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4. マーケット調査 - ➀ポーランド

(2)日本食市場の現況とポテンシャル
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首都ワルシャワ
(188万人)
総人口の4%

グダンスク(主要港)
(47万人)

ポズナン
(53万人)

ヴロツワフ
(64万人)
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(78万人)

ウッチ
(67万人)

約3800万人と中東欧随一の人口規模。人口が地方都市に分散しており、首都ワル
シャワへの集約度は低い。

ポーランドの主要都市と人口分布

出所: Statistics Poland(2020年時点) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start、
外務省「海外在留邦人数調査統計」(2019年10月時点)、Google Map

主要都市と人口分布

在留
邦人数

(コロナ前)

総人口

(2020
年)

•約3830万人
(欧州第6位、中東欧第1位)

•1000万人程度のチェコ、ハンガリーに比べ
3倍超

•約1950人

•4万人以上が在留していたドイツ等に比べ、
在留邦人の消費マーケットは非常に小さい

•オーストリア、チェコに次ぐ中東欧第3位

ワルシャワ
～

主要地域
間の距離

•～クラクフ: 約300km

•～ヴロツワフ: 約350km

•～ポズナン: 約310km

•～グダンスク(国内主要港):約420km

•～ハンブルク港(ドイツ): 約850km

•～ロッテルダム港(オランダ): 約1200km

•市内中心部～ショパン国際空港:約
10km

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start、
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100万ドル

4,525 

100万ドル以上

149 

平均年収は約3.25万ドルとドイツ等の60％程度に留まるが、経済発展が著しく、ポテ
ンシャルの大きい市場。食品や外食に気にせず支出できる所得層も増加している。

ポーランドの経済概況

出所：以下よりアクセンチュア作成 *1 OECD Stats: Average annual wages, In constant prices at 2020 USD PPPs
*2 Credit Suisse “Global Wealth Databook” 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
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*2020年についてはデータなし

• 若年層を中心に、価格を気にしないで買う人も増加(インポーター)

• 富裕層は全くお金を気にせず消費している。中には日本から
Amazon等を使い、高額な輸送費や通関費用を払って取り寄せて
いる個人やシェフもいる(インポーター)

https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=AV_AN_WAGE
https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
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近年インフレが進み、食品全体の価格が年々上昇。アルコール飲料や水産物等に対す
る政府の増税政策の影響もあり、価格に敏感なバイヤー・消費者が増えると推察される。

ポーランドの経済情勢（ネガティブ要因：インフレと増税）

消費者物価指数：食品・ノンアルコール飲料*1

（2015年平均=100とした場合） 食品・アルコール飲料への増税

アルコール
飲料

物品税（Excise）：2021年1月に10％増、
2022年1月に更に10％増*2,3

•2022年1月1日時点の物品税率

➢ ビール：9.43PLN(約271円)/100L

➢ ワイン、その他発酵酒類：191PLN(約5,494
円)/100L

➢ アルコール度数5％以下の酒(サイダー、醸造酒)
の税率は据置き：97PLN(約2,790円)/100L

•ポーランド財務省は2023~27年まで毎年5％ずつ
更に増税を計画中（計30％増）とも報道

出所：*1 OECD Stats: Consumer price indices (CPIs), 
Food and Non-Alcoholic Beverages
*2 ポーランド財務省：物品税率、付加価値税率 3 JETROビジネス短信(2020年1月24日) *4 RADIO POLAND(2019年) *5 accace(2019年)
*1PLN=28.7570JPY換算 (2022年1月7日)

水産物

付加価値税（VAT）：2020年4月部分増税*2,4

•食品等生活必需品の税率は5％または8％に軽減さ
れているが、水産物の一部が除外され、基本的な
VAT率である23％に増税

•対象品目：ロブスター、タコ、その他の甲殻類、軟体
動物、水棲無脊椎動物（カニ、ザリガニ、エビを含
む）およびそれらを使った調理品、キャビア、これらの
製品を含む飲食店での料理
⇒寿司等のVAT率も23％に

