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材料にこだわり、日本の味そのままの手作り和菓子と抹茶・煎茶を提供する地方都市
Poznanのカフェ。コーヒー離れと茶人気の高まりも受け、長蛇の行列ができる人気店。

日本産品を扱う外食店例 ~Happa to Mame（和菓子カフェ）（1/2）

出所: 事業者インタビュー、店舗公式Facebook

店舗概要

• 2019年にポーランド第3の都市であるPoznanにオープン。カフェ経営が
夢だった日本人オーナーが、ポーランドに日本文化を広めたいという想い
から和菓子に注目し、独学で和菓子作りの知識を得て開業

• 多くのフュージョン店と差別化し、日本そのままの雰囲気を味わってもらう
ため、内装や和菓子の材料にこだわり、オーナーの手作りで日本の和菓
子を忠実に再現

• Poznan唯一の和菓子屋。競合がワルシャワに1店あるのみで競合が少
ないため、カフェの中では高めの価格設定にしている

➢ ワルシャワのバーやカフェとコラボして和菓子を提供することにも積極的

• 営業日には長蛇の列ができる程の人気店

• ポーランドではコーヒー離れをする人が増え、代替として緑茶が好まれつつ
ある。また茶カテキンがコロナ不活化効果があると注目を集めている

ビジネス
概要

Happa to Mame店舗名

• 1店のみ店舗数

• カフェ：和菓子

➢ 日本人オーナーとポーランド人オーナーの共同経営
カテゴリ

店舗外観・内装等

• 客単価：50PLN未満(単品ドリンク:10-20PLN、和菓子5-15PLN)

➢ ドリンクで客単価を上げたいため、和菓子は低価格に抑えている

• 8割が現地・ヨーロッパ人。幅広い年齢層が来店

➢ 若年層がTikTok等SNSで広めていることが多い。和菓子を知るきっ
かけは日本のアニメであることが多い

客単価・
客層

写真引用元:店舗公式Facebook
https://www.facebook.com/happatomame
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抹茶や抹茶ラテ、煎茶、水出し茶、ゆずドリンク、コーヒーを提供。和菓子は日本国内と
同等の価格に抑え、抹茶・緑茶との相性の良さを伝えている。

日本食メニュー例 ~Happa to Mame（和菓子カフェ）（2/2）

出所: 事業者インタビュー、店舗公式Facebook

人気メニュー例

抹茶/10PLN
ポーランドで流通して
いる抹茶は中国産が
多く、色が悪く苦いた
め、当店で出す日本
産の抹茶のおいしさ
に驚く消費者が多い

抹茶きな粉ラテ
/15PLN
抹茶ドリンクは、当店
以外でもどこのカフェで
も取り扱うほどポーラ
ンドでは人気が高い

団子/12PLN 大福/6PLN
あんことホイップクリーム入り

どら焼き/12PLN

• 完璧な抹茶！味わったことのないような完璧な
抹茶と、相性ばっちりの和菓子。そして信じられ
ないほど素敵な店内の雰囲気。消費者

写真引用元:店舗公式Facebook
https://www.facebook.com/happatomame

• 茶は全て日本産を使用。水出し茶、ホットの煎茶、抹茶、上抹茶、抹茶きな粉ラテ、抹茶レモネードを販売。ゆずドリンク（ゆずジンジャーソーダ、ホ
ットゆずジンジャー）もある。またサイフォンコーヒー、水出しコーヒーも提供している

• 他にも家庭で淹れるためのパック詰めの高級日本産緑茶を約4000円/60gで販売

• 和菓子は大福・団子・どら焼きを中心に、季節限定品・スペシャルメニューなども提供している

➢ どら焼きの皮とあんこ入りのアイスクリーム 等
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日本人オーナーが経営するワルシャワのお好み焼き・鉄板焼き屋。日本への旅行者が増
え、日本食全般はもちろん、お好み焼き・たこ焼きなどの粉ものの認知も拡大している。

日本産品を扱う外食店例 ~HACI（お好み焼き・鉄板焼き屋）

出所: 事業者インタビュー、店舗公式Facebook、ブログ「Pyza made in Poland」
https://pyzamadeinpoland.pl/2020/07/haci-japonskie-okonomiyaki-w-warszawie/

店舗概要

• ワルシャワのポルナ通りに位置する、お好み焼きを中心
としたカジュアルな鉄板焼き屋

• 2019年2月オープン

ビジネス
概要

HACI店舗名

• 1店のみ店舗数

• お好み焼き・鉄板焼き屋

➢ 日本人オーナー兼シェフ
カテゴリ

店舗内装

人気メニュー例

お好み焼き
/29-35PLN
看板メニュー
(トッピング：豚肉
・野菜・イカ・エビ・
ヴィーガン)

• 客単価：30-50PLN、客層：無回答
客単価・
客層 焼きそば/26-

28PLN
(トッピング：豚肉
・野菜・イカ)

豚丼/30PLN
たこ焼き
/31PLN

写真引用元:店舗公式Facebook/Instagram
https://www.facebook.com/HACIrestauracja/
https://www.instagram.com/haci_teppan/

