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スレシュ＝チトゥリ＝ラユドゥ氏は、インド工業連盟(CII)
のアンドラ・プラデーシュ州議会議長です。この役職につ
いて2年になります。 
 
現在、スリニバサ・ハッチャリグループの責任者として、
副会長及び業務執行取締役を兼任しています。 
 
米国アトランタのエモリー大学にて、コンピュータエンジ
ニアリング課程及びMBA修得後、 食鳥畑にて、インドに
おけるその業界の第一人者、B.V.ラオ氏の教育を2年間受
けました。彼には、食鳥業界、コンピュータ、ファイナン
ス及び一般管理に関する豊富な知識があります。彼は、会
社内で、戦略的側面に気をかけ、イノベーションを促進し
ます。 
 
彼は、青年社長組合(YPO)南アジア支部の地域フォーラム
の役員になっています。 
また彼は、国際卵委員会のメンバーです。 

 

スレシュ＝チトゥリ＝ラユドゥ氏の紹介 



1978 1983 1984 1987 1994 1995 2014 

家禽の会社とし
て設立 

スリニバサ食鳥・家畜
用飼料会社を通じて、
食鳥用飼料業界へ参入 

NECC設立 

バルーナ・
ハッチャリ社
買収 

BROMARK設立  

 IPOに成功 

発
展
の
歴
史

 

契約農業を通じて、商
業的ブロイラ製造へ参
入 

2012 

スリニバサ大豆会社
を通じて、大豆加工
に参入 

スリニバサ・ハッチャリグループ（ＳＨグループ）について 



ブロイラ 

ブロイラー、商業用の雛の販売 
 
商業的農業確立のために農業経営者
向けにサポートや指導を提供 
 

獣医サービス提供 

産卵鳥ブリーダー 

産卵鶏の雛の販売 
 

 商業的農業のための農場デザイン、農
場でのトレーニング 
 

農業経営者向けに医薬品 &やワクチン、
獣医サービスなどのインプットの提供 

鶏肉用飼料 

生産商業用 & ブリーダー用の飼料を
産卵鶏 & 食用鶏の両方向けに生産 
 

飼料として大豆の加工事業業務 

食肉鶏の統合 

契約農家を通じて商業的食肉鶏を生産 
 

商業用鶏や調理用鶏の販売 

SH Groupの業務エリア 



インド工業連盟 



• 産業界、政府 や 民間との共同ワーク 

– ７４００を超える民間、公共機関の会員 

– 250程の国家・地域機関から10万を超え
る企業が参加 

 

• 重要な機能 

– 成長と競争力の助長 

– インフラ投資の促進 

– 人材の開発 

– 社会開発の促進 

 

• 国際的イニシアチブ 

– インドへの200以上の企業代表団へのサー
ビス 

– 2000以上のビジネスマンの迎え入れ 

– インド国外で50以上の貿易ミッション 

– 71 の契約の締結 

 

 

インド工業連盟 (CII) 



CII ネットワーク 

• 国際ネットワーク 

– オーストラリア、中国、エジプト、フランス、シンガポール、英国と米国の7つの海外事務所 

• インド国内でのネットワーク拡大 

– インド国内に、9つのセンターと64 事務所 

– 106カ国において、300のカウンターパートとのパートナーシップ締結 

• アンドラ・プラデーシュ州での事業拡大 

– ヴィジャヤワーダやヴィシャーカパトナムに事務所 

 



• ナレンドラ・モディ首相来日 

 

– 特別戦略としてグローバルパート
ナーシップ構築のため、日本は開発
プロジェクト用に5年間で350億ド
ルのインドへの投資を約束した 

 

– 日本のインド向け投資は、高度な製
造やハイテク分野が対象 

 

– 付加価値製品の対日輸出 

 

– スマートシティ開発、 統合的な排水
マネージメント、農業 & フード
チェーン開発、防衛産業 や スキル
開発 

インド・日本パートナーシップ 

– 日本は、新幹線導入のため、インド
に対し、財政・技術・オペレーショ
ンでのサポートを提供する 

 

– 文化遺産保存、都市の近代化 や芸術、
文化、学術の分野における協力の覚
書を締結する 

 