108.8 
109.7 

118.0 
118.8 

124.1 

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

2018年 2019年 2020年 2021年

https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=PRICES_CPI
https://www.podatki.gov.pl/en/excise/tax-rates/
https://www.podatki.gov.pl/en/value-added-tax/general-vat-rules-and-rates/list-of-vat-rates/
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/01/9243df48deac0e6a.html
https://www.polskieradio.pl/395/7786/Artykul/2824155,Poland-plans-to-hike-tax-on-alcohol-cigarettes
https://accace.com/new-vat-matrix-and-binding-rate-information-as-of-april-1-2020-in-poland-news-flash/
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中小企業に対する課税も強化され、国外に拠点を移すポーランド企業も増加。特に中小
事業者が多い外食産業にとって逆風となっており、ビジネスリスクが高まっている。

ポーランドの経済情勢（ネガティブ要因：中小企業に対する増税とその影響）

ポーランドのビジネスリスク

中小企業に
対する大幅
増税*1

•ポーランド政府に対し、EUから7000万EURの追徴
金のペナルティが課される等する中、政府に支払い原
資がなく、利益率が低い中小企業等も含めた増税・
新規の税制によって賄おうとしている

➢ 中小企業の税金・社会保障にかかるコストは、利
益に対しこれまで55%程度が一般的だったが、
2022年1月より85%に大幅引き上げ

➢ これまでの税制では上半期がほぼ税金・社会保
障を払う期間で、下半期に利益・収益を得られた
が、上記新税制では、年度末までの後半3ヶ月だ
けが本稼ぎをできる期間になった(E&Y試算)

出所：*1 事業者インタビュー *2 mamBIZNES news(2018年7月21日) 
*3 CROWD MEDIA (2017年3月2日)

官僚主義
的で煩雑な
税制と政府
のサポート
不足*2

•ポーランドの起業家が国外に事業を移す理由: 
57.8%が肥大化し複雑化した官僚主義的制度

➢ ポーランドの起業家は、複雑な税制の理解のため
に平均4時間を浪費せざるを得ない

•ポーランド政府は起業家への支援に消極的

➢ 希望者への政府のサポートが整っていないため、
起業ポテンシャルを持つ人と、実際に自分で事業
を営む人の割合がEU内で最も乖離

•利益率が低いポーランド企業に対しても課税措置を
取り始めたが、利益に対し85％の税・社会保障コスト
がかかるならば中小企業が運営を続けることは厳しく、
倒産する企業や国外移転する企業が今後増加する
見込み(現地小規模インポーター)*1

•左記の動きにより、周辺国企業からもポーランド企業
とのビジネスに対するリスク感が募っている。ポーラン
ドの外食産業は回収リスクが非常に高く、既に当社
でも数百の延滞を抱えている。小売であれば回収リ
スクは低い(現地小規模インポーター)*1

•以前からポーランド企業の国外流出は課題に*3

➢チェコではポーランド人が2014年に314社、2015
年に1,914社の商業会社を登録

➢起業家がチェコへの事業移転を決めた主な理由：

① ポーランドで施行されている不利な税制

② 起業家に対する消極的態度

③ ZUS（社会保険料）負担の重さ

中小企業の倒産・国外流出が
加速する恐れ

https://mambiznes.news/firma-w-polsce/dlaczego-polski-biznes-przenosi-sie-za-granice/
https://crowdmedia.pl/rzeczpospolita-czeska-polscy-przedsiebiorcy-wynosza-sie-z-polski/
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アジアから伝わり現地化したメニューもあるなど他国料理・新しい食品の受入に積極的で、
豊富なバリエーションがある料理が好まれる。多彩な食材をシンプルにまとめるポーランド
伝統食は家庭料理がベースであり、各地域・家庭の味が存在。

