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図 7-21 アレンジされた日本料理（Rock Shrimp）

○まぐろの巻き寿司（500Rs）
○まぐろの巻き寿司（スパイシー風味）（550Rs）
○サーモンの巻き寿司（500Rs）
○サーモンの巻き寿司（スパイシー風味）（550Rs）
○えびの天ぷらの巻き寿司（500Rs）
○えびの天ぷらの巻き寿司（スパイシー風味）（550Rs）
○ベジタブル寿司（500Rs）
○アスパラガス天ぷら寿司（500Rs）
○アスパラガス天ぷら寿司（スパイシー風味）（550Rs）

図 7-22 巻き寿司のメニュー

○大トロ握り寿司（500Rs）
○かんぱち握り寿司（375Rs）
○ぼたんえび握り寿司（395Rs）
○かに握り寿司（350Rs）
○さば握り寿司（350Rs）
○はまち握り寿司（395Rs）
○ひらめ握り寿司（350Rs）
○いか握り寿司（325Rs）

○とびこ握り寿司（325Rs）
○たこ握り寿司（325Rs）
○いくら握り寿司（350Rs）
○うに握り寿司（400Rs）
○ホタテ握り寿司（400Rs）
○刺身盛り合わせ（2,025Rs）
○稲庭うどん（725Rs）
○茶そば（725Rs）
※握り寿司は1貫の価格

図 7-23 その他のメニューの例

(2) Tetsuma（日本料理店）〔ムンバイ〕

(a) 店舗の概要

 炉端焼きの日本食レストラン。

 チェンナイ、バンガロールで修行をしたインド人シェフが料理長。日本の炉端焼

き店でも料理の研修している。

 炉端焼きの他にも炭火焼き。ランチでは弁当も提供している。

 客層は 30-60 代が多く、男女比率は同程度である。ランチは 50%が日本人である

が、ディナーはインド人の割合が高く、日本人は 30%程度である。

 来客数は、昼間は 1 日 20-25 名程度、夜は 40-50 名程度であり、週末は 100－150
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名の客が入る。

 客単価は平均で 2,000 Rs（料理のみ）がミニマムアベレージである。

 １ヶ月の売り上げは料理関連のみで 600 万円程度である。

(b) 日本食の普及

 インド人の健康志向が進み、ノンオイル、新鮮さ、体に良く栄養値が高いもの、

などを志向するようになり、日本食が注目されている。また日本食はインド食に

比べて、ヘルシーでかつ小綺麗という感覚が受けている。

 5 年前まではタイ料理が流行していたが、3 年ほど前から日本料理が注目され、人

気が出てきた。ボリウッドの映画で主人公が寿司を食べるなど、日本食がブラン

ド化され、市民にも認識されるようになっている。

(c) メニュー

 インド人の舌にあうように、少し辛味を出すなどして日本食をアレンジしている。

 一番人気の商品は、まぐろとスズキを用いた料理である。

(d) 扱っている日本産品

 ごま油、醤油、酢、味ぽん、ほんだしなどの調味料は日本から輸入している。こ

んぶなども輸入している。

 日本から実際に輸入している食品は、魚介類に関しては殆どない。例えは、サー

モンはノルウェーから、マグロはインドネシアから、スズキはチリから輸入して

いる。

 魚については、現時点でまぐろやスズキのみインド国内で入手が容易であるため

取り扱っている。その他の魚についても、入手が容易になれば需要が見込める。
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図 7-24 店で出されている日本料理（例）

（左上：ランチメニューの弁当、右上：スズキのソテー）

（左下：ギョウザ、右下：みそ汁）

BENTO BOX LUNCH MENU
TETSUMA GARDEN 弁当（Rs.500）３つ選択
 コーン&チーズコロッケ または 野菜（コチュジャンソース）
豆腐（黒豆ソース） または 焼きシイタケ
 Rock corn（クリーミースパイシーソース） または 豆腐の照り焼き
季節の日本野菜（味噌味） または 野菜のてんぷら
スープ、サラダ、鉄板焼きライス

