South Korea. In such a market, SHISEIDO aims at market expansion globally by
improving the personalized customer services by focusing on high-quality skincare
products. Moreover, they will target the young consumers in Asia, including Singapore,
through prompting cheaper and more fashionable products like they have got already in
Japan.
I experienced the street survey for the first time and had difficulty even to talk to a
stranger in foreign country. Through this experience, I learned the importance of telling
our purpose and background of the survey as clearly as possible, so that respondents do
not distrust us. I want to care about such things when I need to research about something
in the future. Through this project, I needed to act positively while thinking what to do
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and entrust some work to members. I think I could improve the ability to work efficiently
with team members in the limited time.
2. What you have learned through program with NUS? What is the most memorable
moment?
On the first day of the program,
we toured the NUS Campus
guided by NUS students and staff
members. We visited incubator,
cafeteria, library, community
space and so on. All the place
looked more advanced and
comfortable to stay and study
than our University. I felt envious
of that.
On the other day, we took 3 classes: Singapore Law, Singapore Economy and Marketing
by NUS faculties. Every lesson took only an hour but increased our motivation to deeply
learn about not only Japan but also other Asian countries. Especially, through the
Marketing lecture, I learned that branding is essential in making a success from the many
example of the companies investing highly.
Moreover, we discussed the
possibilities
of
shared
economy in
Japan.
In
Singapore, Grab, which offer a
variety of service such as ridehailing transport services, food
delivery and payment solutions
through its app, forms financial services ecosystem for 650 million people living in
Southeast Asia. On the last day of the program, every group consists of 4 members,
including one NUS student, had presentation with answering to the questions bellow:
Q1. How did Grab become successful in Singapore?
Q2. How can Grab become successful in Japan?
I had difficulty thinking how shared economy can be more successful in Japan, although
some company such as Uber and Airbnb suffer from serious problem caused by restriction
in Japanese Law. We discussed and researched a lot and finally could manage to find out
some advantage of Grab. I learned the importance of conducting a project anyway to
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answer the question even when I am stuck.
In my university, I have less opportunity to have discussion and presentation with the
group members. So in this program, I felt the importance of doing output in such a group
project. I want to join such an activity more positively.
3. What is good/bad about the program overall? Any comments throughout the
program?
Through the program, I experienced group projects many times. In such activities, I
could reinforce ability to plan, managing time, to think logically and communicate with
the members while organizing our thoughts.
In some company visits, I could get many information and the different point of view I
needed for thinking about how to work in the future. All the workers who we met in this
program looked like brilliant and enjoying their work and life, but I realized that people
who are working overseas must get over many difficulties about the cultural differences.
The words from the Japanese staff in POKKA, “In the age to come, more than two skills
are needed to work globally” resonated with me. I want to learn more about anything
regardless to how helpful it is in the future job.
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1. Q: What you have done on field work? And what you have learned through
that? What could be useful for your future?
A: We conducted a research about how Japanese cosmetic companies expand their business in
Singapore. And comparing to how different it is to strategies in Japan.
As the way of research, we did two things: one is questioner and the other is observation. We
conduct questionnaires about impression of Japanese cosmetic brand and how much she is
interested in beauty. Both in Singapore and in Japan, we got more than 50 questionnaires. We also
observed how cosmetic are sold in Japan and in Singapore. We went to department stores like
Takashimaya and Isetan, and drugstores like Sugiyakkyoku, Guardian etc … in both countries and
finally found a lot of differences.
Below, I tell you about what we found through questionnaires and observation in detail.
First, I focus about questionnaires. Through the questionnaires we found three differences
between Japanese and Singaporean.
First, it is about the place where they buy their cosmetics. In Japan, the most popular place is
drugstore, but in Singapore, it is department store.
Second, about what is important when they buy cosmetics. In both countries, people emphasize
most about Review, but in Japan, more people care about price than “brand name”. However in
Singapore, more people care about “brand name” than price.
Third, about image on Japanese cosmetics. In Japan, almost all think it as “trustworthy” but in
Singapore “high quality”.
Next, I will focus on observation in both countries.
First, I will tell you differences of drugstores in both countries. In Japanese drugstores, Japanese
cosmetic brands occupy more than 40 % of the sold space in a drugstore, but in Singapore, the rate
of America to Japan to Korea is roughly 4 to 3 to 3. About the price of Japanese cosmetics, some
products which were made in Japan and were exported to Singapore are more expensive than in
Japan. Others which were made outside Japan (in Singapore or in its neighbors and exported to
Singapore) (though, those use Japanese characters on those packages.) are almost the same price to
products sold in Japan.
Next, I will focus on the common points and differences of department stores between both
countries. About the common points, it is roughly the same price between both countries, the kinds
of the brand are similar. About the differences, in Singapore there are not any price tags. Probably
for one reason, its customers’ income level is so high and for another reason its customers care the
price less than customers in Japan and more emphasize on the quality or brand value. Actually
according to the questioner, Singaporeans emphasis more on the brand name than Japan.
Advertisements are also different. In Japan, the persons of Japanese cosmetic companies’
advertisements are, of course, Japanese. But in Singapore, the persons are Singaporeans. As
interesting differences, Korean cosmetic companies use same persons in their advertisements,
Korean persons are used in both countries.
From now on, I will tell you about what we learned from the shop clerks. According to a Shiseido
Staff, Shiseido focus on skincare. Giving the questioner we conducted, a certain number of
Singaporeans like to use Japanese skincare products. And over 90% of its customers are Chinese.
Probably it’s because many of wealthy class in Singapore are Chinese.
Then let me go to the final question, “What could be useful for your future?”
I learned what I didn’t know before, as itself for me, quite a good experience for my future
because my brain has already learned that “教養” is useful though we don’t know when, but “ the
time” must appear in my life.
However, actually the most useful things for my future, I think, is not such things, but having
done some research with students who are well experienced and have motivation for learning.

Younger students made me realize how low my ability is. 4th year students tell me a lot of things to
research like how to decide what we do in research in Singapore, how to construct our presentation,
how to conclude and in the presentation, what we should care about etc… I learned so many things
from them. When this experience will be useful in the nearest future is that time Japanese style of
job hunting. Because at that time, I have to take some interviews, do group discussion or
presentation.

2. Q: What you have learned through program with NUS? What is the most
memorable
Through the NUS program, we went to a lot of places like MAS, Yamato Co., JCCS, Pasona,
Mizuho, LTA, etc… Through the visits, we learned a lot like how to be successful in a foreign
country, how banks help international trades, how logistic system works in Singapore etc… and we
took some lectures in NUS building. In these classes, we learned the differences of law between
Japan and Singapore, how to make successful brand strategy etc… In these a lot of nice
experiences, what impressed me the most is, presentation about how Grab (which is a one of
Malaysian company, succeeded in Singapore on the sharing car) success in Singapore and to
success in Japan, what Grab should do. In the presentation, I and older students focus on “ice
break”. Actually, this is my first time to seriously practice “ice break” more than 30 min. before the
presentation. I am not confident of our joke, (the reason I did “ice break” is that older students
invited me to do ice break.) but after the presentation, I had the respect for that older students
because our ice break succeeded and everyone laughed (though I just help his ice break and mainly
just he made everyone laugh). At that time, I thought ice break is interesting and important. And I
strongly thought when I do presentation, if having enough time, I will try to include ice break in my
presentation.
Below, this is a picture we took in front of NUS Business School.

