
Investment Opportunities:  Dairy 
投資機会： 生乳・乳製品 
 India’s Dairy market size reaches Rs 754 billion in 2012, growing at 14% CAGR;  

2012年時点でインドの生乳・乳製品市場の規模は7540億ルピーまで拡大。年平均14%で成長し
ている。 

 Moving from loose milk to processed milk; Increased use of Cheese to make Pizzas and 
Burgers; 
生乳の単純生産から乳製品加工へ移行している； ピザやハンバーガー用チーズの需要が拡大。 

 Increasing demand of other Dairy products: Yoghurt, Sour Milk Drinks, cream, coffee 
whiteners and condensed milk.               (Source:  EURO MONITOR) 

その他乳製品への需要も増加： ヨーグルト、乳酸菌飲料、クリーム、コーヒー用クリームやコンデン
スミルク等。  (出典：  EURO MONITOR) 

 Processed dairy products account for 24% in value terms of the dairy industry; Expected to 
contribute 30% by 2016.  (Source:  PHD Chamber, India) 
乳業の売上全体に占める加工品の割合は24％； 2016年までに30％の拡大すると期待される。
(出典： インドPHDチェンバー) 
 



Investment Opportunities:  Meat & Meat Products 
投資機会： 食肉・肉製品 

 

India has largest cattle population, rank no. 1 in production of Buffalo Meat;                            
     ( Source: FAOSTAT) 
インドは世界で最も多く家畜を飼育しており、世界最大の水牛肉生産国。 
     (出典：FAOデータベース) 

 

India’s market of meat and meat products growing at 9% annually; 
インドの食肉・肉製品市場は毎年9%成長している。 

 

Higher share of Exports: Constitutes 16% of the total product Output;  
高い輸出率： 生産量全体の16%を輸出。 

 

Meat exports reached US $ 4.48 billion in 2013-14 (Provisional); 11.38 % of our 
exports; growing at 31.7% annually during last five years ending 2013-14 years. 
2013-14年に食肉の輸出額は44億8000万ドルに達した(暫定値)； インドの輸出全体の
11.38%を占める；2013-14年までの5年間で毎年31.7%成長。 



 
India ranks No. 1 in the world in production of Bananas, Mango, Papaya, Chick-
peas, Ginger and Okra; India rank no. 2 in Fruits & Vegetables ( Source: FAO-2013) 
インドは、バナナ、マンゴー、パパイヤ、ひよこ豆、生姜とオクラの世界最大の生産国；世
界第2位の青果生産国。(出典：食料農業機関2013年) 
 
India’s fruit and vegetables market increases 15% annually over 2007-2012 
インドの青果市場は2007年から2012年の間、毎年15%成長した。 
 
Rising food inflation during off season has made canned/ preserved food 
products attractive to consumers.  
端境期に食品価格が上昇するため、消費者の間で缶詰や保存加工された食品の人気が
高まっている。 
 
Canned/preserved food is expected to register a CAGR of 6% in constant value 
terms over the forecast period; 
缶詰や保存食品は、今後、年率6%の安定成長が見込まれる。 
 
Scope for Cold Chain facility and transport logistics 
低温倉庫や流通網整備の余地がある。 

Investment opportunities:  Fruits & vegetables 
投資機会： 青果 



 Changing lifestyles & convenience were the major factors which led to strong 
double digit growth rates in this segment in the last few years; 

消費者のライフスタイルの変化や、手軽な商品が好まれるようになったことから、ここ
数年、力強く成長し、2ケタ成長を記録。 

 Companies are launching their products in smaller pack sizes and at low 
price points to attract consumers.; 
消費者を引き付けようと各社は、小分けサイズにした商品を低価格で提供し始めた。 

 Ready meals and frozen processed food, which have lower penetration, are 
expected to become more prominent and get wider acceptance 

調理済み食品や冷凍食品はインドではまだ浸透していないものの今後、より一般的
になり広く受け入れられると期待されている。 

 With expansion of organised retail, the market is expected to show strong 
growth; 

小売店の組織的展開に伴い、調理済み食品や加工食品の市場も力強く成長すると
期待されている。 

 

 

