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7.2.3.小売店における日本産品（農林水産物等）の販売状況

(1) Spencer's（モール近接郊外型大型スーパー）〔ムンバイ、ニューデリー〕

(a) 店舗の概要

 Spencer’s は、インド全土に関連店が 333 店舗あり、そのうち大型スーパーは 18

店舗、デリー、チェンナイ、カルカッタ、ムンバイなどの大都市近郊にある。

 2008 年の 3-4 月に日本食材の販売を開始した。

 客は、インド人が 80%、インド人以外が 20%である。

 客層は、Socio Economic Class でいうと、月給が 30,000 Rs 以上の A＋クラス、

75,000 Rs 以上の A＋＋クラスである。

 1 ヶ月の売上は、日本食材の 40,000-45,000 Rs/月である。

 Average Bill Value は、600 Rs/人である。

 在庫率は 50%と低く、人気商品は常に在庫切れの状況である。100%のストックが

あれば、25-30％以上は売上げが増加する。

図 7-12 店舗の外観

図 7-13 店内の様子

(b) 扱っている日本産品

 日本食コーナーがあり、以下を取り扱っている。GOLDEN CURRY 235Rs、

NANAMI TOGARASHI 94Rs、山椒 235 Rs、味噌汁（フリーズドライ）125 Rs、

すしのこ 94 Rs、寿司酢 300 Rs、ラー油 354 Rs、ごま油 354 Rs、なめこ（缶詰）

213 Rs、稲庭うどん 294 Rs、わさび、海苔。
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 売れ筋商品は、わさび、マヨネーズ、すいのこ、もち米、醤油などである。

 日本食品については、maido india 社から全て仕入れている。

 通常、オーダーしてから、3-7 日でデリバリーされるが、必ずしもオーダーどおり

に納入されないことも多い。

 今後は、日本産のお米なども取り扱っていきたい。

図 7-14 陳列されている日本産品

(c) 日本食の普及

 ここ 3－4 年でインド人の日本食に関する関心が非常に高まった。特に、お寿司や

日本酒の人気が高い。

 日本食を取り扱っていて一番の課題は、店員に日本食の知識がないことである。

顧客からは調理方法や商品の詳細について問い合わせも多いが、店員には知識が

なく回答できない。今後は、店員への日本食の教育が必要である。

 日本食のレシピを作るなど、独自で日本食の啓蒙に努めている。
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図 7-15 日本食レシピの紹介（SPECIALTY CUISINE from spencer's a world of inspiration）

(d) 日本以外の海外からの輸入産品

 日本以外にも、タイ、中華、イタリアン、メキシカンなどの商材を扱っている。

 タイと中華の売上げは、60,000 Rs/月、60,000 Rs/月、イタリアンは 100,000 Rs/

月程度である。

 タイ、イタリア食材のコーナーもある。タイ食材は、調味料、ナッツ、ココナッ

ツミルク缶詰などである。イタリア食材は、オリーブ、パスタソース（缶詰）、パ

スタなどであり、価格は、パスタ 50 Rs、パスタソース 175 Rs、ピザベース 250 Rs、

ピザソース 175 Rs、オリーブ 180 Rs、オリーブオイル 300-400 Rs である。

 りんごは、オーストラリア、アメリカ、イタリア、ニュージーランドから大量に

輸入されている。

図 7-16 他国の取扱産品
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(2) Nature's Basket（都市型高級スーパー）〔ムンバイ〕

(a) 店舗の概要

 2008 年の 2 月に日本食材の販売を開始した。

 客は、インド人が 50%、日本人が 45%、日本人以外の外国人が 5%である。

 日本食材の売上げは 800-1,000 Rs/日。土曜日などの売上が高い日は 2,000 Rs/日。

 客単価は、450-500 Rs/日、土曜日は 1,000 Rs/日。

 1 年間で売上が 25％増加している。それでも、欠品率が高く、売り上げが 65%ダ

ウンしている状況であり、100%の在庫が確保できれば、さらに売上は増加する見

込みである。

図 7-17 店舗の外観

図 7-18 店内の様子
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(b) 扱っている日本産品

 取扱商品は基本的に、Spencer’s と同様である。Spencer’s 取扱商品以外には、と

んかつソース 281 Rs、すしのこ 94 Rs、まきす 225 Rs、わりばし 135 Rs、しゃ

もじ 135 Rs、煎茶 200 Rs、インスタントラーメン 94 Rs などがある。

 売れ筋商品は、練りわさび、日本製のマヨネーズ 294 Rs、豆腐、ドライマッシュ

ルーム、味噌汁（フリーズドライ）、日本米（レトルトパック）、てんぷらミック

ス、照り焼きソース、海苔などである（ただし、写真撮影時は欠品中であった）。

 インドで人気のある日本料理は、寿司や照り焼きチキンなどである。

図 7-19 陳列されている日本産品

(c) 日本以外の海外からの輸入産品

 イタリア料理の売上げは 7,000-8,000 Rs/日。

 近年、中華料理は人気が停滞しているが、日本料理の人気がでている。日本料理

以外で人気なのは、タイ、メキシカン料理である。

 タイ食材は、缶詰（グリーンカレー、レッドカレー、ココナッツミルク）が 115 Rs

などである。

 イタリアン食材は、パスタ 140 Rs、ビネガー150 Rs、オリーブオイル 440 Rs

(500ml)、トマトソース 235 Rs などである。

 中華食材は、醤油 100 Rs、オイスターソース 125 Rs などである。

 ワインなどの輸入に際しては、6 ヶ月税関で止まってしまうこともあり、ワインの

状態が悪くなることも頻繁にある。
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図 7-20 他国の取扱産品（イタリア、タイ）