3. What is good/bad about the program overall? Any comment through the
program?
For me, the best of many good things about this program is that I experienced to research
something (conduct field work) with so smart, intelligent, enlightened and nice students and super
excellent professor who gives us good advice for our presentation, researches, and students’ lives
etc… (Sometimes, I lost my confidence because of his great critical short advice for my
presentation. But these advices exactly gave me motivation to learn things harder, try to get more
experiences and make my mind more sophisticated one). Thorough the researches, I experienced a
lot of something new.
About the bad things to this program, I cannot come up with any idea. So I don’t have nothing to
write.

Finally, I want to write my appreciation to all who are related to this program. This is so nice and
great experiences for me. Thank you so much.

Japanese Chamber of Commerce, Singapore

Yamato Corporation

A picture with NUS students.

シンガポール派遣報告書
今井詩菜
１．NUS でのプログラムを通して
NUS では英語で国際経済や法律の授業を受けたり、Grab というシェアリングサービスの
会社の日本進出を想定して新しいビジネスを考えるプレゼンテーションを行ったりしまし
た。その中で私は、勉強やスポーツ、他の物事にも幅広く主体的に取り組む NUS 学生を見
て、自分も主体的に勉強や趣味に取り組みたいと感じました。
NUS で授業を受けて私は第一に、生徒の授業に対する姿勢が日本と全く違うということに
とても驚きました。NUS での授業は「受ける」のではなくまさに「参加する」授業です。NUS
では教授が学生に、授業の途中で質問やプレゼンを求め、生徒は授業の要所要所で投げかけ
られる質問に、まさに打てば響く返事をしていました。これは聞く分には簡単そうですが、
実際に行ってみるととても困難なことです。教授の言うこと自体は理解できても、ぱっと質
問されたときに正しい答えを返すには授業外の経済学の知識・常識を身につけていなくて
はなりません。また、瞬間的に思考を巡らせて、その中から答えを引っ張ってくる必要があ
ります。この授業を通して、自分が日本でこれまでどれだけ無思考に授業を「受けて」いた
か痛感しました。また、プレゼンテーションに関しても、NUS の学生は授業に出られないほ
ど忙しくても、与えられた課題に対する意見をメールで送ってくれるなど、課題や授業に対
する好奇心が高く、そのために自分の時間を惜しまないことが伝わってきました。
しかし一方で、NUS の学生は一度授業が終わればスポーツや趣味に没頭します。歓迎会で
行ったスポーツアクティビティでは、多くの NUS の学生が汗だくになって、私たち以上に本
気で楽しんでいました。勉強にも、遊びにもけじめをつけて主体的に取り組んでいる NUS の
学生を見て、私はこれまで「単位をとるため」など消極的な姿勢で授業に臨んでいたことを
反省し、主体的に興味のある授業をとっていきたいと感じました。そのため、授業や訪問前
に予習したり、疑問に思ったことは積極的に質問するように意識をしたりしてみると、授業
の理解が深まり、より興味がわいて
きました。このように授業や遊びな
ど力を出し切れていないことに対
して、自分で何か一歩アクションを
とり、より楽しめるよう今後も主体
的に動いていきたいと思います。

２．フィールドワークを通して
フィールドワークでは、私たちの班は日本の化粧品企業の日本と海外との戦略の違いに
関して調査しました。まず、渡航前に日本の化粧品市場について調べるため、栄の三越前に

行き約 50 人を対象にアンケート調査を行いました。シンガポールでもオーチャートの高島
屋をはじめとするデパートの前で、同様のアンケート調査を進めると同時に、ドラッグスト
アやデバートの化粧品売り場におもむき、日本のものと比較を行いました。アンケート調査
から、日本人よりもシンガポール人の方がよりデパートで化粧品を買う人が多く、シンガポ
ールでは日本製品は割高に販売されていることが分かりました。また、デパートやドラッグ
ストアの調査から、シンガポールには現在多くの韓国製化粧品が進出しており、またそれら
がドラッグストアでは低価格帯で販売されていることが分かりました。これらの事実から、
日本製の化粧品は「安全・高品質な日本製」というイメージを武器に、高価格帯でデパート
メントストアなどの限られた場所で販売することで、ブランドを確立し韓国製の化粧品と
差別化を図っているのではないかと考えました。
私はこのフィールドワークを通して、海外でのビジネスや進出が容易でないことを感じ
ました。今回のフィールドワークでは、シンガポールのデパートや生活の様子を見たことが
ないため、渡航前に仮説を立てて結果をイメージすることが大変難しかったです。そのため
何から手をつけて良いのか分からず、準備や方向性が曖昧なままスタートを切りました。実
際に現地に行ってデパートや市場の声を聞いてみても、明確な結果がなかなか得られず軌
道修正をしながら、様子を見ながらの調査とならざるをえませんでした。私はこれまで、海
外進出には関税や規制、情勢の変化など様々なハードルがあると言うことを授業でよく聞
いていました。それとはもちろん規模が違いますが、海外の市場をとらえたり、日本とは違
う「よく知らない国」で活動したりすることや、不確実な状況で物事を進める難しさを改め
て実感しました。
その中で特に重要だと感じたのは、柔軟な対応力と全体を把握することです。私たちのグ
ループは、渡航前には課題設定は曖昧なまま残し、市場調査次第で変更できる幅を持たせて
いました。そのことにより、渡航後に多民族なシンガポールでうまく市場がとらえられない
とき、アンケートに質問内容を追加するなど方向性を軌道修正しながら進めていくことが
できました。しかし柔軟に変えすぎる余りに、根幹に立ち戻ることができないこともありま
した。日本製化粧品の日本とシンガポールでの戦略の比較をしていましたが、「日本製品の
強みはスキンケアである」という事実から、スキ
ンケアやアンチエイジングの調査にフォーカス
しすぎてしまったのです。どこかのタイミング
で第三者に確認をとったり、自分達でも、自身が
今どの方向を向いているのか、自分達にできる
こと、自分達の持っているリソースや強みは何
なのか、絶えず確認したりすることが必要だと
学びました。
3.企業訪問を通して
今回のシンガポール派遣では POKKA や商工会議所、Pasona、YAMATO、みずほ銀行をはじめ

とする様々な機関や企業を訪問し、多くの学びを得ることができました。
その中でも特に印象に残ったのは、POKKA Singapore への訪問です。私はもともと POKKA
の製品のマーケットシェアが高いということを聞いており、その理由を疑問に思っていま
した。POKKA が取り扱うのは飲料であり、日常でよく口にするものであるからこそ、化粧品
とは違って「日本ブランド」より「好みや価格」が重視されるのではないかと考えたからで
す。では何を売りにして販売し成功しているのか、非常に興味がありました。
POKKA の方に伺うと、一番の理由は進出の早さだったと言います。日本企業や海外の企業
がまだ進出していないうちに進出を始めたことで認知が早くなり、ライバルが少なかった
のだと聞きました。そのため、流通にも強みを持てたといいます。しかし、実際に商品をテ
イスティングさせて頂いて、それ以外にも重要な要因があることに気がつきました。売って
いる商品が日本と全く違うのです。シンガポールの環境と嗜好に合わせて、お茶でも非常に
甘くつくられているそうです。シンガポールでは現在ドンキホーテなどが進出し、もはや日
本製品ですら低価格で手に入り、日本企業が飽和状態の市場であるといいます。
「日本製品」
ブランドで売るプロダクトアウトでなく、ローカルの市場をとらえ、そこに製品を合わせて
いくマーケット指向のビジネスこそ、現地で根付く会社になり得るのだと考えました。
4.プログラム全体を通して
プログラム全体を振り返ると非常に充実しており、海外旅行や留学にはない学びの詰ま
った 10 日間であったと思います。NUS での授業と POKKA、商工会議所の企業見学、シンガポ
ールの金融機関の訪問は特に有効でした。海外市場が今後ますます重要視される中で、海外
に進出した様々な規模の複数の企業の方から直接お話をお聞きでいることで、海外進出に
必要なことを数多く学べました。また、海外企業に支えられて発展したシンガポールの低い
法人税や、厳格な法整備と比べて日本の土壌がまだまだであると考えることも多々ありま
した。海外で働く人としての生き方や考え方なども大変勉強になったと感じています。一方
で、シンガポールの現地企業についてはほとんど知ることができないまま終わってしまっ
たことが今回の心残りです。日系企業の進出を阻むのは海外や現地企業との競争でしょう
し、シンガポールという依存大国でどのように現地のビジネスが育てられるのか、現地の人
がどうとらえているのかということに大変興味がありました。また、現地の人の生活につい
ても、よく分からないまま終わってしまいました。スラムなどなく、公営住宅にみな集合し
て住んでいるとのことでしたが、どのような場所で実際の生活水準はどうであるのか、格差
の大きいシンガポールの内部までたどり着くことができず後悔が残っています。
しかし全体を振り返って、日本では得られない学びと感動、新しい価値観の発見と、密度
の濃い派遣プログラムでした。このプログラムの実現のために協力して下さった全ての人
にお礼を申し上げます。ありがとうございました。