TETSUMA OISHII 弁当（Rs.550）３つ選択
鶏の照り焼き または 刺身の盛り合わせ または 焼き餃子 または
車海老（クリーミースパイシーソース） または 海老のてんぷら または
鶏の berbiqutte または チキン（味噌味） または プルコギ

スープ、サラダ、鉄板焼きライス
TETSUMA SIGNATURE 弁当（Rs.800）３つ選択
ラムチョップ（ごま油） または 鮭の照り焼き または 銀ダラ（味噌味）
または ソフトシェルクラブのてんぷら または 豚のしょうが焼き また
は ホタテとピーマン

スープ、サラダ、鉄板焼きライス
TETSUMA SUSHI BENTO
VEGETARIAN SUSHI（Rs.700/-）
いなり寿司、アボカド寿司、かっぱ巻き、サラダ巻き、カリフォルニアロ
ール（野菜）

NON VEGETARIAN SUSHI（Rs.750/-）
海老寿司、刺身の盛り合わせ、カリフォルニアロール（蟹）、鉄火巻き

図 7-25 メニューの例（ランチ）
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SEAFOOD
大車海老の炭火焼（わさび胡椒）（Rs.550）
キングクラブ（はさみ）の炭火焼（Rs.600）
ホタテの炭火焼（ｸﾘｰﾐｰｽﾊﾟｲｼｰｿｰｽ）（Rs.700）
鮭の炭火焼（蒲焼）（Rs.600）
CHICKEN & MEAT
テンダーロインステーキの炭火焼（生姜）（Rs.800）
焼き鳥（Rs.300）
VEGETARIAN
アスパラガスの炭火焼（Rs.200）
ナスの炭火焼（甘味噌味）（Rs.150）
しいたけとマッシュルームの炭火焼（Rs.200）
豆腐とピーマンの炭火焼（ﾐｯｸｽﾊｰﾌﾞｿｰｽ）（Rs.200）

図 7-26 メニューの例（ろばた焼き）

(3) SAN;Qi（日本料理店）〔ムンバイ〕

(a) 店舗の概要

 オーセンティックな日本食を売りにしている。

 客は 50%がインド人でである。

 平日で平均 100 人来客、テロ後は月から木曜の売上が高く、金土日は稼働率が下

がる。

 客単価は 3,000 Rs 程度である。

(b) 日本食の普及

 この 2-3 年で、日本食がブームになってきた。

 インド人には、ステータスとして日本食が受けている。

 現状のインド人は知っているものを注文するという感覚で、まだ日本食に対する

知識は浅い。

(c) メニュー

 インド人は、まだ日本食に対する知識が浅いため、寿司などの代表的な日本食を

注文する傾向にある。その他、ベジタブル寿司や野菜の鉄板焼きも人気である。

(d) 扱っている日本産品

 調味料については、日本産にこだわっている。

 輸入業者はインド国内の Palkit(パルキット)、他数社である。

 野菜は基本的にタイから輸入、魚介類は 8 割が日本から輸入している。

 日本から輸入する必要性がないものは基本的に輸入していない。例えば、インド

の地場の魚でスズキやハタなどは新しくて新鮮なものが簡単に手に入る。

 輸入する魚介類は 1 ヶ月に 2 回鮮魚と冷凍で仕入れを行い冷凍で保管している。

 サーモンはイギリスから、マグロは日本から輸入している。

 日本米は輸入したいが、輸入が基本的に禁止されている。また、お米の輸入には
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厳格な手続きに基づくライセンスが必要である。

 輸入手続きの所要日数などが一貫していないため時間が読めない。

図 7-27 店内の様子

図 7-28 食材の様子
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図 7-29 店で出されている日本料理（例）

（左上：寿司盛り合わせ、右上：ベジタブル寿司）

（左下：お好みピザ（お好み焼き）、右下：焼き鳥）

○ベジタブル寿司3貫（250-350Rs）
・ハマス(ヒヨコ豆のペースト）巻き（250Rs）
・ビートルート（ビートの根）巻き（250Rs）
・ババ・ガヌシュ（野菜、ｽﾊﾟｲｽなどのﾃﾞｨｯﾌﾟ）巻き（250Rs）
・アボガド巻き（250Rs）
・アスパラガス巻き（350Rs）
・トマトとチーズ巻き（350Rs）
・おくら巻き（350Rs）
・ほうれん草巻き（350Rs）