(3) ナッツアンドスパイス（高級加工食品スーパー）〔チェンナイ〕

(a) 店舗の概要

 ナッツやスパイス類、調味料加工食品など輸入品の売られているスーパーである。

 インドは食材が豊富であり、輸入品に頼る必要は殆どないが、特に高級食材とし

てナッツ、調味料、清涼菓子、加工食品などが輸入されている。

(b) 日本以外からの輸入産品

 パック入りのジュースでは、ニュージーランドのキウイジュース、プラムジュー

ス、赤ブドウジュース、りんごジュース等、インドで手に入りにくいフルーツが

人気である。

(4) 赤坂（コンビニエンスストア）〔チェンナイ〕

(a) 店舗の概要

 日本食レストランの裏手にある 10 畳程度のコンビニエンスストアである。

 客層は、日本人の駐在員とその家族、韓国人、その他外国人などである。

(b) 販売品目

 水産物：刺身（マグロ赤身、カジキ赤身、カジキ中トロ、ハタ、ヒラアジ、スギ、

笛吹き鯛、ひらめ、カワハギ、サーモン、かつおのたたき、紋甲イカ、スギ、サ

ーモン）、開き（きす、あじ、とびうお）、フィレー（カレイ、しいら、南洋ぶり、

ヒラアジ、笛吹き鯛、ハタ、さわら、カジキ、さけ）、ラウンド（渡り蟹、アジ、

キス、とびうお、やりイカ、たこ、げそ、剥きえび、小エビ、無頭えび、大えび）

等

 冷凍加工食品：フィッシュフィンガー、白身フライ、ポテトコロッケ、ビーフコ

ロッケ、餃子、さつま揚げ、すり身、シーチキン、油揚げ、厚揚げ、スモークサ

ーモン
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 食肉（チルド）：牛肉

 食肉（フローズン）：牛タン 牛ハツ、ビーフフィレ、ビーフリブロース、ビーフ

スライス、ビーフサーロイン、ビーフミンチ、プルコギ用ビーフスライス、あい

びき、ポークミンチ、ポークスライス

(5) 木材輸入業者〔チェンナイ〕

(a) 販売先

 国内だけでも膨大な需要がある。特にホテルやリゾートなど大型の需要も多い。

(b) 輸入元

 木材は現在、ミャンマー、ラオス、インドネシア等から輸入している。日本から

の輸入はない。

(c) 輸入手続

 国外からインド国内への輸出入はかなりスムーズである。

7.3. レストラン経営の特徴とその対応

7.3.1.レストラン市場の現状95

大型スーパーマーケットや大型ショッピングモールでは、ハンバーガー店などのいわゆる

外食ファーストフードや先進国でみられるコーヒー専用喫茶店などの外食店や映画館を店舗

内に複数有するものが多い。これらの外食ブームは、欧米的な生活スタイルのインド社会へ

の浸透しつつあることを意味する。ただし、当然ながら、インド人はベジタリアンが多く、

牛を神とした宗教的な側面もあり、ハンバーガー店には牛肉を用いたメニューはなく、チキ

ンを用いたメニューが中心となっている。

また、世界的に主産地である紅茶ではなく、コーヒー店が上述の大型スーパーマーケット

や大型ショッピングモールに設置されていることは、インド人の欧米へのあこがれや流行を

好む傾向と関係があると考えられる。

7.3.2.日本食レストランにおける日本産品（農林水産物等）の活用状況

(1) Wasabi by morimoto（日本料理店）〔ムンバイ、ニューデリー〕

(a) 店舗の概要

 Contemporary Japanese food を提供している。

 2005 年に、ムンバイに日本食レストランをオープンし、現在までの 3 年間で売り

上げは 2 倍増加している。

95 インドビジネス実務ガイド, (社)企業研究会, 2007.12, p.395
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 メニューのうち、40%がベジタリアン用であり、実際に客の 60％がベジタリアン

である。

 ランチは駐在の接待に使われることが多く、ディナーは家族連れが多い。

 客単価は、以前は 3,200 Rs であったが、現在は景気後退の煽りを受け、2,400 Rs

程度に留まっている。

(b) メニュー

 インド人の口に合うように創作するなどの工夫を施している。インド人はケチャ

ップなどのソースを好むが、基本的には日本の味をベースとして料理を提供して

いる。

 人気のメニューは、マヨネーズ＋豆板醤＋海老のてんぷら（Rock Shrimp）、ベジ

タブル寿司、銀ダラの西京焼き、サーモンやまぐろ（大トロ、中トロ、赤身）の

刺身・寿司、鯛やヒラメのカルパッチョ、てんぷらも人気である。

 ベジタブル寿司については、カリフォルニアロール、アスパラガス天ぷらロール、

ごぼう巻き、かんぴょう巻き、河童巻きなどが人気である。

 鉄板焼きについては、パフォーマンスだけではなく味も人気がある。

 ランチでは、ラーメンセットなどを実施している。

(c) 扱っている日本産品

 全ての魚は築地から輸入している。

 1 週間に 2 回、1 回 400kg の食材を日本から輸入している。-86 度の冷凍庫で食材

を保管している。

 国内輸送は、物流業者に依頼し、日本からはアイスパックを入れて輸送している。

インド国内輸送中（空港、道路）にアイスパックが溶けて材料が無駄になる場合

もある。

 リファーコンテナやリファートラックは用いていない。

 問題が起きたら、シンガポールやドバイの支店から調達することも可能であるた

め、特に問題はない。

 米の輸入にはライセンスが必要であるが、簡単に更新できない。


