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General Comment 
      We held on this press conference to announce that we 
were going to start serving Peranakan-Japanese dishes, 
which is Peranakan dishes using Japanese ingredients 
such as Dashi and Wasabi, at IPPIN CAFE BAR. We 
managed to operate this Press Conference smoothly and 
we received a lot of good feedback for dishes ————Most 
of them finished our dishes totally. 

      We expect that most of media will start launching 
articles regarding this project in 2 weeks to 1 month. NNA 
Singapore (Kyodo News Group) has interviewed us 
before this press conference so that they launched an 
article as first page on 1st June, 2016. AsiaX issues once 
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Information 
Date & Time 
 31st May, 2016 at 3pm 

Venue 
 IPPIN CAFE BAR 
 18 Mohamed Sultan Road 

Invited Media 
 9 companies, 15 pax 

Program 
 Introduction of IPPIN PTE. LTD. 
 Introduction of this Project 
 Introduction of Chef Philip 
 Tasting 

実施概要 
日時 
 平成28年5月31日 午後3時～ 

場所 
 IPPIN CAFE BAR 

招聘メディア 
 9社、15名 

プログラム 
 IPPIN紹介 
 プロジェクト紹介 
 シェフ フィリップ紹介 
 試食

PRESS CONFERENCE REPORT 
31ST MAY 2016 | Peranakan-Japanese Dishes Project | AT IPPIN CAFE BAR 

記者会見実施報告書 : プラナカンジャパニーズ料理 平成28年5月31日 於 : IPPIN CAFE BAR

Items inside of goodie bag for Media  | メディアへのお土産として渡したサンプル

Introduction by Chef Philip | シェフ フィリップ氏による解説
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in two weeks, however, they have already launched an 
article on their website. We have received offers 
interviews from The Straits Times and WINE&DINE 
Magazine therefore we will arrange for them. 

 

所感

　本記者会見は、出汁やわさびといった、日本食材を使用
したプラナカンジャパニーズ料理を、IPPIN CAFE BARにて
提供することの告知を目的として開催された。記者会見は
滞りなく進行でき、また食事への反応は上々であった。提
供した食事は残されることがなかったことが一番の証明で
あろう。 

　各メディアが記事を発行するのは2週間から1ヶ月後と予
想される。但し、NNAシンガポール(共同通信社グループ)
は事前に取材を受けており、6月1日付の新聞の一面に記事
が掲載された。AsiaXは、誌面は月2回発行だが、同じく6
月1日付でオンラインニュースの記事になっている。尚、
シンガポール最大の日刊紙 The Straits Times 及び、高級グ
ルメ雑誌 WINE&DINE の記者も本プロジェクトに興味を
持っており、後日取材を受ける予定である。
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Media Information   
招待メディア情報 

English Media 英語メディア 
The Business Times 
http://www.businesstimes.com.sg 
シンガポール最大の経済新聞 

BiTES 
http://www.bites.com.sg 
フード関連フリーペーパー 

OISHII 
https://www.oishii.sg 
日本食全般を取り扱うフリーペーパー 

WAttention 
http://www.wattention.com 
日本全般を取り扱うフリーペーパー 

Chinese Media 中国語メディア 
联合早报网 (Zaobao) 
http://www.zaobao.com.sg 
シンガポール最大の中国語新聞 

Japanese Media 日本語メディア 
AsiaX 
http://www.asiax.biz 

無料のビジネス情報誌 

J-Plus 
http://comm.com.sg 

無料のライフスタイル情報誌 

注 : 上記は有力なメディアのみ抜粋
5 dishes of Peranakan-Japanese | プラナカンジャパニーズ料理5品

Photo shooting by Media  | メディアによる撮影風景
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