• チャンドラバブ・ ナイドゥAP州主席公使来日 

– 日本は、開発や主要都市建設における、AP州への
協力拡大を約束した。 

– スマートシティ建設のための日本からのサポート 

– メガフードパークでのコールドチェーン設立 

– 農場から食卓までの モデルの構築 

– ロジスティックスの要衝としてのAP州 

– インフラセクターへのファイナンス(空港、港湾 等) 

アンドラ・プラデーシュ州と 日本 パートナーシップ 

• JICAはすでにAP州と過去に共同ワーク
を行ってきている 

– IIT ハイデラバード将来の研究者のための
キャンパスデザインプロジェクト 

– ハイデラバードのインド工業大学向けの
キャンパスデザインプロジェクト 

– ハイデラバード都市地区の近代化 

– ハイデラバード 外環道プロジェクト 

 





アンドラ・プラデーシュ州 の プロフィール 



• 統計資料 

– 面積: 162,000 平方キロメートル 

– インド2番目に長い海岸線、974 Km  

– 4900 万人 人口 

– 70.4% 地方人口 

– 996 性比 

– 67.41 識字率 

 

• 食糧生産 

– ゴーダーヴァリ川、クリシュナ川、トゥンガバ
ドラー川、ペンナ川が 主要な灌漑源 

– 農業部門 （86.2億ドル）は州のGSDP の
23.1%に相当 

– インドのコメの主要生産地 

– インド最大の鶏卵生産地の1つ 

– 漁業部門は10%、海老の生産は国内で、70%
以上に相当 

 

アンドラ・プラデーシュ州 の概観  



アンドラ・プラデーシュ州のビジネス上の強み 
 

     ビジネス環境 

– 日本向けの窓口の設置 

– AP州の産業向け窓口の一本化 

– 諸手続きの簡素化 

       利用可能な人財 

– 高い識字率 & 高い技術教育 

– 進んだ労働政策 & 能力開発プラン 

– 人材情報システム 

 