ポーランド現地食文化の特徴

出所：JETRO「中・東欧スタイル」、事業者インタビュー

ポーランド伝統食（例）

和食とも共通する

伝統的にシンプルで
滋味豊かな味付け

他国料理の受入に
積極的・

バラエティの豊かさ

各地域、各家庭の
味の存在

ポーランド食文化の特徴

• ポーランドは東西のさまざまな国から影響を受けつつ、多彩な食文化を育んできた。
生の牛肉を使った「タルタルステーキ」やサワークリームをかけて食べる餃子にそっくり
な「ピエロギ」は、昔アジアから伝わり、国民食として根付いている。他国料理の
受入に積極的な国民性である（JETRO）

• ポーランド人は好奇心旺盛で、新しい食品を試すのが好き。ポーランドは歴史的
に様々な国の食文化を取り入れ、アジアの影響を受けた食事もしてきた（ポーラ
ンド料理店）

• ポーランド人は様々な料理を好むため、料理にバリエーションがあると好まれる
（日本食レストラン）

• 新鮮な野菜、果物、穀物、乳製品、肉類、魚介類など多彩な食材を、古くから
使われている調味料を使い、シンプルにまとめる滋味豊かなポーランドの食文
化は、伝統的な和食との共通点を感じる（日系輸出商社）

• ポーランドでは一般的に肉は塩・胡椒のみで味付けされるため、醤油、たれなど
日本の調味料の味は珍しいものである（日本食レストラン）

• 重なる隣国による侵略を経験した歴史を持つにもかかわらず、ポーランドの食文化
は隣国とは違い、独自の個性を放っている。厳しい時代を生き抜く中で家庭料理
をベースとして伝統が引き継がれてきたのだと考える。初めて経験したポーランド
料理に親近感を感じる日本人が多いことにも納得ができる。例えば、ライ麦を発
酵させたペーストをベースとした「ジュレックスープ」はポーランドのソウルフードと呼ば
れ、日本の味噌汁のように各地域、各家庭の味が存在（日系輸出商社）

ジュレックスープ

ピエロギ（餃子類似品）

タルタルステーキ（生の牛肉）
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食のバラエティが豊富であり、幅広い国の外食店が国内に存在する中、日本料理店数
は第6位とポーランドの外食の選択肢として定着。寿司店数は1,000店以上にのぼる。

各国料理別レストラン数と日本食レストランのポジション

出所：*1 Restaurant Guluにおいて各ジャンルにカテゴリ付けされていた店舗数
*2 同サイトにて検索ワード「Sushi」に該当した店舗数
*3 国内全体のうち640店は「日本料理」にもカテゴリ付けされているが、残りの633店は「日本料理」にカテゴリ付けされていない。
https://restaurantguru.com/ (2021年11月11日時点)よりアクセンチュア作成、事業者インタビュー、
POD Bistro and Makro report “Jak zarabiać na sushi Praktyczny poradnik”

レストラン検索サイトの掲載店舗数（ポーランド全体）*

順位 ジャンル 掲載店数

1 ポーランド料理 13,395

2 イタリア料理 6,342

3 アメリカ料理 1,559

4 中国料理 1,033

5 地中海料理 773

6 日本料理 688

7 ベトナム料理 657

8 メキシコ料理 481

9 インド料理 448

10 タイ料理 433

11 フランス料理 409

12 スペイン料理 345

13 中東料理(アラブ、イスラエル他) 315

寿司店

3%

ワルシャワ
全外食店数
16,392店

寿司店数とワルシャワの全外食店に占める寿司店の割合*2

2018年から日本食レストランが徐々に増え、ワルシャワだけで日本食レ
ストランが200～300店舗あると言われている。ポーランド国内に寿司
屋が1,000店舗あると言われており、日本食レストランは、ショッピング
モールやチェーン店、地方の旧市街にも店がある（JETROワルシャワ）

ポーランド国内の寿司を
提供する外食店数

1,273店*3

うちワルシャワ市内

510店

ポーランドのレストランに占める日本食レストランの割合は、大都市で約
5％、中規模都市で2～3%であり、小さな地方都市ではほとんど見か
けない（ポーランド人消費者）

寿司店1店舗あたりの人口(都市別)ではワルシャワは7,072人/店であ
り、全ヨーロッパ平均よりも高い(POD Bistro and Makroレポート)
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ワルシャワ