外側はカリカリで、中はあっさりしているのが特徴。これは、適
切な成形と小麦粉の使用量を減らすことによるもの。ソース
が上に来る前に、濃いめの野菜のだし汁を入れて、味が濃く
ならないよう工夫されていた。家ではここまで軽やかでバラン
スのとれたお好み焼きを作ることはできない！オーナーはポー
ランド産のキャベツを高く評価しているとのことだったブロガー

日本のアニメやゲームの影響で親日な人が多い。日本は進
んでいるというイメージがあり、日本に旅行に行くことが1つの
ステータスとなっている人が一定数いる。また、所得向上を
背景に日本に旅行に行くポーランド人が増えたことで、お好
み焼き・たこ焼き等の粉ものも徐々に広まってきている

日本人
オーナー・

シェフ
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老舗の高級5つ星ホテルの洗練されたバーでは、取り扱う酒類全体の3-5％が日本産
のウイスキー、梅酒、ジン、ウォッカ、日本酒等であり、特に受賞ウイスキーの人気が高い。

日本産品を扱う外食店例 ~Raffles Europejski Warsaw（高級ホテル）（1/2）

出所: 事業者インタビュー、店舗公式Facebook

店舗概要

• 1857年創業の伝統のある有名な5つ星高級ホテル（全106室）

• 共産主義政府の接収によって約40年間国営化した後、2013年～18年の大
規模改装を経てリニューアルオープン。ワルシャワ市内旧市街の近くに所在

• バー「Long Bar」では、多数の日本産酒類(ウイスキー、梅酒、ジン、ウォッカ、
日本酒等)を取扱い。提供するアルコール飲料約400種類のうち3-5%が日
本からの輸入品。客はスコットランドやアイルランドのウィスキーより、日本の受賞
歴のあるウィスキーを好んで選ぶことが多い

• 以前はレストランで寿司、ラーメン、和牛や魚のステーキを提供していたが、現
在は客層の中心である中東・東南アジアの料理にフォーカスし、日本食の提供
を中止。イベントや会議利用時に求めに応じて日本食を提供することがある

ビジネス
概要

Raffles Europejski Warsaw店舗名

• 高級ホテルカテゴリ

店舗外観・内装等

• 客単価：Europejski Grill 200PLN～、Long Bar 100 PLN～

• 客層：観光客（多くは中東から）

客単価・
客層 写真引用元:店舗公式Facebook

https://www.facebook.com/raffleseuropejski

クラシックな外観とデザイン性の高い内装

ホテル内のレ
ストラン概要

• ホテル内には4つのレストラン/バーが営業

➢ Europejski Grill：グリル料理中心の、ホテルのシグネチャーレストラン

➢ Humidor :シガー好きの方や、ブランデーやウィスキー通の方たちが集うバー。
美味しいチョコレートスイーツなどを提供

➢ Long Bar：シンガポール スリングをはじめとする世界の人気カクテルを提供。
薫り高い本格的なアジア料理の軽食メニューとカナッペも用意

➢ Lourse Warszawa : ワルシャワ屈指のケーキとペストリーを提供

Europejski Grill Humidor

Lourse WarszawaLong Bar
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日本産酒類について、ウイスキーは年代物を中心に20種類以上、ジン5種、梅酒5種、
その他ウォッカ、日本酒、ラム、リキュールを取り揃える。

日本産品を扱う外食店例 ~Raffles Europejski Warsaw（高級ホテル）（2/2）

出所: 事業者インタビュー、店舗公式Facebook

提供しているメニュー例

• Long Barで提供する日本産アルコール飲料

➢ ウイスキー

‒ ニッカウイスキー12年、竹鶴17年・21年・25年、竹鶴ブレン
デッド、宮城峡、竹鶴フロム・ザ・バレル、ピュアモルトブラック、鶴
白陶器17年、ウィスキーあかし、響ハーモニー、山崎（12年、
18年、2014）、ウィスキーサムライ、白州12年、秩父ウイス
キー2015、FUYUブレンデッドウイスキー、キリン50度、キリン
富士山麓18年、戸河内ウイスキー、刻の香、山桜、余市ラム
カスクフィニッシュ

➢ ジン

‒ ニッカカフェジン、六ジン、サントリードライジン、サントリースロージ
ン、季の美 京都ドライジン

➢梅酒

‒ チョーヤロイヤルハニーリキュール、チョーヤ3年、チョーヤユズ、白
鶴酒造梅酒、宝梅酒

➢ ウォッカ（ニッカカフェウォッカ）

➢日本酒 明石鯛（大吟醸、本醸造）

➢ ラム（龍馬7年）

➢ その他リキュール
（サントリーミドリ：メロンリキュール）

➢ 以前はキリンの生ビール、アサヒの
瓶ビールを取り扱っていたが、現在は
オランダの地ビールに変更

写真引用元:店舗公式Facebook
https://www.facebook.com/raffleseuropejski

• 現在いずれのレストランでも日本料理は提供していない

➢ 以前日本食を出していた際の人気メニュー

‒ 寿司

‒ ラーメン

‒ ステーキ（魚のステーキ、和牛ステーキ、その他の肉）

‒ その他、現在でも特別なリクエストに応じてイベントやビジネス
ミーティング等で日本食を提供することがある