経済学部 4 年
吉川拓真

1. What you have done on field work? And what you have learned through that? What could
be useful for your future career?
今回私たちは「日本茶をシンガポールに売り出すには」というテーマでフィールドワークを行
うことにした。理由はシンガポールでの健康ブームにより、日本茶の需要が伸びているとの情報
を調べた結果得たためである。
現地では、はじめにお茶の市場についてフィールドワークを行った。方法は、シンガポールの
日系デパート・日本食スーパー・現地スーパー・コンビニへ行き、値段・有糖 or 無糖・店員へ売
れ筋の聞き込みである。この聞き込みの目的は現地で売られている状況を見ることで、日本とシ
ンガポールでの市場の違いを大まかに理解するためである。その結果、事前の調査の通り、有糖
のお茶の割合がかなり高く、日本の無糖のお茶（伊右衛門などの輸入品）は倍〜３倍で売られて
いることがわかった。同じく日本の無糖のお茶だが、タイなどで生産された海外用のものは、他
のものと同様の値段で売られていた。店員及び客に聞き込みを行ったところ、最近無糖のお茶の
人気が上昇してきているとのことだった。
次に、シンガポール飲料メーカ NO1 シェアである POKKA Corporation を訪問した。シンガポ
ールにおいては、販売チャネルの割合が、７：２：１＝スーパー：コンビニ：自販機（自販機：
約１，７００台）となっており、シンガポールでは自販機を街でめったに見かけなかった。日本
の販売チャネルは４：２：３：１＝スーパー：コンビニ：自販機：その他である。両者の違いと
しては、自動販売機文化の違いが大きな要因であると考えた。また、POKKA に伺ったところ、健
康思考の高まり及び砂糖税の導入から無糖（日本茶）の販売が増加してきており、これから力を
入れていくとのことだった。そこで、自販機を設置し、日本茶を売り出すことを POKKA に提案
する体でさらなるフィールドワークを行うことにした。自販機を設置する場所として、
①オフィスビル（日本では各階に自販機が設置されているため）
②オーチャードのような大通り（人通りが多い）
③ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ（観光客 特に日本人）
を思いつき、さらなる調査を行った。 調査の結果、オフィスビルでは、カップの飲み物（スタ
バのイメージ）を買いに下のショップに来る人を多く見かけ、飲み物へのニーズは存在すること
がわかった。しかし、このニーズが飲み物ならなんでもいいのか、もしくはカップのコーヒーで
ないとだめなのかはわからなかったため、さらなる調査を行おうとしたが、休日とかぶってしま
い、行うことができなかった。
オーチャードでは、地上の通りではあまり飲み物を持った人を見かけなかった。しかし地下街
のコンビニでは行列ができるほど混雑しており、店員に問い合わせたところ、日本のお茶が人気
であるということから(日本の無糖のお茶需要あり)、自販機でコンビニと近い価格 2.00SGD ほど
で販売すれば、飲料購入の時間短縮の利便性により利益を得られると考えられた。
ガーデンズ・バイ・ザ・ベイでは、園内にショップが一個しかなく、平日には 300~500 本ほど
飲み物を販売していた。休日では３０％売上が増加することもショップ店員への質問でわかった。
また、売れ筋商品の１番は水であった（２番はコーラ、３番はスプライト）
。

ニーズについての調査と同時に、自動販売機を実際に設置する際の規制をガーデンズ・バイ・
ザ・ベイにメールで問い合わせし、POKKA にも自販機を設置する際の費用や維持費をメールで問
い合わせた。問い合わせの返答はまだいただけていないが、いただけ次第これらを踏まえ、自分
たちで自販機を設置することによる費用や売り上げを試算して利益が出るかどうかを検証する。
この調査を通して、日本とシンガポールの飲料業界の事情や風土の違いだけでなく、シンガポ
ールでの自販機の設置を考えることで、日本における自販機に関する問題についても派生して考
えることができるという点に面白みを感じることができた。まだ情報が揃っていないため実施で
きていないが、自分達で実際に売上や費用を試算し、利益が出るのかどうかを確認するという作
業も、今後働く上でとても役に立つ経験をすることができると思うため、ぜひ実施したい。
他に学んだこととして、リーダーシップの必要性が挙げられる。今回のような海外研修は以前
にも参加したが、１，２年生（下級生）とチームになってこのような活動を行う機会は初めてだ
った。最上級生として、引っ張って行くとともに、下級生にも積極的に意見を述べてもらうよう
な環境づくりを心がけた。その結果、チーム全体となってこの活動を行うことができたと思う。
私のこれから行う仕事は単独ではなくチームで行う仕事なため、この先働く上でもこの経験が活
かされるであろう。今後も自ら積極的に動きつつ、人の意見をしっかり聞く姿勢を大切にしたい。

2. What you have learned through program with NUS? What is the most memorable moment?
NUS での５日間は、MAS や LTA 等のシンガポールの公的機関に伺うことができた。訪問を通
してシンガポールが将来どのようなビジョンを描いているのかを知ることができたが、知識がな
く日本との比較があまりできなかったため、日本のことをまず勉強しなければと思った。
また、少人数のグループワークで「Grab が日本に進出するには」についてのケース・スタディを
行った。Grab はシンガポールのローカルニーズを掴み、Uber から東南アジアの市場を奪取した。
ローカルニーズに対する感度が高く、それに応えることができるという Grab の強みを鑑み、私達
のグループは東京・大阪の企業をターゲットに、ドア-ドアで数時間以内に書類・小包を配達する
GrabExpress というサービスで進出してはと考えた。なぜなら、日本の郵便システムは通常１日
以上かかり、多少高くても急いで届けたいという企業側のニーズをより満たすサービスであると
思ったからである。エリアを東京・大阪に絞ったのは、会社数が多いのはもちろんだが、配達範
囲を狭めることでよりスピーディーさ及び、配達ドライバーの確保を行うためである。非常に少
ない準備時間ではあったが、NUS Student の助けもかり、限られた発表時間のなかでしっかりと
プレゼンすることができたと思う。
これまで述べてきた体験も、非常に記憶に残る体験ではあったが、私の心に一番記憶に残って
いるのは、日本企業を訪問したときである。私は海外で将来働きたいとずっと思っており、現に
海外で働いている方からのお話を聞くことは、私のキャリアプランを考えるうえで大変貴重な機
会であった。お会いしたどのかたも、海外で働く上で大切なことは英語はもちろんであるが、ア
イデンティをしっかりと持ち、相手を受け入れる柔軟性を持つことと、積極的に様々なことにチ
ャレンジするという姿勢だとおっしゃっていた。このようなお話を聞き、自分のさらなる成長の
ためにも、なにかするチャンスが有れば積極的に手を上げ、チャレンジしていきたいと思った。
また、プレゼンの機会でも感じたことだが、より英語力を伸ばすために日々の努力を欠かさな