      革新的なリーダーシップ と 政府機能 

– ナイドゥ主席公使は1994-2004年の間に、 AP州をIT及びバイオテクノロジの
ハブとさせた 

– ヴィジャヤワーダの急速な開発、グゥントゥール やヴィシャカパトナムは分割後、
開発が進行中 

– （PPP）に基づき工業団地の開発を提案 



港湾ネットワーク 

AP 州は投資の対象として戦略的な地理にある 

空路ネットワーク 



アーンドラ・ プラデーシュ州の利用可能エネルギー 



農業生産 -  AP州のインド国内でのランキング 

AP州はコメの生産量国内1位、落花生とトウモロコシは2位、
雑穀類で3位 、あわ、食用穀物 や 豆類で4位 
  



果物・野菜生産 -  AP州のインド国内でのランキング 

ココナツとバナナは4位 ナスとカシューナッツは2位 

マンゴー、パパイヤ、レモン、
トマト、トウガラシ、ウコン や 
オクラの生産は1位 



鶏卵（１位）、食肉（2位）、水産物（2位）、 
乳業生産（3位） -  AP州のインド国内でのランキング 

水産関係 



AP州での食品産業での挑戦 



食品産業での挑戦 

農業生産品 

• 農産物の収穫後の損失 

• 加工インフラ設備の欠如 

– 現存の加工インフラでは不十分 

• 貯蔵施設の不足 

– 倉庫 

– コールドチェーン施設 

• 輸送インフラの欠如 

– 製造エリアから加工エリアまで 

– 加工エリアから消費地まで 

穀物名 収穫後損失率（％） 

果物 

パパイヤ 30-60% 

ザクロ 23% 

グアヴァ 18.05% 

ココナツ 15% 

バナナ 12-14% 

オレンジ  6.83% 

レモン  6.38 

サポジラ（ガム） 5.77% 

マンゴ ー 5-8.5% 

バンレイシ 5-10% 

野菜  

ナス 17.75% 

トマト  13% 

きゅうり 10-15% 

豆 7-12% 

タマネギ 7.51% 



食品産業での挑戦 

鶏肉生産 

• 鶏卵、鶏肉価格の変動 

– これらの価格は製造コストと連動せず、 
多くの場合、製造者が損害を被ってい
る 

• 輸送中の廃棄物 

– 鶏卵は長距離輸送中に腐敗する 

– 夏期の輸送中では鶏の高い死亡率 

• 加工インフラの欠如 

– インドでは、食肉や鶏卵加工インフラ
が相当未整備となっている 

– これらの施設には相当な投資が必要と
される  

• 貯蔵施設の不足 

– 加工肉の貯蔵のためのコールドチェー
ン施設が不足 



アンドラ・プラデーシュ州の食品加工の可能性 

エリア 食 品 付加価値製品 

スリカクラム  カシューナッツ ドライナッツ,パウダー、キャンディー、殻液 

ゴダヴァリ ココナツ ココナツウォーター、ココナツミルク,ココナツミルクパ
ウダー、乾燥パウダー、チップス、キャンディー、殻粉 
等 

グントゥール 調味料 ソース、漬物、パウダー、乾燥根茎、含油樹脂 等. 

プラカサム 水産物 凍結、乾燥、チルド、加熱処理 等 

カダパ バナナ  
パパイヤ 

ジュース、チップス、プレ、ジャム、ゼリー、チーズ、
殻粉 
プレ、RTSジュース、漬物、ジャム、ゼリー、アイスク
リーム 等. 

チットゥール マンゴー 
 
牛乳 

果肉、濃縮ジュース、スカッシュ、ジャム、ゼリー、
キャンディー、乾燥カットマンゴ ー等 
チーズ、アイスクリーム、低温殺菌牛乳、バター、パ
ニール 等 

アナンタプール ザクロ 
オレンジ 

RTS ジュース、ジャム、ゼリー、凍結ザクロ  等. 
RTS ジュース、スカッシュ 等. 



AP州の食品産業でのチャンス 



インド政府によるインセンティブ 

• 大型フードパーク（ＭＦＰ）スキーム 

– 食品加工産業省が推進 

– インド政府が毎年実施 

– 選抜されたプロジェクトは最大でコストの50％分の資本助成が得られます 

 

• AP州での大型フードパーク（ＭＦＰ） 

– スリニ・フードパーク– 2012年にAP州のチットゥール地区 に設立 

– ゴダバリ・メガアクア・フードパーク – 2014年に認可、 プロジェクトは進
行中 

– アンドラ・プラデシュ州産業インフラ公社（APIIC）– 2015年に認可 

 

• コールドチェーン、価値付加 、保管インフラのスキーム 

– シンサイト･インダストリーズ･リミテッド – 所在地: グントゥール地区 

– シリッシュ･アクア– 所在地: イーストゴダバリ地区 

– ワシントン･コールド･ストレージ – 所在地: イーストゴダバリ地区 



スリニ・フードパーク –  
インド初の大型フードパーク 

o 近辺には安定した原材料の生産拠点があります - チットゥールはAP州において果物や野菜の
生産の中心的な場所です。 

o 近辺に主力の消費市場があります。 
o 150km圏内にチェンナイ、バンガロール、ティルパティ 

o 事業推進を目的とした政府によるサポートや奨励があります 
o 技術向上基金制度（TUFS）により優先的に最大500万ルピーの助成金  
o 目標指向行動計画（GoAP）の段階から75% VAT 償還  
o  5年間のGoAPで1.0ルピー/ユニットの電気料金償還 