○巻き寿司
・きゅうりとプラムの巻き寿司（450Rs）
・トマトとチーズの巻き寿司（450Rs）
・カリフォルニア巻き（450Rs）

図 7-30 ベジタブル寿司のメニュー

○寿司盛り合わせ(ノンベジタブル)（1,100Rs/2,000Rs）
・まぐろ、えび、イカ、サーモン等

○ベジタブル寿司3貫（250-350Rs）
○お好み焼きピザ（500Rs）
○チキンとラムのつくね串焼き（500Rs）

○ふぐの刺身（950Rs）
○だちょうの肉のしゃぶしゃぶ（900Rs）
○稲庭うどん（400Rs）
○天ぷらそば（500Rs）

図 7-31 メニューの一例
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(4) komachi／小町（日本料理店）〔ニューデリー〕

(a) 店舗の概要／メニュー

 日本人向けの居酒屋メニューを中心としている。シェフは日本人である。

 客層は日本人が 85％、中国・韓国が 10％、残り５％である。

 メニューは、刺身や焼き魚が中心である。

(b) 扱っている日本産品

 魚の多くはタイ経由で輸入している。1 ヶ月に 1～2 回、タイ（バンコク）で買い

付け、120 キロ程をハンドキャリーで仕入れている。

 北海道産のさんま、サーモン、ホッケ、ホタテ、九州の五島列島で捕れたヒラメ

やしめさば、その他、タイ、ブリ、特上の大トロなどを日本から輸入している。

 刺身の価格は、さんま 500Rs、ヒラメ 600 Rs、サーモン 700 Rs、ホッキ 700 Rs、

ホタテ 800 Rs、ブリ 800 Rs、鯛 900 Rs などである。

 その他の価格は、秋刀魚焼魚定食 600 Rs、塩辛 200 Rs、キス天 300 Rs などであ

る。

図 7-32 店の様子
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図 7-33 店で出されている日本料理（例）

（左上：カレー定食、右上：ランチのさんまの焼き魚定食、下：さしみ単品）

○刺身
・さんま（根室産）(500Rs)
・サーモン(北海道産）（700Rs）
・ほたて（北海道産）（800Rs）等

○マグロのやまかけ（450Rs）
○さんまの塩焼き（600Rs)
○たこわさ（200Rs）
○キスの天ぷら（300Rs）

図 7-34 メニューの例

(5) 赤坂（日本料理店）〔チェンナイ〕

(a) 仕入れ

 基本的に食材（野菜、肉、魚）はほぼ全てインド現地で調達できる。

 特に水産物は、チェンナイ近海で捕れるエビやイカ等、高鮮度で味のよいものが

入手できる。デリーやムンバイの日本食店等にも卸している。

 日本から輸入しなければ入手できないものは、うなぎ、とびこ、いくら、さば、

あじ、こはだ等の光物等の寒流で獲れる魚である。

(6) TAMURA（日本料理店）〔ニューデリー〕

(a) 店舗の概要

 客層は、日本人が 8 割、残りが西洋人やインド人である。

 価格は、チェンナイの約 2 倍の設定になっている。
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 売れ筋のメニューは、しょうが焼き、どんぶり、寿司等である。

(b) 仕入れ

 魚介類は全てチェンナイから航空便で仕入れている。

(7) Hotel Marine Plaza（日本料理店）〔ムンバイ〕

(a) 店舗の概要／メニュー

 ホテルの顧客から、日本に観光やビジネスで訪問した人が、インド帰国後に日本

食を食べた経験などの話を多く聞き、関心が強いと感じ、日本料理の導入に関心

を持つ。

 Marine Plaza では、豆腐サラダ、味噌スープ、照り焼きなどのメニューを日替わ

りで 1-2 品、ビュッフェ形式で出している。また、今後、メインのランチバイキン

グでも、照り焼きチキン、寿司、ワサビティラミスなどのメニューも出す予定で

ある。

 今後、ホテル内のレストランで、週替りの世界料理のディナーメニュのなかで、

日本の食を展開する予定である。

(b) 日本食の普及

 2009 年 3 月 6 日-8 日にかけて、”The Japan Food Festival”を開催。費用は 1,200

Rs。メニューは参考資料を参照。

 プロモーションは、プレスリリース、新聞記事、ダイレクトメール、富裕層顧客

などで実施。

 ホテルの客は様々な国の料理を求める傾向にあり、そのなかで日本料理も展開し

ていこうと考えた。様々なプロモーションの影響もあり、それなりに日本食が認

知されるようになってきている。

図 7-35 The Japan food festival のリーフレット
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7.3.3.インドにおける日本産品（農林水産物等）の普及活動