いようにしたいと感じた。
3. What is good/bad about the program overall? Any comments throughout the program?
＜Good＞
良かった点は上記の通り、シンガポールにて一つの体験ではなく、様々な経験ができたことで
ある。
シンガポールという国の風土や人々を知れただけでなく、将来海外で働くイメージが出来たの
がとても大きかった。特に、アイデンティをしっかりと持ち、相手を受け入れる柔軟性を持つこ
とと、積極的に様々なことにチャレンジするという姿勢でいることの２つはこのプログラムを通
して学んだ 1 番重要なことであると思う。また、普段関わりのない自分より下の学年の生徒たち
との勉強を通じた関わりを持てたことや、自由時間が多くあったこともとても良かった。
自分達で考え行動することで、受け身でいる時よりも新しい出会いがあったり、大きな感動を
受けることができたと思う。
＜Bad＞
NUS Students がヘルプしてくれるのではなく、一緒にグループを組み、グループワークを行え
ると良かったと思う。一緒に話し合うことで、より多角的なアイデアが出るだけでなく、よりコ
ミュニケーションスキルを学ぶことができると思う。また、もうすこし、プレゼンの準備の時間
があるとよりクオリティの高い発表を行うことができたのではないかと感じた。
最後に、フィールドワークのまとめの発表機会があると、より力をつけることができると思う。

シンガポール研修報告書
名古屋大学経済学部経営学科 4 年
横江 薫

1. What you have done on field work? And what you have learned through that? What could be useful for
your future career?
この研修でのフィールドワークとして、お茶を販売する自動販売機の普及について調査を行い
ました。初日はスーパー(Cold Storage・Fair Price)・デパートの食料品売り場(明治屋・伊勢丹・高
島屋)・コンビニエンスストア(セブンイレブン)でお茶類の価格や売り場の規模を比較しました。
また、POKKA シンガポール様への企業訪問と工場見学をさせて頂き、生産者のお話を聞くこと
が出来ました。3 日目以降は金融街(Downtown)・観光地(Gardens By the Bay)・ショッピング街
(Orchard Road)に分かれて市場の観察やインタビューを行いました。私は「高層ビルで働く人た
ちは、自社のフロアに自動販売機があれば利用するのではないか」という仮説の下、金融街でフ
ィールドワークを行いました。また、4 日目以降も NUS や訪問先の企業で自動販売機の普及割
合について調査しました。
フィールドワークを通して、シンガポール内での自動販売機の普及割合はとても低いことがわ
かりました。一方、オレンジの生絞りでジュースを作る自販機は数年のうちに設置台数を伸ばし
ており、普通の自動販売機よりも多くの場所で見かけました。オフィスビルでのフィールドワー
クでは、ビルで勤務する人はわざわざ 1 階へ降り、ビル内のコーヒーショップでコーヒーを買っ
ていました。さらにビル地下にあったスーパーの店員にインタビューしたところ、ビジネスマン
は昼食時にお弁当と一緒にお茶を買う人が多いとわかりました。今回訪問させていただいた企業
のオフィスでも自動販売機は見かけませんでした。また、訪問先で頂いた飲み物も、シンガポー
ル日本商工会議所様を除いて、すべて「水」であり、日本との違いを感じました。
オフィスで働く人達に直接「自動販売機があったら利用するか」というアンケートはできませ
んでしたが、フィールドワークの結果、①POKKA で販売されているお茶はシンガポールで強く
支持されている、②オフィスビルで働く人たちはお茶を飲まないわけではない、③多くのオフィ
スビルで自動販売機は目立って設置されていない、ということがわかりました。よってお茶を販
売する自動販売機を普及させる場合、オフィスビルはターゲットとして有効だと推測します。
私は今回のフィールドワークで学んだことの中でも、
「テーマの設定の仕方」について勉強に
なったと思います。日本でテーマを考えていた時、私はなんとなくテーマを設定していました。
しかし、そのテーマがどんな立場の人の役に立ち、どのように利用されるのかまで考えなければ
意味がないのだと肌で感じました。将来働く際も、市場での調査や職場改善の報告で今回のよう
な「目的をもった調査」が必要になる機会はたくさんあると思います。目的が具体的であれば調
べることも手段も明確に決めやすくなります。この経験を活かして就職先でも意義のある調査を
実行できればと思います。

2. What you have learned through program with
NUS? What is the most memorable moment?
NUS のプログラムの中でも私が最も印象
に残ったのは、
「Grab に関してのケーススタ
ディ」です。この授業は名古屋大学の授業で
は味わえないような経験をいくつも体験する
ことが出来ました。3 日間の間にチームで答
えを推測し、英語でプレゼンをするという経
験は、私にとってとても過酷でした。ケーススタディの授業では、当然先生は黒板回答を書いて
はくれません。まず自分でも納得がいくような答えが見つからず、一人で考え込んでしまいまし
た。チームで意見を合わせようにも、メンバー全員が一人で考え込む性格であったので、合意形
成にも大変苦労しました。直前までスライドの手直しに時間がかかり、まともにプレゼン練習も
しないまま本番に臨んだため、あまり手ごたえもない結果でした。正直あの発表ほど不甲斐ない
思いをしたことはありません。プレゼンの後で審査をしてくださった先生方が「君たちの発表は
よかったよ」と言ってくださいましたが、個人的な評価はとても低かったです。たとえ短期間で
あろうと、きちんとプレゼンを準備し、発表することの大切さを痛感しました。もちろん語学力
に関してもですが、プレゼンに対する姿勢を改めて考えさせられる授業でした。
私は「NUS ではケーススタディをはじめ、先生と生徒が議論や発表をしあう授業が多い」と
ある学生から聞きました。名大ではゼミナールや一部の講義を除き、多くが聴講形式の授業とな
っています。その点 NUS の授業はとても新鮮でした。Singapore Law の授業をしてくださった
Ravi 先生は、私達に積極的に質問を投げかけてきました。またマーケティングの Lee 先生は投票
型のアプリケーションを使って生徒を授業に参加させる工夫をなさっていました。普段の授業で
は感じられないような体験ができ、とても印象に残っています。
NUS の学生と交流できた思い出も印象的です。スポーツをして遊んだり、食事を食べに行っ
たりしました。夏の受け入れに参加していた子は私のことを覚えてくれており、とても嬉しかっ
たです。3 年次のベトナム研修に参加した際も、学生との交流プログラムに参加した時も感じた
ことですが、海外の学生と話し合い、授業を一緒に受けることはとても刺激になります。彼らと
のつながりをこの先も長く続くものにしていきたいと考えています。

3. What is good/bad about the program overall? Any comments throughout the program?
今回のプログラムは、全体を通して本当に多くのことを学べる機会でした。特に現地企業の訪
問は、留学や観光ではできないような体験であり、とても有意義な経験となりました。今後もぜ
ひ行うべきだと思います。一方、連日の授業や訪問はかなりの強行軍だったとも思われます。幸
い今回の研修では誰も体調を崩す人はいませんでした。体調の管理は自己責任の範囲ではあると
思いますが、なにか改善できる点があるかもしれません。ホテルについては、今回泊まった場所
は移動にとても便利でした。近くに夜開いているレストランがあることはとても助かります。
このプログラムを通してですが、日程や旅費の確定をもう少し早くして頂けると助かります。
現地でのプログラムの内容については十分なボリュームだったと思います。