195店

28%

クラクフ

51店,7%

ヴロツワフ

51店

7%

ポズナン

35店,5%
ウッチ

28店,4%

グダンスク

20店

3%

その他

「日本食」
ポーランド全体

688店

ポーランド全体で日本食提供店数は700近く、寿司提供店は1,200を超える。ワルシャ
ワの店数が日本食では28％、寿司では40％を占めるが、クラクフ、ヴロツワフ、ポズナン
等中規模の地方都市にも広がりを見せている。

主要都市別：日本食・寿司提供店数

出所: Restaurant Gulu https://restaurantguru.com/ (2021年11月11日時点)より
アクセンチュア作成、事業者インタビュー

主要都市別：「寿司」提供レストラン数*

*レストラン検索サイト
「Restaurant Gulu」で
検索ワード「Japanese」
に該当した店舗数

主要都市別：「日本食」提供レストラン数*

ワルシャワ

510店

40%

ヴロツワフ

116店

7%

クラクフ

107店

8%ポズナン

75店,6%

ウッチ

72店,6%

グダンスク

45店,4%

その他

「寿司」
ポーランド全体

1,273店

日本食材を多数扱う大手現地系インポーターは地方都市
への展開を重点目標としている

常に営業範囲を拡大しており、現在の主な販売重点目標
は、ポーランド中部および北部(とくにグダンスク、ソポト、グ
ディニアの三都市)での顧客数の増加である
（現地系アジア食品インポーター（ハイエンド中心））

*レストラン検索サイト
「Restaurant Gulu」で
検索ワード「Sushi」
に該当した店舗数
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ポーランドでは日本食は外食を中心に馴染みのある料理として幅広い年代に定着。日本
食店数は増加傾向であり、行列のできる人気店も存在する等人気が高く、10年前の寿
司ブーム後、近年は麺類等バラエティーも拡大中。日本食材・日本産品の需要も増加。

日本食人気の高さ

出所：事業者インタビュー

幅広い年代から親しまれる

馴染みのある料理として定着

•日本食は幅広い年代に人気で、昼夜問わずに親しまれている。生魚や焼き魚は小さいころから
食べているという人が多く、馴染みがある料理となっている。かつて日本食は高級料理として扱わ
れていたが、他国料理のレストランと近しい価格帯になってきている(日本食レストラン)

• ポーランド人は寿司やラーメンに慣れ親しんでいる(高級アジアンフュージョンレストラン)

日本食レストラン数は近頃も増加傾向

行列のできる人気店も

• 3ヶ月前はクラクフ市内に104件の日本食レストランが登録されていたが、直近では更に増加し
ている（高級アジアンフュージョンレストラン）

• 有名な和菓子カフェ、うどん店等は行列ができるほどの人気店。最近オープンした高級日本食
店も予約が取れないほどの人気（和菓子カフェ、JETRO）

約10年前の寿司ブームから始まり

ラーメンなどバラエティーも拡大基調

• ポーランドでの寿司ブームは7-10年前から始まり、日本食と言えば寿司だけというイメージ
だったが、今ではうどん、ラーメン、お好み焼き、たこ焼きなど成功例がたくさんあり、様々な種類
の日本食の人気が高まっている（寿司レストラン）

• ポーランド人に日本食レストランと聞くと寿司と答えていたが、最近では、麺類（ラーメン・うど
ん）の人気向上により、それらを扱う店が増えている（JETROワルシャワ）

日本食人気に伴い

日本食材・日本産品へのニーズも増加

• 当社は約30年前は東南アジア等からの輸入が中心だったが、7年前に日本からの直輸入を開
始して以降、日本食材・飲料の伸びが著しく、現在では当社のビジネスの40-50%を占める
(日本産以外の日本食材も含む)（現地系大手アジア食品インポーター）

•日本食材に関心を示し、日本産品に前のめりなバイヤーも多い。今後の経済成長により、高
級食材店でも取扱が増えることが期待され、更なる市場拡大が見込まれる(日系輸出商社)