o 経済的に余裕のある熟練した労働者を確保できます 
o 農業経営者や商社とのタイアップにより全面的なバックアップ体制があるため、高品質な原材

料の調達が可能です。 
o 標準化された原材料の品質を保証するため、農業経営者には教育などをはじめとするインプッ

トを行っています。 
 



AP州政府によるインセンティブ 

インセンティブ MSME 大型産業 

電気料金の償還 
1ルピー/ユニットを 

5 年 

1ルピー/ユニットを 

5 年 

印紙税/／移送手数料の償還 100% 100% 

VAT/CST/SGST の償還 75%を7年 50%を7年 

廃棄物のリサイクル VATなし VATなし 

APPCBに認可された清潔な生産体制 
350万ルピーを限度とし

た35%の助成金 

350万ルピーを限度と

した10%の助成金 

廃水処理、グリーンビルディング、再生可能

なエネルギー源の使用、カテゴリー「レッ

ド」の産業向けに連続排出監視システム

(CEMS) の導入、雨水貯留システムの採用、

etc 

25%分の助成金 25%分の助成金 

AP州食品加工方針はWIPに基づきます 



AP州 食品部門における日系企業のチャンス 

• 食品加工インフラの構築 

– 乳製品 

– 食肉の加工 

– 水産物の加工 

– 酒造 

– 飲料 

– 菓子 

• テクニカルサポート 

– 機材供給 

– 技術的サポートと指導 

•  付加価値生産物の輸出 

– RTC / RTE 食肉商品 

– 卵粉や液卵 

– ジュースや濃縮果汁、パルプ 



AP州 

                                                       
                                                       
                   
                                                       
                                                       
                                                    

中東、日本、北米、EU
やその他の国へ輸出 

食品加工企業 – ビジネス・マッチング 

巨大な 
国内市場 

ビジネス・
マッチング 
 
日本とイン
ドから発信 

 

AP州での産業は日本の技
術を使って「AP州で作
る」ことで始める 

METI, 
MAFF, 
JICA 
CII-APから
のサポート 

インドの安価な原料と 
日本の先端技術の融合 



ご招待 – AP州で作る 

次回のAP州でのビジネス・マッチングの会合 

 

• 暫定的な日程 – 2015年9月 

• 参加予定のインド企業 

– 生産者 – 乳製品、 養鶏、果物と野菜 

– 食品加工会社 

– フードパーク 

• 参加予定の日系企業 

– 機器会社 

– 食品小売会社 

– 食品加工会社 

– 物流ソリューション提供会社 

– 商社 



ご清聴ありがとうございました 



付属資料 



インド国内でのAP州のランキング – 農業製品 

SNo 品名 生産量 

 (単位：

100万ト

ン) 

広さ 

(単位：

100万

Ha) 

AP州での 

生産力 

(トン / Ha) 

国内平均 

生産力 

 (トン / Ha) 

インド国内

での 

ランキング 

1 コメ 13.91 2.58 3.3 2.46 2 

2 トウモロコシ 5.3 0.35 6 2.5 2 

3 塊根 11.93 1.18 0.9 1.6 2 

4 モロコシ 0.47 0.12 2 0.9 3 

5 トウジンビエ 0.08 0.05 1.1 1.1 4 

6 豆類合計 1.54 1.11 0.92 0.8 4 

7 小物/その他雑穀

類 

0.4 0.01 1.4 0.8 4 

8 穀物類合計 2.67 4.3 2.1 2.4 4 

9 サトウキビ 15.57 0.16 78.4 68.5 5 

10 シコクビエ 0.03 0.04 1.2 1.4 5 



SNo 品名 広さ 

(単位: 

100万

Ha) 

生産量 

 (単位: 

100万ト

ン) 

AP州での 

生産力 

(トン / Ha) 

国内平均 

生産量 

 (トン / 

Ha) 