シンガポール研修報告書
経済学部経済学科２年 古川雅大

1,フィールドワークでどんなことをし、そこから何を学んだか？
その経験を将来のキャリアにどう生かせるか？
私は、どうすれば日本のお茶がシンガポールで売上を伸ばすことができるかという課題のもと、まず
どんな商品が、どこで、いくらで販売されているかを調査した。私たちが調査したのは、繁華街(オー
チャードロード周辺)の高島屋や伊勢丹内のスーパー、シンガポールで主流のスーパーマーケット、コ
ンビニである。調査すると、まずシンガポールの人は加糖のお茶を好んでいることが分かった。日本で
は当たり前の無糖の緑茶は売られてはいるものの、あまり普及していないという実情があった。近年、
シンガポールでは健康志向が高まっているため、無糖飲料が普及していくのではないかという期待を
もっていたが、スーパーで買い物をしている人に話を伺うと、日本のお茶は高いし、苦いから苦手とい
う声が多かった。それにより、現時点で販売の急激な増加は難しいかもしれないと考えた。そこから私
たちは、どうすれば無糖のお茶を飲む機会を増やしていけるか、という方向に考えをシフトした。そこ
で、街ゆく人がマイボトルやスターバックスなどで買った紙カップの飲み物を持っていることに注目し
た。外出した人々がスターバックスなどよりも手軽に、安く飲料を購入できる場所があれば、そこで飲
料を購入してくれるのではないかと考えた。日本には多くあって、シンガポールではあまり普及してい
ないもの、それは自動販売機である。シンガポールは日中３０度近くまで気温が上昇する。数時間外
出していれば、必ず飲料が必要になる。その中で、私たちは以下の 3 か所に目を付けた。一つ目は
コーヒーショップでコーヒーを買ってオフィスに行く人が多かったことから、オフィス街。二つ目は、自分
自身がたくさん歩き、気軽に飲料を購入できず苦労したことから、観光地。最後に、人々が多いという
ことから繁華街である。この３か所ならば自動販売機
を設置した場合、飲料の売上増加につながるので
はないかと考えた。
私は観光地を担当することになった。私たちは、
マリーナ・ベイ・サンズホテルに隣接する公園ガーデ
ンズ・バイ・ザ・ベイに焦点を当て、実際に足を運ん
で現地調査をおこなった。この公園には屋根がない
ため、日差しを遮るものがなく、観光客の多くはペッ
トボトルの水を持っていた。アジア圏からの観光客が
多いシンガポールにおいて、お茶の需要が高いと考
えられる。さらにガーデンズ・バイ・ザ・ベイ内には飲
料を販売する施設がほとんどなく、設置すれば十分
な需要があると結論づけた。今回のフィールドワーク
では仮説を立て、お店の人や観光客、施設の人々
に話を聞いて回った。仮説を立てて行動する、考え

に煮詰まったら行動し、そこで得た情報を整理してまた行動する、という繰り返しの大切さを学んだ。
今回のフィールドワークで学んだがむしゃらに行動し、その後に整理してからまた行動するという姿勢
は、将来問題にぶつかったときに、まず行動すれば問題解決の糸口が見つかるかもしれないという思
考に直結すると考える。

2,NUS のプログラムを経て何を学んだか？最も記憶に残ったことは何か？
NUS のプログラムでは、『東南アジアで自動車配車サービスを手がける Grab が日本で成功するに
はどんなサービスを展開するべきか』ということをディスカッションするグループワークをおこなった。日
本には Uber が先行して入っているので、同じ事をしていては勝てない。Grab がシンガポールで成功
した要因を探り、その情報に日本の特色を加え、どうすれば普及しそうかを話し合った。これからの時
代はカーシェアリングが主流になる、と言われている。その中で、手軽に車をシェアするのが Grab の
強みである。その強みを活かしながら工夫を加えようと考えた。NUS の学生とディスカッションする中で、
私たちの強みはなにかを話し合った。そこで、学んでいる経済学の知識を使えば、より説得力のある
プランを提案できるのではないかと思い当った。持てる知識を組み合わせて活用し、料金プランを従
来のタクシーや Uber と差別化するため、曜日・時間帯、利用者と配車側の需要と供給によって変動さ
せる“ダイナミックプラン”を提案した。これは平日の昼間など需要の少ない時間帯は価格を安く抑え
ることで、学生などが手軽に利用することが期待できる。逆に、金曜の夜など需要の多い時間帯は価
格が高いため、供給側が増加する。供給が増加することにより価格が抑えられ、需要はさらに増える。
これにより、価格を抑えつつも利用者を増加させることができ、Grab が日本での展開に成功するので
はないかと結論づけた。新しい意見を出しても、欠点ばかりが気になって話し合いが進まなかった私
たちのグループだが、NUS の学生たちと交流し、視点を変えて自分たちを主体にしたことで、できるこ
と・できないことがはっきりし、考えがまとまった。この「視線を自分たちに向け、何ができて何ができな
いかをはっきりさせる」というのは、これから問題解決に役立てることができると感じた。自分を知ること
の重要性を肌で体感することができた。
NUS のプログラムを通して記憶に残ったことは２つある。一つは、先ほど述べた、考えを結論まで
導くことができた瞬間である。もう一つは、NUS の教授の講義を実際に受けたことである。NUS の学生
たちとの会話は双方向のやりとりであるため余裕をもってできた。しかし、教授たちの話は専門性が高
く、しかも早口であったため何を言っているか半分くらいしか理解できなかった。自分はなんて英語が
できないんだ、と大変悔しく感じた。こ
のことから、教授たちの実際の講義と
いうのは強く印象に残っている。日本
の大学の講義に比べ、参加する要素
が強く、本当に理解していないとつい
て行けないなと感じた。しかしその分、
身につく力は大きいと思う。また NUS
のキャンパスには、いたるところに机と
椅子が置いてあり、誰でもどこでも話し
合いができるスペースが充実していた。

人と話すことで得るものが多いということを、いっぱいの机を埋め尽くす学生たちが表しているかのよう
に感じた。NUS のプログラムは、自分を見つめ直すという点ですごくためになった。自分を知る、何が
足りないかを知り、そこを勉強していくことを前向きに考えることができて良かった。