まだ限定的だが
寿司食材・茶・飲料等

一般家庭向けの取扱いもあり

• 現地系のハイパーマーケットやスーパーでは寿司は人気なので、海苔や調味料、梅酒等を置
いているが、日本産は少ない。家庭で寿司パーティーを行うのか、家族連れで購入している人
を何度か見かけた(現地在住日本人消費者)

• ワルシャワ市内のヘルシーなコンセプトやオーガニック志向の小売店で当社の商品を見かけるこ
とが多いだろう（日本茶専門インポーター）
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「日本料理」は1ジャンルとして浸透。好きな料理として「日本料理」を挙げる消費者は少
ないが、他国料理に比べ近年人気が高まりつつある。

各国料理に対する嗜好

出所：PMR “Rynek HoReCa w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy na lata 2020-2025”, 
PMR 2019 Data よりアクセンチュア作成

2019 年 2020 年

13%

20%

21%

25%

28%

35%

40%

66%

76%

9%

7%

20%

22%

29%

31%

33%

46%

73%

85%

インド料理

日本料理

地中海料理

メキシコ料理

アラブ（中東）料理

中国・タイ・ベトナム料理

アメリカ料理

ポーランド各地方の料理

イタリア料理

ポーランド伝統料理

データなし

ポーランドの消費者のジャンル別「好きな料理」
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日本食の主な消費者層は20-40代の若い世代の高所得層であり、価格を気にせず支
出できる、消費に旺盛な傾向がある。

日本食の主な消費者層

出所：事業者インタビュー *1 写真出所：在ポーランド日本大使館 https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_pl/00_000182.html
*2 Statistics Poland(2020年時点) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

日本食の主な消費者層

• 在留邦人数は2000人程度と少ないため、ター
ゲットとなるのはポーランド人消費者

• 人口の42％*2を占める20-40代の若い世代・
高所得者層が日本食レストランの主な消費者層

➢ 若年層の方が消費に意欲的・価格を気
にせず購入する傾向

• 若年層から流行に火が付き、他の世代にも波及
している日本食店も存在

ワルシャワの「日本祭り」に訪れた多数の若い世代のポーランド人消費者*1

ポーランドは20~40代の若い世代の人口が多く、それらの世代を中心
に日本食や日本文化への関心が高まっている（日系輸出商社）

当店の顧客の年齢層は幅広く、特に若年層がTikTokなどSNSで広
めていることが多い。8割が現地・ヨーロッパ系の方で、日本人の利用
は非常に少なく、一か月に一回ほどしかない（和菓子カフェ）

日本食レストランは高価であるため、主に40歳以下の高所得者層に
人気がある（ポーランド人消費者）

当店の顧客は若い世代が多く、値段をあまり気にしない。プレミアムな
醤油など、高級品をかご一杯買っていくような顧客もいる（アジア系小
売店）

壮年層は商品価格を重視し、購入する際は比較検討するためにすぐに
購入に至らない。若年層はあまりそうした傾向はなく、価格を気にしない
で買う人も増えてきているため、高価格帯の食品のメインターゲットと
なっている（アジア系小売店）

アッパーミドル層、ワルシャワに住むオフィスワーカー・外国人、学生等
が日本産品に関心を示している。ワルシャワは、外資系企業が多く、日
本人以外のアジア系・ヨーロッパ系等の外国人が多く勤めている（お好
み焼き店）

https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_pl/00_000182.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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現地ではワルシャワ大学の若年層をはじめ、日本文化・日本食に関する認知・関心が高
まっており、日本食がさらに普及するための土壌が醸成されている。

日本食・日本文化への関心（1/2）

出所：事業者インタビュー、JETRO国際ビジネス情報番組「世界は今－JETRO Global Eye」 、在ポーランド日本国大使館HP、
Matsuri Piknik z Kulturą Japońską Facebook

ワルシャワ大学での”日本文化人気”