7.3.3.1. 日本食フェスティバル

(1) 「Anapoorna World of Food India 日本パビリオン」

2008 年 11 月 13 日から 3 日間、ムンバイで、「Anapoorna World of Food India」が開催

され、昨年度に続き、農林水産省が促進している日本産品の輸出促進事業の一環で、日本パ

ビリオンが設置された。日本パビリオンへの出展企業は以下の 13 社であり、出展の主な目的

は、新規顧客開拓、市場調査・情報収集、企業・ブランド PR、販売促進など様々である。会

期には、実際に商談成立や販路拡大などの成果もあった。また、普及啓発活動の一環で、来

場者に日本食の美味しさや質の良さを実感してもらうため、日本人シェフによる料理ショー

が実施された。

表 7-2 日本パビリオンへの出展企業

明石酒類醸造㈱

㈱阿部長商店

エヌピー食品㈱

㈲大蔵園

㈱クリップ

㈱神戸風月堂

チョーヤ梅酒㈱

㈱なかひら農場

農事組合法人アースフライヤーズ

㈱ブリミー

㈱ますやみそ

㈱ヤマト醤油味噌

MIZKAN ASIA PACIFIC PTE., LTD

出典：月刊食堂 2008 年 11 月号, ㈱柴田書店, p.139

(2) 「第 1回 Japan Food Festival in Mumbai, India」

2008 年 11 月に、ムンバイで「第 1 回 Japan Food Festival in Mumbai, India」が開催さ

れた。和食と和食文化の普及がその目的であり、同フェスティバルでは、料理学校の学生へ

の指導からプロのシェフが競う寿司コンテスト、一般客も参加できる酒造のオーナーが実施

する酒の試飲会など、さまざまなイベントが行われた96。

96 月刊食堂 2008 年 12 月号, ㈱柴田書店, p.135
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表 7-3 主なイベント内容

① 料理学校の生徒に和食を教え、彼らが和食を一般客に提供

② 「和食フェスティバル」で VIP ディナー

③ 日本人シェフによる寿司のデモンストレーション

④ 第 2 回「ALL INDIA フュージョン寿司コンテスト」

⑤ 農林水産省主催「World of Food India 日本パビリオン」で和食の紹介

⑥ 大手スーパー「SPENCER’S」での日本食フェア

出典：月刊食堂 2008 年 12 月号, ㈱柴田書店, p.135

1st Japanese Food Fest in Mumbai SAKE CLUB IN INDIA

図 7-36 Japan Food Festival のリーフレット

7.3.4.インドにおける各国産品の普及啓発（USDA による普及啓発）

Spencer’s グルカゴン店（デリー）などの主要店舗では、2007 年 9 月から 1 ヶ月弱の期間、

アメリカ農務省（Foreign Agricultural Service, Department of Agriculture）の主催で

「American Food Festival」が実施された。「American Food Festival」の主な目的は、アメ

リカブランド食品の普及啓発であり、店内にはアメリカから輸入されたりんご、ぶどう、洋

梨、プルーン、大豆製品など、アメリカ全土から輸入された食品が陳列された。また、

「American Food Festival」の開催期間中には、アメリカ南部の郷土料理であるジャンバラ

ヤ、テキサス流メキシコ風味のタコス、アメリカでも特に有名なペカン・パイなどの料理の

実演が行われた。「American Food Festival」を開催した店舗では、開催前と比較して売上が

増加している。
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アメリカ料理の実演の様子

店内で扱われたアメリカ食品
出典：Spencer’s 提供資料

図 7-37 「American Food Festival」の開催の様子

出典：Spencer’s 提供資料

図 7-38 「American Food Festival」のリーフレット
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出典：Spencer’s 提供資料