3,この研修を通して良かったこと、悪かったことは？
今回のプログラムを通して、私は成長できたと実感している。それは、自分がどんな人間かを知るこ
とができたからである。研修に付き添ってくれた先生や、経験豊富な先輩方と話しているうちに、自分
がどんな人間か、何が足りないかということを痛感した。その中でも一番印象に残っているのは、自分
が「石橋を叩くが渡らない」人間だと気づかされたことである。目の前に今まで自分が体験したことが
ないものがあると、徹底的に調べるのに結局やってみない人間なのである。だから自分の世界は広が
っていかない、視野の狭い人間になっている。自分は視野が狭いということは実感していたが、今回
の研修のさまざまなプログラムを通して、その理由まで知ることができたのが大きな収穫だった。ひと
つには、試す前から考えすぎなのが大きな原因で、いいなと思ったことをまずやってみる、合わなかっ
たらやめる、ということができていなかった。それに気づくことができたのは良かったと感じている。
日本商工会議所シンガポール支社の清水さんと PASONA の森村さんの話を聞き、すごく活き活き
しているところを目の当たりにして、更に海外へのあこがれが強くなった。環境への対応、文化の違い、
言語の壁、日本にいるときとは比べものにならないくらいの重圧があるにも関わらず、海外で仕事をす
ることについてとても楽しそうに話してくださった。彼らから行動することの重要さ、悩みは行動してい
るうちに消えるということ、グローバルに働くことの素晴らしさを学んだ。将来海外で働くことに興味を持
っていたが、実際に海外で働いている方たちの話を聞いたことによって、現在海外で働くために何を
すべか考え、実践している。目標を明確にできたこと、それを達成するための行動を起こすことができ
ていることから、この研修に参加することができ、本当に良かったと感じている。
研修の反省点は英語能力の低さと積極性のなさである。フィールドワークでの現地調査、NUS での
講義、さまざまなシンガポールの企業訪問の際、英語で説明を受けたが自分の英語力の低さが露呈
したと感じた。伝えたいことを上手く伝えられないもどかしさ、伝えられないとあきらめてしまったことか
ら、積極性が欠けていった。もっと粘り強く、疑問に思ったことを伝えていれば、さらに大きなものが得
られたのではないかと反省している。このプログラムでは最高の経験をでき、今後もっとダイナミックに
行動していくべきだと感じている。自分の欠点も知ることができたことを含め、参加して良かった。これ
から自分が取り組むべき課題は行動力、英語能力、専門性、教養ということがはっきりした。その向上
にむけて、この春休みに教養と行動力の進化ができていると実感できている。英語と専門性を含め、
自分がより成長していくために貴重な体験ができ、やるべき事をはっきりさせてくれたこのプログラム、
そしてこのプログラムで私に関わってくれた人々に感謝している。

NUS Program
YuJung Lee
School of Economics
1. What you have done on field work? And what you have learned through that? What could
be useful for your future career?
Our group has focused on the possibilities of selling Japanese tea, which are
non-sugared, in the Singapore market. On the planning of the local groundwork, we have first
examined the tea market in Japan and did finding for Singapore beverage market based on
data and articles. In Singapore, tea is commonly sweetened with and sweet taste is preferred
among Singapore consumers. But recently, taking account to the message of the prime
minister of promoting health of Singapore citizens, great interest in improving health has
developed among people. This recent trend has affected the market as well in the field of tea
and we could indeed see in the local stores that non sugared teas and Japanese teas was
gaining popularity.
As our group progressed on the research, we have decided to concentrate on the mean
of selling using vending machines. In Japan vending machines are one of the most common
ways to sell beverages. On the other hand in Singapore, vending machines are rarely found on
the streets and people tend to carry water bottles instead of buying beverages outside. Using
this Japanese way of selling drinks, we considered on where to possibly place them and what
products to sell.
The group members split in to three groups to research in three different settings of
tourism area, business area, and shopping area in Singapore. I have worked on the most
latter and focused on underground mall in Orchard. Through the observation, our group
noticed that a convenient store in that mall was congested and bottled beverages including
tea was widely sold. Also, next to the convenient store was a freshly-squeezed orange juice
vending machine and were also popular among tourists and middle aged females who seemed
to be more conscious of health. Consequently, we have come to the notion that there is
possibility in making profit through placing a vending machine in the nearby area providing
convenience in buying beverages. Moreover, we observed popular Japanese tea in Singapore
in Japanese market “Don Don Donki”. It turned out that cheaper in price is the key to popular
tea product.
By doing research by observing the local area ourselves, it has helped me get a better
understanding of the local life and culture thorough feeling the atmosphere and getting a
sense of how people behave and perceive things. In the program, we also visited Japanese
companies in the local area and had assistance of the company to get a better grasp of the
Singapore’s culture and market.

2. What you have learned through program with NUS? What is the most memorable
moment?
Due to company’s scholarship interview I have participated in the program with
NUS for only two days out of five. Therefore, there was less time for myself to interact with
the NUS students and take part in the NUS program. First day was generally welcome
session including the tour around the university campus, generally getting to know each
other, explaining of the course of the program.
The tour around the NUS campus was also something that was extremely
memorable. The environment of the campus was something that was very dissimilar to
what I was familiar with. The campus seemed to be new and large compared to Nagoya
University. From the explanation from the university professors and associates people, it
was impressive how the university provided so much support to the students. What I was
impressed the most was the support for the student start-ups. Moreover, what has
deepened my impression more was that the supporters were very passionate to contributing
to the student start-ups mentioning that every person in the university is welcome and
making the environment where expressing and attempting to begin something new is open.
It was interesting to hear about the community’s activities, especially it is not something
that we have in Nagoya University. To my question of the situation of after unsuccessful
startups, they answered that in fact only a handful do success and it is their job to
encourage and assist in making improvement with the students. According to the
community associates, the students are able to bring up and get support at any stage of the
startup.
Moreover, what I thought was great about the university was there were campus
facility was well organized. Not only gym, study room distinguished from the library, but
also room with few table games and books for students to just take a rest from studying and
relax. In this room,we took a rest from walking and looking around the vast campus. After
the welcome session, all the students played sports together and all the students got to get
along and have fun. I thought that doing activities together was superb in connecting with
new people.
The second day of the NUS program was mostly visit to local companies with the
NUS students. It was first time for me to visit Japanese companies abroad and it was
helpful to learn about managing company and from question of other students.
Though it was not part of the NUS program, the one of the most memorable
moment was also when the NUS students who participated in the previous program in
Nagoya showed us around Singapore taking us to great local restaurants. It was first time
visiting Singapore for most of the students including myself and we didn’t know what to get
started with in Singapore. They took us to local market and places they go to eat and have
fun. Thanks to NUS students, I could experience and more enjoy the typical life of
Singapore.

It was disappointing that I could not participate in the entire program with NUS.
The lectures from NUS professors and group projects with the NUS students were
something I was looking forward to and the days I participated were basically the
introduction and outside activity. I wish to participate and interact more in the next or
other program with abroad university.
3. What is good/bad about the program overall? Any comments throughout the program?
Overall, the program was satisfactory under my impression. On the first few days,
the program focused on the group research in the local area. The days and time given to
perform this was bit short but sufficient enough. The time provided for each section such as
local research, visit to companies, and free time was adequate. I could recognize during and
after the program that it was significant to observe and undergo studies and interactions in
a different and diverse environment. Not to mention, by planning and doing the project by
ourselves in groups, there was much to learn about from each one of the students. Also,
through this, I could experience how to discuss and share opinions and thoughts in groups
and make analysis based on the research. From the help from more experienced upper
grades the research fairly could be progressed without much problem.
Furthermore, although this was a program in Singapore, the program was all
progressed with the Nagoya University students. As for me, it was first time spending so

much time with the Japanese students and I experienced so much of the Japanese culture
of working in group and getting along with them. It was somewhat tough to progress most
of the program in Japanese among the Japanese students and spending time with them
trying to understand the sense of humor and make conversation. During the school years, I
never minded so much doing any task with the Japanese students in Japanese, but in this
program, doing this all day for about a week was harder than I expected. This program was
a chance for me to experience the Japanese culture anew.
Collectedly, it was a great opportunity to experience new things from studying in a
different environment and getting new perspectives. Through the program it stimulated me
to think about what I want to accomplish during years in university and think again about
future goals.