• ポーランドの最難関学科は、ワルシャワ大学の日本学科(入
試倍率20-30倍)であり、日本語教育は質・量ともに欧州
トップクラス

• アニメやゲームの影響で親日な人が多い。所得増や直行
便の就航もあり、ポーランド人にとって日本に行くことが一つ
のステータスになっている。団子(ナルト)やどら焼き(ドラえも
ん)等日本の和菓子や料理をアニメ・漫画で知る人も多い

商工会、日本人会、日本大使館共催
”日本祭り”

• ワルシャワで2013年以降毎年開催、2万人以上が訪れる
人気イベント(2020年、21年はコロナの影響により中止)

• よさこいソーラン、書道等パフォーマンス、ミス浴衣コンテスト
などステージ発表、ポーランド進出日系企業による展示ブー
ス、文化ブース、武道ワークショップによる日本文化紹介

• 過去にはワルシャワの日本食レストランによるラーメンやたこ
焼き、焼きそば等の屋台メニューを提供するコーナーも

https://www.jetro.go.jp/tv/internet/2020/01/b9d2aca2b01cbaf2.html
https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/c_000165.html
https://www.facebook.com/Matsuri2014/photos/?ref=page_internal
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外食費の安いポーランドでは日本食店は比較的高価とみなされるが、客単価60PLNま
での比較的安価な店舗が中心であり、特に高級店の割合が低い。ポーランド人等の経
営する店舗が多く、概して日本食材は安価な産品を求められる傾向にある。

日本食レストランの特徴（価格帯）

出所：*1 Zomatoに掲載されている2人分の想定飲食代（前菜1、メインコース2、ノンアルコール飲料2、デザート1）の半額相当であるため、実際の客単価より少額の試算となる。
https://www.zomato.com/pl/warszawa/（2021年12月1日確認）よりアクセンチュア作成
*2 JETROワルシャワへのインタビュー *3 事業者インタビュー

客単価別外食店割合（アルコール代を除く：ワルシャワ）*1

~20PLN
1% ~20PLN

9%

20~40P

LN

18%

20-

40PLN

31%

40~60PLN

48%

40~60PLN

37%

60~90PLN

31%

60~90PLN
11%

90PLN~

2%
90PLN～
12%

日本食 （参考）フレンチ

• 日本食レストランの約半数は客単価40-
60PLN（約1100～1700円）の中級店

• 客単価90PLN以上（約2,500円）の高級店に
分類される店舗の割合がフレンチに比べ低い

• 日本食レストランの多くは日本人経営が少なく、
比較的高価格である日本食材は安価な産品を
求めがち*3

➢ ポーランドの日本食レストランは、日本人経営の店が
少なく、ほとんどがポーランド人、中国人、ベトナム人等
が経営しているのが特徴。こうした多くの店は残念なこ
とに安価な食材を求めがちであり、価格優位性のある
中国産の海苔、生姜、かんぴょう、わさび等を使ってい
る（現地系アジア食品インポーター）

➢ 日本食材は他の食材に比べて高めで、例えばIzumi 
sushi(※Zomatoでの客単価85PLNのアッパーミド
ル店)では、比較的安いメニューの豚の生姜焼きでも
49PLN(約1400円)（JETROワルシャワ）

【参考】*2

一般的ランチ単価

20-30PLN
(約560-840円)

ビッグマック

15PLN(約420円)

ビッグマックセット

25PLN(約700円)
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ハイエンド店でのおまかせ寿司コース・フレンチ料理等とのタイアップをはじめ、一般的な
スーパーにて家庭向けの寿司キットが普及するなど、幅広い所得層に寿司文化が普及。

消費の特徴・トレンド（寿司）

出所：JETROワルシャワへのインタビュー、事業者インタビュー、Tripadviser

人気店例寿司消費の特徴

「おまかせ」スタイル
の店も登場し
人気に

• ハイレベルのシェフは「おまかせ」コースを導入。そうしたレストラ
ンはまだ一般的でない魚や柚子胡椒等のニッチ食材を購入
するようになってきている（JETROワルシャワ）