インド国内

でのランキ

ング 

1 マンゴー 0.30 2.73 9 7.2 1 

2 パパイヤ 0.02 1.55 80 40.7 1 

3 ライム／ 

レモン 

0.02 0.35 15 9.9 1 

4 トマト 0.16 3.36 20 20.3 1 

5 トウガラシ 0.24 0.73 3.0 1.6 1 

6 ターメリック 0.04 0.11 6.2 5.0 1 

7 オクラ 0.04 0.67 15 12 1 

8 ナス 0.05 1.16 20 18.6 2 

9 カシュー 0.08 0.56 6.8 0.7 2 

10 ココナツ 0.12 1.38 8.94 7.4 4 

11 バナナ 0.09 1.34 35 34.2 4 

インド国内でのAP州のランキング–  果物と野菜 



地区 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

チットゥール 6,15,393  68,377  

クリシュナ 5,44,373  60,486  

ヴィジャヤナガラム 4,33,393  48,155  

カダパ 2,16,042  24,005  

アナンタプル 1,74,473  19,386  

ウェストゴダバリ 1,62,875  18,097  

ヴィシャーカパトナム 1,47,713  16,413  

クルヌール 1,15,216  12,802  

ネロール 1,04,671  11,630  

スリカクラム 85,101  9,456  

イーストゴダバリ 65,557  7,284  

プラカサム 63,775  7,086  

グントゥール 8,426  936  

合計 27,37,008   3,04,112  

マンゴー の生産 



バナナの生産 

地区 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

イーストゴダバリ 6,78,748  19,393  

クリシュナ 6,34,023  1,812  

カダパ 6,11,965  17,485  

アナンタプル 3,59,091  10,260  

ヴィジャヤナガラム 3,20,707  9,163  

ウェストゴダバリ 3,11,150  8,890  

グントゥール 2,42,618  6,932  

クルヌール 2,23,970  6,399  

スリカクラム 1,17,521  3,358  

チットゥール 89,744  2,564  

ヴィシャーカパトナム 67,211  1,920  

ネロール 51,360  1,467  

プラカサム 29,409  840  

合計 31,66,897  90,483  



ココナツの生産 

地区 生産量 (単位: 100万個) 広さ(単位: Ha) 

イーストゴダバリ 279.68  49,270  

ウェストゴダバリ 124.50  20,652  

スリカクラム 130.50  18,645  

ヴィシャーカパトナム 739.05  8,700  

ヴィジャヤナガラム 309.78  8,300  

チットゥール 61.35  5,307  

クリシュナ 49.50  4,090  

グントゥール 15.71  3,300  

ネロール 21.41  1,427  

プラカサム 79.61  1,047  

合計 1,811.07  1,20,338  



   

地区 
生産量 (単位: 100万ト

ン) 
広さ(単位: Ha) 

アナンタプル 84,021  8,402  

プラカサム 60,480  6,048  

グントゥール 33,054  3,305  

ネロール 12,810  1,281  

ウェストゴダバリ 12,369  1,237  

カダパ 11,109  1,111  

クルヌール 9,912  991  

クリシュナ 9,807  981  

イーストゴダバリ 7,623  726  

合計 2,41,185  24,119  

サポジラ（ガムの木）の生産 



  

カシュー 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

スリカクラム  1.80 26,506 

ヴィシャーカパトナム 2.56 37,740 

イーストゴダバリ 1.13 16,661 

合計 5.58 82,104 

果物の生産 – カシュー & グアバ 

グアバ 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

アナンタプル 37,445.8 2,496 

クリシュナ  27,272.7 1,818 

合計 64,718.5 4,314 



  
 

ザクロ 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

アナンタプル 61,405 4,094 

グントゥール 24,960 1,664 

合計 86,365 5,758 

オレンジ 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

アナンタプル 754,720 55,905 

プラカサム 248,047 18,374 

カダパ 136,618 10,120 

ネロール 88,561 6,560 

クルヌール 68,182 5,051 

グントゥール 23,961 1,775 

合計 1,251,907 97,785 

果物の生産 – ザクロ & オレンジ 



  

レモン 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

アナンタプル 236,946 15,796 

カダパ 46,204 3,080 

ネロール 24,259 1,617 

クルヌール 18,948 1,263 

チットゥール 9,457 630 

合計 335,814 22,388 

果物の生産 – レモン 



地区 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

クルヌール                       7,38,077                  36,904  

チットゥール                       6,05,897                  30,295  

アナンタプル                       3,61,991                  18,100  

カダパ                       3,39,493                  16,975  

グントゥール                       2,69,288                  13,464  

クリシュナ                       2,50,289                  12,514  

ウェストゴダバリ                       2,05,366                  10,268  

ヴィジャヤナガラム                       1,47,335                    7,367  

スリカクラム                       1,45,166                    7,258  

ネロール                          98,691                    4,134  

プラカサム                          63,084                    3,154  

イーストゴダバリ                          62,024                    3,101  

合計                    33,54,466              1,67,723  

トマトの生産 



  