Spectacular Singapore Experiences
School of Economics B1
Miri Kojima
Ⅰ．Introduction
From February 20th to March 1st, eleven students leaded by two professors had a short-term training
program in Singapore. On behave of joining the program in Singapore, I had mainly 3 main purposes
and reasons why this program was very special and worth-going one for me. Firstly, I have attended the
inbound program of the National University of Singapore (NUS) students coming to Nagoya University
and got along with them, therefore, I wanted to have a reunion with them. Secondly, I wanted to
experience “active learning”. Including the class “International Communication” held in the previous
autumn semester, I always eager to study actively, not focusing mainly on lectures but by communicating
and taking hands together such as group works and presentations. Since we were told that students
study actively in NUS, I wanted to learn how they make things work out and cooperate, exchange ideas,
and getting along with them. Lastly, I have wanted to learn about Singapore with my own eyes and feet,
how the economy is rapidly changing and is different from Japan. Because of these points, I was able to
enjoy and to learn many things from ten days which gave me the power to move on and pushed me up a
little to the next stage.
Ⅱ．Field Work
1. About the projects
We divided into two groups and set our own project topic before flying to Singapore. One group
decided to search about difference in Shiseido’s marketing strategy between Japan and Singapore. Our
group focused on the difference of tea market, especially green tea, between the two countries and how
they are sold in each country. For the first three days of the program, we mainly focused on fieldwork
based on our projects.
2. Studies in Japan
Before going to Singapore, we gathered the basic information about Japan and Singapore; such as
average of household disposable income, GDP, GNI per capita, to the data of tea; the difference of tea
sold in both countries, prices, and the places they sell, from the Internet or documents.
3. Field work in Singapore
For the first two days, we separated into three groups to search about the tea sold in each store;
supermarkets, convenience stores, department stores, and Japanese related supermarkets. From each
place, we took pictures of the tea products and analyzed data to compare the price, brand, whether it is
sugared or not, production country and the flavor. Comparing the data, we have found out that most of
the bottled tea beverages are sugared and beverages imported
from Japan are about twice as expensive as the ones that are
produced in Singapore or neighboring countries. However, when
we visited POKKA Singapore, which has the largest market
share for tea products sold in Singapore, we learned that the
Singapore government is encouraging less sugar beverages by
giving out Healthier Choice Symbols (Picture 1) to beverages

Picture 1. Healthier Choice Symbols
(Fair Price, Orchard Street, Feb. 21st)

which reaches the government’s expectation and eventually planning to start an advertising regulations,
excise duty on manufacturers and importers, and ban on sale for higher-sugar Sugar-Sweetened

Beverages (SSBs)1. Moreover, the demands for less sugar beverages are increasing, and the sales are
said to be the same. Thus, we focused on how Japanese non-sugared tea beverages could be sold more.
However, from the data of POKKA that only 10% of beverages are sold in vending machines in the
country. Therefore, we switched our theme to possibly find a way to make profit in selling bottled
beverages, especially tea, by using vending machines. Then, we separated into three groups to search
which area is preferable to put vending machines; downtown business area, tourism area particularly
Gardens By the Bay, or, area surrounded by shopping
malls, in particular Orchard Road. In addition, search the
consumer base in the area and whether they carry their
own beverages, and the possibility of numbers enable to
sell. I went out to see Orchard Road to find a vending
machine and if there is none, find a suitable place to
install one. Unfortunately, walking along the street, I
could not find any vending machine. However, walking
along the Underpass, a path which spreads underground,
we saw an iJooz2, a vending machine which sells orange
juice which is squeezed and made after money is inserted,

Picture 2. iJooz next to the convenience
store, 7 Eleven (Underpass of Orchard
Street, Feb. 23rd)

next to a convenience store which was partly crowded with a long line and the interview from the store
clerk answered that less-sugared tea beverages are the most popular (Picture 2). From these facts, we
thought it possible to put vending machines with less sugar beverages along the Underpass in Orchard
Road.
4. Results
Along with the fieldwork above, there were possibility for business area which has a thinkable merit
to buy beverages without going out of the building to buy. For tourism areas, there is a possibility for
tourists to buy and the usefulness can lead to profit. However, despite of these estimates, the number of
vending machines were less than we usually see in Japan, so we sent emails to POKKA Singapore and
Gardens By the Bay to know whether there are regulations or specific reasons of the number is not that
large. The answers from each was that if it is under the circumstances of not disturbing the environment
or the surroundings, and providing various payments including cashless payment, coins, or notes.
Overall, we thought there should be more reasons that relate to the number of vending machines so
further analysis and calculation is necessary.
5. What I have earned
From this project, I have learned the importance of collecting as much data to figure out the goal
and to set up a new question to move on further. During fieldwork, I only had little questions in
everything I see and took it for granted. However, to work on analyzing, I have learned to dig in deeper,
be curious in everything, which will lead to more interesting topics or questions. I do not have career in
Survey for Citizen by the government was held during December 4th 2018, until January 25th 2019.
Ministry of Communications and Information https://www.reach.gov.sg/sugarydrinks
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mind now, but I have always wanted to work in a global environment, working with many people from
around the world. This project taught me the importance of working together as a team and the
responsibilities each member has. In addition, the bond, the connection and communication of the group
is the key to smooth process, and I was stimulated to develop these skills in myself.
Ⅲ．NUS Program
1. What we did
From the fifth day, NUS provided us with many activities such as company visits, small projects,
lectures, and culture experiences. We were able to learn about Singapore’s rapid growing economy, and
their multi-cultural environment with our own eyes and feet. Although it was a short visit, we were also
able to interact with the students in NUS and know how they spent their everyday life and learn about
what they have in mind about their future and surrounding environment.
2. Memorable moments
Among the activities NUS has organized, one of the most memorable moment was experiencing the
actual lectures given by the professors. We took three classes; Singapore Law, Singapore Economy and
Region, and about Business Marketing. Not only sitting and taking notes, there were many chances to
discuss in groups, do presentation, and answer questions unlike the classes we take in Japan. Moreover,
it allowed us to think more about the contents during class. One of the most interesting stories was that
Singapore is also facing aging problems like Japan is right now. In my image, Singapore has the economy
which changes so fast and is so active, so I was surprised to hear about that. In addition, I was surprised
and deeply agreed with the idea that Singapore could be thought with a macro view but at the same time,
with a micro view because it is so small. With the size which is a little bigger than 23wards of Tokyo, it
is still a country, so it is hard to think of economic strategy with only either macro or micro view. Although
the lectures were made for us to understand, I felt like experiencing a day in NUS and was very
impressed about the classes which evolves active learning.
3. What I have learned
Currently, I am still in the first grade of bachelor, so I only have the basic idea of Economics in
general. Therefore, taking the lectures was a little advanced but a stimulating experience for me.
Like Singapore, each country has its own characteristics, so I thought it is important to understand
each country’s culture and social situations. I have thought of this strongly during the small project
about analyzing about when Uber, the first entry platform which connects drivers and riders, had
been taken over by Grab3, a company with similar service which started in Malaysia. Since Malaysia
and Singapore has many things in common, the similarity can possibly be one of the reasons why
Grab succeed in Singapore.
Ⅳ．Overall
1. Opinions about this program
I have enjoyed the whole program even though many schedules were tight, each day was fulfilling.
I was able to meet the students who came to Japan in July, and also met new people there. However, I
slightly felt there were only few chances to work with them compared to the inbound program in Japan.
Considering the recess week before the mid-term exams, it would have been much enjoyable being able
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to work with them. Overall, I have learned that having various perspectives and trying to understand a
situation in different ways is important in finding an answer. So I will try to make use of this precious
experience.
2. My next goal
I am still an undergraduate having three years of study left. During the visit to POKKA Singapore,
the staff told us that the person who can succeed working abroad is someone who has wide general
knowledges but, at the same time, has proficiencies in some areas. In order for me to become one of the
global person, I would need to have a positive mindset with a little aggressiveness and the knowledge.
Therefore, I will do my best in my studies and find ways to applicate into my further career and study.
Eventually, I hope to have connections with many people from different countries and learn different
values from them, and I hope I can meet the NUS friends again soon, too.
Ⅴ．Acknowledgements
I would like to express my sincere thanks to Doi Sensei and Shiga Sensei for taking us safely to and
back from Singapore, planning this program, setting up meetings for company visits, and holding
International Communication classes for us so we can gain skills in our projects during the program.
And the staff and professors at NUS starring Professor Lee for welcoming us in Singapore and creating
this program a successful and a special one, the students in NUS for showing us around Singapore during
the busy week before the exams. And lastly, to the other members who I went with, I was really helped
out and taken care of a lot. Without the amazing, special people surrounding me, I would not be able to
enjoy and learn many things in the ten days. It was a treasure for me.

