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4. マーケット調査 - ②チェコ

(3)日本食レストランとメニュー例
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農水省より、日本食文化の発展に寄与したとして表彰されたチェコ人オーナーが経営する
日本食レストラン。茶道からインスピレーションを得た店舗で本格和食を提供している。

日本食レストラン例 ~Miyabi（日本食レストラン）

出所: 店舗公式Facebook、公式HP、チェコ共和国大使館、地球の歩き方、
客単価についてはRestaurant Guruより

店舗概要

• プラハに位置する中級クラスの日本食レストラン

• 店内はテーブル席、座敷、和室で構成。堀こたつや
日本式庭園等もあり、プラハにいながら日本文化を
感じることができる

• 創業者・オーナーのDarja Kawasumi氏はICU
（国際基督教大学）を卒業後、日本で13年を過
ごした。在日中に茶道や日本の食文化を学び、チェコ
に帰国後、1995年に同店をオープンした

• Darja氏は平成28年度に農林水産省が主催する
JAECAP20216にて海外での日本食文化の発展に
寄与したとして表彰されている

• チェコの食のフェスティバルで受賞経験を持つ、日本の
家庭料理と懐石料理、和菓子が堪能できる他、茶
道、琴や尺八の演奏といった日本の文化を体験でき
るイベントも開催している

ビジネス
概要

Miyabi Prague店舗名

• 1店のみ店舗数

• 日本食レストラン(現地系)カテゴリ

• 470-620CZK (握りずし・巻きずしセット1人
前:460CZK、お弁当とお寿司:680CZK程度)客単価

店舗外観・内装

メニュー例

いなり寿司
/160CZK

天ぷら/180-
310CZK
(旬野菜、シーフ
ード、きのこ、こん
にゃく)

抹茶のジェラート
/110CZK
(チェコ人の大好きな
ヨーグルトを使用)

お弁当とお寿司
/680CZK

写真引用元:店舗公式HP
https://www.miyabi.cz/jidelni-menu/
Wolt

https://www.mzv.cz/tokyo/ja/x2005_07_07_3/x2017_03_17.html
https://tokuhain.arukikata.co.jp/prague/2021/11/26_miyabi.html
https://www.miyabi.cz/jidelni-menu/
https://wolt.com/en/cze/prague/restaurant/miyabi-japonska-restaurace
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日本で修業を積んだチェコ人寿司職人が料理長を務める人気ハイエンド寿司店。割烹
風の店内で日本さながらの寿司、神戸牛、日本酒等が楽しめ、邦人にも評価が高い。

日本食レストラン例 ~Yamato（寿司店）

出所: 店舗公式Facebook、公式HP、寿司サムライ小川洋利チャンネル、ブログ「プラハでピヴォ」
客単価についてはRestaurant Guruより

店舗概要

• プラハに位置するハイエンド寿司店

• 2013年秋に創業者、共同経営者、料理長の
Marek Hora氏によりオープン。チェコの有名料理番
組「アノ シェフェ」のズデニェク氏との共同経営

• Hora氏は、国際すし知識認証協会の代表理事で
ある風戸正義氏の下で修業を積んだ

• 寿司をはじめとした伝統的な日本料理の提供を重視
しており、料理だけではなく、客が料理に集中できるシ
ンプルかつ清潔な内装にもこだわっている

• 日本から直輸入したA5等級神戸牛を使用したス
テーキや、八海山や獺祭等様々な日本酒を提供

• 日本人客の間でも、本物の日本食が提供されており、
日本を思い出すことができると定評

ビジネス
概要

Yamato店舗名

• 1店のみ店舗数

• 寿司店(現地系)カテゴリ

• 1,500-4,900CZK (握り1貫:70-310、ディナー
コース1人前:1,690CZK程度)客単価

店舗外観・内装

メニュー例

神戸ステーキ/
時価

天ぷら/270-
470CZK
(えび、野菜、かに)

ビールマグロ漬け握り
/140CZK
(チェコで有名なビールと
醤油で漬けたマグロに
西洋わさびと青りんごを
添えた人気の握り寿
司。別名プラハ握り)