図 7-39 「American Food Festival」の新聞記事



177

第8章 インドにおける日本産品（農林水産物等）の市

場性（まとめ）

8.1. インドにおける日本産品の現状

8.1.1.インドにおける日本食／日本産品の現状

現状においては、日本から、あまり多くの農水産品は輸入されていない。輸入されている

のは、寿司用の魚介類、調味料、加工食品が主である。

一般的に、インド人は自国文化を好む傾向にあることから、食生活についても、一部欧米

化が進みつつあるが、特に一般家庭においては伝統的なインド料理を食すことが殆どで、日

本食も普及しているとはいえない。ただし、一部の富裕層の間では、日本食＝ブランドとい

う観点とヘルシー志向の観点から、日本食ブームが起きている（または起きつつある）。イン

ド人の健康志向が進み、ノンオイル、新鮮さ、体に良く栄養値が高いものなどを志向するよ

うになり、日本食が注目されている。また日本食はインド食に比べて、ヘルシーかつ小綺麗

という感覚が受けている。

実際に、この数年で日本食レストランが都市部の高級レストランを中心に増加し始め、各

店舗とも売り上げも増加傾向にある。また、大型モールや高級食材を扱うスーパーマーケッ

トでも、小規模ではあるが日本食材を取り扱う店舗が出始めており、各店ともに売上げは増

加傾向にある。ただし、出店数としては、インド国内における大都市を中心に数十店舗とい

う状況である。

スーパーマーケットなど小売店では、店舗によっては購入者に駐在員が多くを占める場合

もあるが、インド人が日本食材を購入するケースも少しずつではあるが見られ始めており、

特に寿司の材料となるワサビや海苔、照り焼きソース、マヨネーズ、天ぷらミックス、豆腐

などが人気商品となっている。

レストランでは、高級な寿司、天ぷら、照り焼き等のメニューの人気が高い。また、イン

ドに多いベジタリアンには、ベジタブル寿司や野菜の鉄板焼きが人気を博している。

8.1.2.日本食／日本産品に対する今後の見通し

上記のような状況を受けて、今後も富裕層の拡大が見込めるインドにおいては、まずは富

裕層を対象として日本食のニーズが高まり、日本食に必要となる食材の輸入は増加すること

が考えられる。特に、日本からインドへの輸入については、加工食品だけではなく、日本で

しか調達できないような食材（果物、魚介類、日本米）に対するニーズも高まる。ただし、
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富裕層（月給 30,000Rs 以上の場合97）がインドの全人口の 0.2%弱程度である98。

また、インド人には、特に、日本食＝寿司というイメージが強く、それ以外の日本食のメ

ニューについては、あまり知られていない現状もある。

さらに、先行事例である中国やタイにおける日本食・日本食材の普及とは異なる点に留意

する必要がある。現状においては、他国とは異なり、富裕層を対象とした「ブランド」とし

ての日本食であり、あくまで味ではなくステータスが日本食ブームの背景にある。またイン

ドと日本における食文化の違いも大きい。

8.2. インド市場参入にあたっての留意点（現状の問題点・課題）

8.2.1.流通環境

(1) 現地の物流事情

インドにおける輸入通関手続きに関しては、制度は整備されているが、手続きが煩雑にな

ることもあることから、不慣れな場合は、専門の通関業者や物流業者等に任せた方が無難で

ある。

リードタイムに関しては、空路であれば約２日～1 週間で、海路を使うと 1 ヶ月程度かか

るため、費用対効果や品物の特性から輸送モードを選択する必要がある。また、輸入後、コ

ンテナヤードに長時間常温で放置されたり、コールドチェーンが十分に発達していない等、

温度管理上の問題があり、途中で食材が鮮度劣化・腐敗する等、無事に届かないことがある。

なお、日本食材の一部は、タイ等の東南アジアからの調達になっている。

(2) ラベル表示（小売の場合）

インド国内で輸入品を小売販売する際のラベル表示については、最大販売価格（MRP）の

表示義務やベジタリアン／ノンベジタリアンの表示義務等のインド特有の制度がある点に留

意する必要がある。

(3) 在庫確保（小売の場合）

小売店などのニーズも高いが、対応できる輸入業者が限られていること、さらにロットが

少ないことから、在庫供給が非効率となっている。

8.2.2.日本食／日本産品の普及啓発

現状のインドにおいては、寿司以外の日本食のメニューについても普及啓発を行い、また、

97 スーパーマーケットでのヒアリングでは、日本食材を購入する層は月給 30,000Rs との結果が得られたため、
ここでは対象を月収 30,000 Rs とする。