Gathering Picture at NUS (Feb. 25th 2019)
Ⅵ．References
Public Consultation Paper Possible Measures on Pre-Packed Sugar -Sweetened Beverages (n.d.) Retrieved
March 18, 2019 from
https://www.reach.gov.sg/~/media/2018/public-consult/moh/public-consultation-on-possible-measuresfor-pre-packaged-ssbs/public-consultation-paper-on-possible-measures-for-prepackaged-ssbs--final.pdf
Ministry of Health-Epidemiology & Disease Control Division (n.d.) Retrieved March 18, 2019 from
https://www.reach.gov.sg/sugarydrinks
Fruits Vending PTE LTD (n.d.) Retrieved March 18, 2019, from
https://www.grab.com/sg/
Grab Singapore (n.d.) Retrieved March 18, 2019 from
https://www.grab.com/sg/

Ren Ueda
Final Report on GSIP in Singapore

What you have done on field work? And what you have learned through that? What could be
useful for your future career?
In the field work through this program, my group surveyed the market of green tea in Singapore.
Firstly, we decided to compare the market of green tea between Japan and Singapore. Therefore, we
visited several supermarkets and convenience stores in Singapore in order to know what kind of drinks
are sold and how much they are. When we observed some products, we especially looked at the name
of company, whether it is sweet or not, its flavor, its price, where it is made. In addition to this, we
interviewed people in the town to know more details. After these activities, we concluded sweet green
tea is one of the most popular drinks in Singapore, unlike Japan. Furthermore, we noticed that the
number of vending machines in Singapore is quite small. When we walked around a town in Japan,
we will find one vending machine per five minutes; however, we cannot find one vending machine
unless we walk around a town for thirty minutes. In the lecture from POKKA Singapore, we found out
that vending machines occupy only 10% of retailing proportion of POKKA. From these discoveries,
we finally set a goal: where and how we can set vending machines in Singapore. After we set a new
goal, we divided our group into three groups, and looked for a possible place for vending machines in
a business area, tourist spot, and shopping area. As for a business area, we could see a lot of
businessmen came out of their offices in order to buy a drink. Therefore, we thought that we might be
able to set vending machines in a rest space in a building; however, we could not get more information
about what and how businessmen want to buy drinks when they are thirsty. Turing to the tourist spot,
we chose Gardens by the Bay as a tourist place where vending machines can be set. In the garden, we
observed what kind of drinks tourists have and asked retailers several questions. From this survey, we
found that most of tourists have water in PET bottles, and about 400 bottles per day are sold in
weekdays, about 600 bottles are sold in
weekends. In addition, though we tried to know
what kind of permission we have to get to set
vending machines in the garden and send an email to the customer center of Gardens by the
Bay, we could not get useful information.
Moving to a shopping area, we thought it might
be better that vending machines are set next to
convenience stores in an underground shopping
center because many people visit convenience
stores. If the price of drinks in vending machines
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are as same as that of convenience stores, drinks in vending machines will sell well because it takes
less time to buy drinks than in crowded convenience stores.
Through the field work in Singapore, I have realized that I am lack of two important abilities
which are necessary to play an important role in the world; an ability to think positively, to think
flexibly, and to recognize what the problem is and what the essence is in the problem. When I tried to
tackle on every question, I unconsciously regarded the question difficult and impossible to resolve.
However, I was stimulated to see other Japanese and International students always tried to find a better
way to resolve the problem. Instead of saying
negative words, they repeated trial and error. By
doing group work, I was able to realize my
negative thoughts and inflexibility. Furthermore,
when I tried to tackle on one project, I never do
group work without being confused with the
question. I could not understand what I and other
members have to do for the project rapidly. I
always thought that I am inflexible and I have a
quite narrow view. After I came back to Japan, I
decided to take classes where I can do many
group works in order to get accustomed to the
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way of flexible thinking.

What you have learned through program with NUS? What is the most memorable moment?
I have learned that importance of skill of making logical question and the active learning mind.
Through program with NUS students, I strongly felt that the quality of question shows how he or she
thinks deeply of the topic. If the person does not consider earnestly, he cannot ask the other people
logical and essential question. On the other hand, person who try to think the topic deeply and earnestly
can recognize what is the most necessary information. Therefore, he can make use of what he has
already known and get useful information which is related to what he has done. After I saw NUS
students asked several logical and essential questions, I realized that intentional question raise the
quality of our learning. Even if many people take the same lesson by the same teacher, only the person
who think deeply can learn a lot of things from the lecture.
I also felt an active attitude makes great difference in learning. All of the activities; Visiting
companies and factories, taking classes at NUS does not have a great effect on us by itself. How we
want to learn, how earnestly we want to learn will change the quality of our learning. Before making
logical and intentional question, an attitude to ask question is one of the most important thing to
broaden my outlook. I have decided to set a goal which describes what I want to get from the lecture

or the experience. By doing this, I will be able to take advantage of limited time more effectively.

What is good/bad about the program overall?
Any comments throughout the program?
I think there is two good things and two bad
things including International Communication.
Turning to two good things, firstly, many
opportunities to tackle on various kinds of
projects with other students were very necessary
and essential experiences for me. This is because
the skill to solve many problems which do not
have one right answer is required to work in a
society. Furthermore, I think not only solving

Picture with NUS students
in front of NUS Business School

problems, but also understanding the essential
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problem is important. In order to obtain the skill to find and solve problems, studying on the desk is
not enough. Making an action by ourselves and discuss the topic seriously with students helps us to
cultivate skills. In addition to this, most of Japanese students have not have opportunities to cultivate
such kind of skills in schools. From these situations, I think this kind of education is necessary and it
will help many young people to play an important role in the world.
Secondly, company visits covered many fields and it was a quite satisfying project. Through this
program, I could observe welfare, manufacturing, beverage, human resources, government agency,
materials flow, finance area. Visiting many kinds of companies in foreign countries is valuable
experience because I am going to work in foreign countries in the future. I could know how Japanese
people work in another country. I hope I will be able to work like them in the future.
Moving to two negative points, firstly, I wanted to interact with NUS more deeply. Before I go
to Singapore, I had expected to attend the same classes which NUS students usually take. Class audit
helps me to learn what kind of education NUS students take and to make my own plan to study abroad.
I know the management of this program is quite difficult, however I think it is better to visit NUS
during a week with classes.
Secondly, I wish I could receive various advices from NUS students about the way to tackle on a
group work, to make effective slides, to hold an effective presentation. This is because although NUS
students have been taught the knowledge and skills about projects and power point, almost all of
Japanese students have not been taught about it since they entered elementary schools. If we could
have enough time to discuss and teach various things with NUS students, both of Japanese students
and NUS students could learn what we or they did not know.
After this program started, I have realized I am incompetent; however, at the same time, I could

understand what is necessary for me to achieve my goal. Therefore, I have decided to make us of these
learning in daily lives.