地区 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

チットゥール                          93,801                    6,253  

カダパ                          81,558                    5,437  

クルヌール                          70,788                    4,719  

プラカサム                          61,905                    4,127  

ヴィジャヤナガラム                          51,740                    3,449  

ヴィシャーカパトナム                          49,351                    3,290  

クリシュナ                          46,442                    3,096  

アナンタプル                          45,974                    3,065  

スリカクラム                          44,814                    2,988  

イーストゴダバリ                          42,874                    2,858  

グントゥール                          36,502                    2,433  

ウェストゴダバリ                          35,671                    2,378  

合計                       6,61,419                  44,095  

オクラの生産 



  

地区 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

イーストゴダバリ             2,94,461  14,723  

プラカサム             1,01,010  5,051  

クルヌール                 96,015  4,801  

ウェストゴダバリ                 82,384  4,119  

チットゥール                 82,140  4,107  

カダパ                 81,518  4,076  

アナンタプル                 79,742  3,987  

クリシュナ                 76,501  3,825  

ヴィシャーカパトナム                 76,146  3,807  

ヴィジャヤナガラム                 71,506  3,575  

スリカクラム                 68,443  3,422  

グントゥール                 42,890  2,145  

合計             11,60,527  58,026  

ナスの生産 



    

地区 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

クルヌール                       3,20,679                  17,816  

チットゥール                       1,93,806                  10,767  

アナンタプル                       1,07,153                    5,953  

カダパ                       1,02,338                    5,685  

スリカクラム                          91,908                    5,106  

グントゥール                          37,403                    2,678  

イーストゴダバリ                          35,964                    1,998  

プラカサム                          30,030                    1,668  

ヴィジャヤナガラム                          29,331                    1,629  

ヴィシャーカパトナム                          25,734                    1,430  

クリシュナ                          21,219                    1,179  

合計                       9,95,563                  55,309  

タマネギの生産 



  

豆類 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

クルヌール 78,961 6,580 

ヴィシャーカパトナム 54,545 4,545 

チットゥール 29,304 2,442 

ヴィジャヤナガラム 10,629 886 

スリカクラム  5,741 478 

合計 179,180 14,913 

きゅうり 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

ウェストゴダバリ 49,240 2,462 

クリシュナ 28,705 1,435 

グントゥール 27,706 1,385 

ネロール 8,880 444 

合計 121,746 5,726 

野菜の生産 – 豆類 & きゅうり 



地区 生産量 (単位: 100万ト

ン) 

広さ(単位: Ha) 

イーストゴダバリ 347,763 17,388 

地区 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

ウェストゴダバリ 17,552 1,170 

地区 生産量 (単位: 100万トン) 広さ(単位: Ha) 

カダパ 14,214 776 

タピオカ 

キャベツ 

 ニンジン 

野菜の生産 



牛乳の生産 

地区   生産量 (単位: 1000 MTs) 

グントゥール  998  

プラカサム  990  

チットゥール  938  

クリシュナ  920  

イーストゴダバリ  751  

ウェストゴダバリ  742  

ヴィシャーカパトナム 539  

クルヌール  515  

ネロール  474  

アナンタプル 470  

ヴィジャヤナガラム  390  

スリカクラム 380  

カダパ  295  

合計 8,402  



卵の生産 

 地区  生産量 (単位: 100万個)   

イーストゴダバリ  4,517  

ウェストゴダバリ  2,112  

チットゥール  1,332  

クリシュナ  1,268  

グントゥール  1,096  

ヴィシャーカパトナム 790  

ヴィジャヤナガラム  279  

アナンタプル 195  

プラカサム  189  

ネロール  137  

カダパ  125  

スリカクラム 109  

クルヌール  96  

合計 12,244  



食肉の生産 

地区 生産量 (単位: 100万トン) 

チットゥール                             54,820  

クリシュナ                             50,164  

アナンタプル                            45,593  

イーストゴダバリ                             40,556  

プラカサム                             40,412  

クルヌール                             35,205  

グントゥール                             35,145  

ウェストゴダバリ                             30,177  

ヴィシャーカパトナム                            28,372  

ネロール                             25,235  

ヴィジャヤナガラム                             24,164  

カダパ                             18,192  

スリカクラム                            12,023  

合計               4,40,058  



内陸部の水産物の生産 

地区 生産量 (単位: 100万トン) 