Investment opportunities:  Ready made meals & Packaged Food 
投資機会： 調理済み食品、加工食品 



 Growing Income levels; Rise in health and wellness awareness 
所得レベルが向上； 健康への意識が高まっている。 

 Segments are hot cereals (mostly oats, oat bran and wheat bran), and ready-to-eat 
(RTE) cold cereals (corn and wheat flakes, and muesli). 
製品別には、ホット・シリアル(殆どがオート麦、オート麦のふすまや小麦のふすま)と手間をかけ
ずに食べられるコールド・シリアル(コーンや小麦フレークやミューズリー)に分類できる。 

 Fast-exploding breakfast cereal market, valued by Euro-monitor International at 
approximately Rs 8700 million in 2012 
朝食シリアル市場は急速に拡大しており、Euro-monitor Internationalによると2012年度の
市場規模は87億ルピーだった。 

 Several big players including PepsiCo, Marico, GSK, Britannia and Dr Oetker Fun Foods; 
Bagrry’s is recent entrant but has registered significant growth.  
すでにペプシコ、マリコ、GSK、ブリタニア、Dr. OetkerやFun Foods等の大手が参入。参入間も
ないバグリーズも、すでに大きな利益を上げている。 

 Breakfast cereals is expected to continue growing, by a CAGR of 22%                                        
(Source: EUROMONITOR) 
朝食用シリアル市場は今後も年率22%で成長を続けると期待されている。 
(出典： EUROMONITOR) 
 
 

 

Investment opportunities:  Breakfast Cereals 
投資機会： 朝食用シリアル 



Investment Opportunities: Pasta, Noodles  
投資機会： パスタ、麺類  
Noodles are no longer a metro phenomenon, but are becoming very popular in 
semi-urban and even rural areas of India; 

麺食は大都市部だけの習慣ではなくなり、今や中・小規模都市や農村部でも人気を集め
るようになった。 

Noodles were targeted primarily towards children, but have now moved on as a 
mainstay meal even for adults 
発売当初は主に子供をターゲットにしていたが、今では成人向け主食として展開している。 

Pasta & Noodles market is growing faster with 22% rate 
パスタ・麺類市場は年22%で急速に成長している。 



(単位： 100万USドル) 

Item 
品目 

India‘s Exports to 
Japan 

対日輸出額 

Japan‘s Imports from 
the World 

日本の輸入総額 

India‘ share in Total 
Imports of Japan 

日本の総輸入額に対するイ
ンドからの輸入額割合(%) 

 

Fish (Frozen & Chilled) 
魚類(冷凍&冷蔵) 80.13   8815.17  0.91 

Cereal preparations, Flour of fruits & 
vegetables  
シリアル材料、果物パウダー、野菜パウ
ダー 

0.54 1281.33  0.04 

Vegetable, fresh & frozen 
野菜、生野菜&冷凍野菜 1.50  2432.85  0.06 

Rice /米 0.27 468.10  0.06 
Sugar Confectionary / 砂糖菓子 0.03 145.43  0.02 
Total Import (US $ Million) in Food 
processing sector / 食品加工部門におけ
る総輸入額(100万ドル) 

983.70 55,093 1.79 

Source: UN-COMTRADE / 出典： 国連商品貿易統計データベース 

Investment Opportunities: Sourcing of import  
投資機会: 輸入品の調達先 
 Major Items of Exports to Japan Marine products, Spices, Cashew nuts, Tea and processed 

Fruits & vegetables 
インドから日本への主な輸出品目は、スパイス、カシューナッツ、紅茶、加工済み青果等 



        

Global and Domestic FP Companies   
Entering Indian Market with Huge Investments 
世界的企業や国内企業が 
インドの食品加工市場に多額投資を行い参入 

 Major MNCs already present:  Nestle, Pepsi,   Coke, Kellogg‘s, Delmonte, Conagro,  
Unilever, Wal-Mart, Perfetti, Glaxo Smith Kline, Heinz, Wyeth  Ajinomoto, Nissin 
Met, Le Bon  Griffith Laboratories, and many others are in pipeline 