• 初めての方には、おまかせセットをお勧めし、バラエティーに富
んだメニューを体験してもらっている（高級レストラン）

高クオリティの職人
の存在と発信力

•クオリティ面が向上しており、2015年にWORLD SUSHI 
CUPで優勝したAlon Than氏等を始め、寿司コンテストの
ファイナリストであるインフルエンサーが現地にいることも注目
されている（JETROワルシャワ）

家庭における
寿司セットの普及

• コロナ以前は、ホームパーティーで手巻き寿司をすることが
多く、SNSで自分の作った寿司の写真を載せる人もいる

• 最近は一般スーパー向けにも、「寿司セット」として食材が卸さ
れている。特に手巻き寿司のための海苔のニーズが高くなっ
ており、コンテナ単位で輸入されている。海苔・醤油・ワサビ・ガ
リ等の寿司セットや個別製品が販売（JETROワルシャワ）

Youmiko Vegan Sushi
（ヴィーガン寿司店）

• 特徴：植物性食品のみを使用し、魚原料のダシも不
使用。寿司ネタは主に地元の野菜をマリネし、精進料
理等の技法をアレンジして調理

• 客単価：約55PLN～65PLN

Nago Sushi & Sake
(リーズナブルな寿司店)

• 特徴：ワルシャワ郊外に立地するリーズナブルで本格
的な日本寿司レストラン。巻き寿司の提供がメインであ
るが、鮮度の良い握り寿司、日本酒等も提供

• 客単価：約15～80PLN

新テイストの
寿司開発が盛ん

• 精進料理など日本の伝統的な手法や食材をベースにシェフの
アイデアで手を加え、地元食材を使い、地元で好まれる味と
コンビネーションさせながらレシピを考案 (寿司レストラン)

• 魚のネタがはまち・うなぎ・サーモン程度と少なく、生食の魚か
知識がないため、カルフォルニアロールのようなサーモンとフィラデ
ルフィアチーズや、ポーランド製の酢漬けの豆腐のような素材を
使った現地化した寿司を作っている(JETROワルシャワ)
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担々麺を中心にスープ料理として人気。独自のスープやヴィーガン嗜好に合った具材等
を組み合わせたオリジナルラーメンが普及しており、自家製麺需要も高まっている。

消費の特徴・トレンド（ラーメン）

出所：JETROワルシャワへのインタビュー、事業者インタビュー、Tripadviser

人気店例ラーメン消費の特徴

スープ料理として
人気

一番人気は担々麺

• ラーメンはスープの位置付け(JETROワルシャワ)

• 当店でも、他の多くの店でも、一番人気メニューは担々麺
(ラーメン店)

• ラーメン用の業務用濃縮スープの需要が高まっている(現地
系大手アジア食品インポーター)

インスタントラーメン
の流行

• インスタントラーメンの扱いもスーパーで増えており、ポーランド
で最も人気のインスタントラーメンは、安価なベトナム産の
VIFONのGolden Chicken（JETROワルシャワ）

ヴィーガンラーメン
の普及

• 動物愛護への関心の高まりもあり、ヴィーガン対応も求められ
ている。ラーメンのチャーシューは大豆や、うな丼にはウナギを
使っていないメニューになっている（現地日本人）

VEGAN RAMEN SHOP
（ヴィーガンラーメン店）

• 特徴：植物性食品であるキノコやほうれん草、カボチャ等
を使ったラーメンが中心。ワルシャワの中心部に近く、オシャ
レな店内

• 客単価：約55PLN(住宅街)、65PLN(オフィス街)

Kitchen R Labo
(日本人CEOによるラーメンコンサル・製麺業者)

• ラーメン人気の高まりを受け、飲食店向けにラーメン作りを
教えるラーメンスクールが複数登場

• 中でも日本人CEOの経営する「Kitchen R Labo」は、
ワルシャワ市内の複数の有名店のコンサルティングや業務
用の麺の製造販売を行うなど、影響力を持つ