クリシュナ                    4,15,955  

ウェストゴダバリ                    3,80,836  

ネロール                      75,612  

イーストゴダバリ                      41,021  

グントゥール                      31,009  

クルヌール                      20,580  

プラカサム                      16,627  

ヴィシャーカパトナム                     14,095  

スリカクラム                       9,919  

ヴィジャヤナガラム                        9,075  

カダパ                       4,034  

アナンタプル                        2,891  

チットゥール                        1,615  

合計               10,23,269  



海洋水産物の生産 

地区 生産量 (単位: 100万トン) 

イーストゴダバリ                81,128  

ヴィシャーカパトナム               79,274  

ネロール                71,334  

スリカクラム               41,402  

クリシュナ                31,207  

グントゥール                30,387  

プラカサム                22,904  

ヴィジャヤナガラム                13,591  

ウェストゴダバリ                  8,190  

合計           3,79,417  



I.園芸産物 

品名 生産量 

(in Million 

MTs) 

付加価値商品 

a)果物 

マンゴー 3.01 パルプ、 濃縮果汁、ジュース、スカッシュ、フルーツバー、 

漬物、ジャム、ゼリー、キャンディー、ドライマンゴー、冷凍

マンゴー、etc   

バナナ 3.49 ジュース、バナナチップス、ピューレ、RTSジュース、ジャム、

ゼリー、 ワイン、バナナチーズ、バナナ粉、etc 

パパイヤ 1.70 パパイヤ･ピューレ、RTSジュース、漬物、ジャム、ゼリー、

スカッシュ、 濃縮果汁、カットフルーツ、etc 

グアバ 0.11 ジャム、ゼリー、キャンディー、パルプ、ジュース、 濃縮果汁、 

etc 

ライム 0.38 漬物、ジュース、 ドライ･ライム 

ココナツ 1.83 

(単位: 10億粒) 

ココナツウォーター、ココナツミルク、ココナツミルク･パウ

ダー、ドライココナツ、ココナツチップス、キャンディー、コ

コナツ粉、etc 

カシューナッツ 0.61 ドライナッツ、カシューナッツパウダー、キャンディー、カ

シューナッツ殻液 

ザクロ 0.1 RTSジュース、ジャム、ゼリー、 冷凍ザクロ 

アブラヤシ 1.48 食用油、硬化油、etc. 

タマリンド 濃縮果汁、タマリンドブロック、パルプ、ペースト、etc 

詳細 – 食品加工産業 



品名 生産量 

(単位: Million 

MTs) 

付加価値商品 

b) 野菜 

トマト 3.69 ピューレ、ケチャップ、ソース、ジャム、ペースト、ドライト

マトパウダー、etc 

タマネギ 1.10 タマネギフレーク、パウダー、ペーストetc 

ニンジン 0.05 角切りニンジン  

タピオカ 0.42 サゴ、デンプン粉、デンプンシロップ 

c) 香辛料 

トウガラシ 0.80 チリソース、漬物、チリパウダー 

ターメリック 0.28 パウダー、乾燥根茎、クルクミン 

詳細 – 食品加工産業 



II. 農産物 

コメ 11.51 コメ粉、ぬか油、パーボイルドライス、ライスフ

レーク 

サトウキビ 1.57 原料糖、ジュース 

メイズ 4.85 コーンシロップ、トウモロコシ粉,、コーンフレーク、

etc 

  塊根 1.11 食用油、ドライパウダー、チーズ/ピューレ 

III.乳製品 

牛乳 18 チーズ、アイスクリーム、 低温殺菌牛乳やフレー

バーミルク、 バター、 パニール、ギー、 バターミ

ルク、カード（凝乳）、etc          

IV. 養鶏産物 

卵 12,726 (単

位:100万個) 

卵粉、卵液 

V.海洋水産物 

エビ & 魚 0.095 冷凍、ドライ、チルド、etc  

詳細 – 食品加工産業 