ネスレ、ペプシ、コカコーラ、ケロッグス、デルモンテ、コナグロ、ユニリーバ、ウォルマート、
ペルフェティ、グラクソ・スミス・クライン、ヘインツ、ワイス、味の素、日清、メット、ル・ボン、
グリフィス・ラボラトリーズ等の世界的な多国籍企業がすでにインド市場に参入。その他
にも多くの企業が準備を進めている。 

 Some Indian Giants operating: ITC,   Dabur, Godrej, Britannia,  Parle,  Amul,  
Haldiram,  Godrej Capital Foods, Future Group, Temptation Foods, Keventer Agro, 
Zydus, Cadilla, etc. 
インドの大手企業も食品加工市場に参入済： ITC、ダバール、ゴドレジ、ブリタニア、パ

ルレ、アムール、ハルディラム、ゴドレジ・キャピタル・フーズ、フューチャー・グループ、テ
ンプテーション・フーズ、ケヴェンター、アグロ、ザイダス、カディラ等。 

 
 Some Indian Multinationals entering with full vigor:   Reliance, Bharti Group, 

Tata, Wipro & Thapar etc. 

インドの多国籍企業も積極的に参入している：リライアンス、バルティ・グループ、タタ、
ウィプロ、タパール等。 
 

 



        

Major Investment Plan of Food Processing 
Companies: Press Clippings 
インドに大型投資をした食品加工会社： 報道記事より 
 Cold chain logistics biz feasts on quick service restaurants, cos see 15-25% growth: Crisil 

(The Economic Times: Jan 10, 2014); 

「クリシル社： 低温流通各社 15-25%で成長するファーストフード産業の需要取り込みに動く」 
(2014年1月10日付 エコノミック・タイムス ) 

 ‘Our business in India continues to exceed expectations’ Tata Starbucks Ltd (The Hindu 

Business Line Nov 27, 2013); 

「タタ・スターバックス社 『インド事業は期待以上の結果を出し続けている』」(2013年11月27日付 ヒン
ドゥー・ビジネス・ライン) 

 PepsiCo to invest US $ 5.5 Billion in India by 2020: Nooyi  (Business Standard Nov 12, 2013); 

「ノーイ ペプシコCEO： ペプシコ 2020年までに55億ドルをインドに投資」(2013年11月12日付 ビジネ
ス・スタンダード) 

 Chocolatier Mars brings Galaxy to India  (The Hindu Business Line Nov. 08, 2013); 

「チョコレートメーカー マース 『ギャラクシー』をインド市場に投入(2013年11月8日付 ヒンドゥー・ビジネス・
ライン) 

 Cadbury India to invest US $ 200 Million in AP plant  (The Hindu Business Line Aug 07, 2013); 

「キャドバリー・インド アンドラ・プラデッシュ工場に2億ドル投資(2013年8月7日付 ヒンドゥー・ビジネス・ライン) 

 McDonald’s to bring McCafé to India (The Hindu Business Line Oct 09, 2013) 

「マクドナルド インドでのマックカフェ展開を発表」(2013年10月9日付 ヒンドゥー・ビジネス・ライン) 

 
 

 



Support to Foreign Investors 
海外投資家への支援策 

 Foreign Direct Investment is one of the Priority Area for attention of the Government 
of India;  
インド政府は海外直接投資の促進を最優先項目の一つに挙げている。 
 Foreign Direct Investment (FDI) has increased from $ 401 million in 2012-13 to $ 3.98 
billion to 2013-14 (A-M); 
対印海外直接投資額は、2012-13年の4億100万ドルから2013-14年(4月~3月)には、39億
8000万ドルに増大。 

 We assist Foreign Investors / インド政府は外国人投資家を支援 

 Sector and state specific information / 産業・州別の情報提供 

Information for locating projects / 投資可能事業/プロジェクトの紹介 

Locating JV Partners / 合弁企業パートナーの紹介 

expedite regulatory approvals / 各種承認手続きの迅速化 

Offer hand-holding services / きめ細かな支援を提供 

 
 Launched Investors’ Portal to provide online services 
投資家用ポータルサイトを立ち上げ、オンラインサービスを提供。 
 
Put your investment related query in Investors’ Query of Ministry Website: mofpi.nic.in 
投資関係の質問は食品加工省ホームページmofpi.nic.inのInvestors’ Query まで。 
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