98 The Marketing Whitebook 2009-2010, Businessworld, p.50-53,ｐ66-69。なお、本データにおいては、全人口
が合計 824,288 千人となっているため、その値を母数として割合を算出している。
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日本食＝ブランドという観点のみならず、日本食の「味」を普及させていくことが考えられ

る。

インド現地の小売業においても、日本食への関心が高まっているが、日本食のプロモーシ

ョンも合わせて展開していくことが考えられる。インド現地の小売業における一番の課題は、

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のが現状であり、小売業で展開する場合は、

店員への日本食の教育も行っていくことが考えられる。

8.2.3.インド文化への理解

(1) 日本食のローカライズ

日本と同様のダシベースの味付けのみでは、油濃くてスパイスが効いた料理を好むインド

人には物足りないと感じる場合も多いため、インド人の舌にあうように、日本食をアレンジ

する必要がある。

(2) ベジタリアンへの配慮

インドは国民の 70％がベジタリアンである。大都市と南部（ケララ州では魚が主食）以外

は基本的にベジタリアンが殆どである。例えば、グジャラート州など、州によっては、殆ど

がベジタリアンという地域もある。

ベジタリアン/ノンベジタリアンの違いには必要以上に気を使う必要がある。例えば、米か

ら作ったせんべいであっても、味付け用の醤油にダシが含まれていると、厳格なベジタリア

ンは食さない。特に、食品表示を行う際には、十分に気をつける必要がある。

また、レストランにおいても、ベジタリアンを意識したベジタリアン用のメニューを開発

するなど、配慮が必要である。

8.3. 今後のインド市場参入に向けて

(1) 対象

インド国内における農林水産物の価格帯や算出量を考慮すると、まずは、富裕層をターゲ

ットとして、富裕層の人口が多く集中しているムンバイやデリーなどの大都市を中心とした

展開が考えられる。デリー市内では、富裕層（月給 30,000Rs 以上の場合）が市内の人口の

3%弱程度、ムンバイ市内では、富裕層（月給 30,000Rs 以上の場合）が市内の人口の 1%弱

程度である99。また、一般大衆を対象とする場合は、あくまでインド人の舌に合うことを重視

したカレーテイストの加工食品などの展開が考えられる。

(2) 品目

具体的な品目としては、

①日本食をイメージさせる原材料（海苔、寿司の素、わさび等の寿司材料など）

99 The Marketing Whitebook 2009-2010, Businessworld, p.50-53,ｐ66-69
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②基本調味料などの加工食品（醤油、味噌、酢、照り焼きソースなど）

③日本特有の高級果物、魚介類、日本米（高級りんご、わさび、大葉など）

(3) 日本食／日本産品の普及に向けて

なお、インドにおいては、日本食／日本産品の知名度が徐々に高まりつつはあるものの、

他国の料理や産品に比べると、全体としては知名度が低いのが現状である。よって、インド

市場への参入を考える場合には、知名度の向上も含めて、以下のような日本食／日本産品の

普及にも取り組んでいくことが考えられる。

○日本食／日本産品の展示会の実施

－寿司以外の日本食の紹介

－高級果物の紹介

－ベジタリアンが安心して食べられる日本食の紹介

○日本食レストラン／販売店の教育

－インド人に好まれる“Nihon-Shoku”への改良

－販売している食材を使った“Nihon-Shoku”レシピの紹介

○日本食／日本産品の普及啓蒙活動の実施

－料理教室を開催する（一般人向け／インド人シェフ向け／料理専門学校生向け）

－現地で“Nihon-Shoku”本を売る
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