フュージョンスタイル
のラーメン店と
日本人経営店

• 各ラーメン店で豚肉エキス・骨、牛肉、鶏、野菜のみ等のバリ
エーションを持たせるレシピを持っており、ポーランド人の好みに
あわせ味をローカライズしている（JETROワルシャワ）

• 麺屋武蔵など日本のチェーン店や、日本人経営の店も増え
ており、人気店である（現地日本人）

• ポズナンにラーメン屋は3軒あるが、すべてフュージョンスタイル
である。そのため、日本の味を忠実に再現したラーメンにはポ
テンシャルがあると思う（おにぎり店）

自家製麺需要

•日本人が経営するラーメンスクール・コンサルのKitchen R 
Laboが自家製麺を複数の人気ラーメン店に販売。価格が高
いため、ラーメン用の粉を購入して店内で麺を自家製造する
レストランも増えてきており、ラーメン用の粉の需要が高まって
いる(現地インポーター)
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幅広い日本食メニューが普及しつつあり、うどん、おにぎり、お好み焼き・たこ焼き、丼、焼
鳥・焼肉、和菓子等の専門店がワルシャワや地方都市に登場している。

消費の特徴・トレンド（その他メニュー）

出所：事業者インタビュー、写真出所：Trip Advisor

寿司・ラーメン以外のメニューの消費の特徴・人気

うどん • 日本人が経営しているうどん店「UKIUKI」は、立地も良く、口コミでおいしいと評判で人気の
ため、外にテントを張り出して営業している状況（現地在住日本人）

• 最近では寿司以外に、麺類（ラーメン・うどん）の人気が向上(JETRO ワルシャワ）
• 野菜の素揚げ等を盛合せたカレーうどん等、見た目が良く・ボリューム感があるメニューが多い

おにぎり • 当店が所在する都市での認知度は高く、全国で潜在的な需要はあるように思える。当店が行う
オフィス等への訪問販売も人気。当店のオープンから1年後に、最大のコンビニエンスストア
チェーンであるZabkaにもおにぎりが販売されていた。現在は取り扱いが廃止されている。カル
フールでは韓国のおにぎり（キンパ）が販売されている(おにぎり店)

日本人経営の専門店
から人気に火が付く

専門店が複数登場
以前はコンビニでも取扱

お好み焼き・たこ焼き • 所得も増えて、日本に旅行に行くポーランドの人が増えたことで、お好み焼き・たこ焼き等の粉も
のは徐々に広まってきている（お好み焼き店）

• 10年前は日本食といえば寿司だけ、というイメージだったが、今ではうどん、ラーメン、お好み焼き、
たこ焼きなど成功例がたくさんあり、様々な種類の日本食の人気が高まっている(寿司店)

若者中心に認知拡大
専門店も複数登場

どんぶり • 当店の所在する都市にはどんぶりの料理屋は当店を含め2店舗しかないが、当店は毎週金曜・
土曜は満席状態。固定客は週2で食べにくる。2022年中に1店舗増やす予定。一番人気のメ
ニューは照り焼き丼・甘辛丼（どんぶり店）

照焼・甘辛な味が人気
地方都市にも専門店

焼鳥・焼肉 • 日本の焼肉・グリル料理等ビストロ料理はまだ普及していないが、現地の好みに合った味。焼
鳥専門店のコンセプトで焼鳥+日本の冷酒・燗酒等を提供すると良い(フュージョン料理店)

• ワルシャワには焼肉専門店も登場。宅配のダイエットボックスでは、焼き鳥・味噌汁等も送られて
くる(JETROワルシャワ)

現地の好みにマッチし
徐々に拡大中

和菓子 • 当店のもち菓子(大福)等を求めて長蛇の列ができるほど、現地の和菓子の人気が高まっている
ように感じ取れる。自分で材料を調達して家庭で和菓子を作る人も増えてきている。アニメから
和菓子を知ったポーランド人が多い(ナルト：団子、ドラえもん：どら焼き)（和菓子カフェ）

•ポーランド人の好みに合った味であるため、提案のポテンシャルは高い(フュージョン料理店)

大福,どら焼きが人気
和菓子カフェにも行列