刺身(50g)/
270-
490CZK

盛り合わせ/
950CZK

写真引用元:店舗公式HP、トリップアドバイザー、bugadvisor.com

https://www.youtube.com/watch?v=BKCMIciozM0
http://gambrinus.blog45.fc2.com/blog-entry-560.html
https://yamato.cz/galerie-japonske-speciality/?lang=en
tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g274707-d6360255-Reviews-Yamato_Restaurant-Prague_Bohemia.html
https://bugadvisor.com/2019/02/06/yamato-japanese-restaurant-prague-czech-republic/
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焼き肉と寿司をメインにしゃぶしゃぶや焼き鳥等の日本料理を提供する現地系レストラン。
日本風のおしゃれな店内で備長炭を使った鉄板調理の焼き肉やうなぎが楽しめる。

日本食レストラン例 ~Engawa（日本食レストラン）

出所: 店舗公式Facebook、公式HP、地球の歩き方、事業者インタビュー

店舗概要

• 観光スポットが密集しているプラハ1区に店を構える。
旧市街広場から徒歩10分程の好立地

• 焼肉と寿司をメインに提供しているかたわら、しゃぶしゃ
ぶ、ラーメン、焼き鳥等も提供

➢ 焼き肉、うなぎの蒲焼等は備長炭を使った鉄板で
調理

• メニューには、寿司のおまかせ、焼き肉やうなぎの蒲焼
調理方法(備長炭、骨切り、タレ)等の日本の食文
化の解説も掲載

• 日本酒だけでなく厳選されたチェコワインもラインナップ

• 日本人シェフが在籍

• 「Eshop」という和牛等の日本産の食材、アサヒビー
ルや日本酒等の酒類、オリジナル料理を販売するEC
も展開

ビジネス
概要

Engawa Yakiniku & Sushi店舗名

• 1店舗のみ店舗数

• 日本食レストラン(現地系)カテゴリ

• 客単価：1400-2000CZK(60-80EUR)(握り寿
司:79-289CZK、寿司セット:699-2,999CZK程
度)

• 客層：高所得層の欧州人、中国人がメイン

客単価・
客層

店舗外観・内装

メニュー例

焼き肉コース
/1,599CZK
（一人前）
2,999CZK
（二人前）

寿司の盛り合わせ/2,680CZK
• 握り16貫：サケ、マグロ、北寄貝、ヒラメ
• 巻き寿司：えび、アボカド、ハマチ、ネギ、
• スペシャルロール：帆立貝

等

ライス
アイスクリーム
/119CZK
(餅米、米麹、甘酒
を混ぜて作られた自
家製アイス)

写真引用元:公式Wolt、インスタグラム

https://tokuhain.arukikata.co.jp/prague/2021/10/post_268.html
https://wolt.com/cs/cze/prague/restaurant/engawa
https://www.instagram.com/engawapraha/
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欧州を中心に世界で店舗展開している日本人店主が経営するラーメンチェーン。ヴィー
ガン向けも含めた種類豊富な本格ラーメンだけでなく、手軽な価格の丼ものも人気。

日本食レストラン例 ~Takumi（ラーメン屋）

出所: 店舗公式Facebook、公式HP、Fujisan.co.jp
客単価についてはRestaurant Guruより

店舗概要

• ドイツを拠点として、世界で39店舗を展開するラーメ
ンチェーン匠のチェコ店舗。2019年にプラハに開店

• 日本人オーナーの佐伯春彦氏は1998年から独
デュッセルドルフを拠点とし、札幌ラーメンの店「麺処
匠」をはじめ、串焼きや鉄板焼きなどさまざまな業態の
日本料理レストランを経営

• 店舗はプラハの中心部に位置し、駅近でアクセスも抜
群

• 本物のラーメンが提供されていると現地人にも日本人
にも評価されている

• 塩、醬油、味噌、担々麵等の定番メニューからテリヤ
キ味噌ラーメン等のオリジナルメニュー、ヴィーガン向け
メニューを展開している

• 丼ものも豊富で、比較的手頃な価格設定で人気

• 居心地の良い内装やスタッフの接客の評判も良い

ビジネス
概要

Takumi Praha店舗名

• チェコには1店舗(世界では欧州を中心に計39店舗)店舗数

• ラーメン屋(日系)カテゴリ

• 220-540CZK (ラーメン:218-348CZK、
丼物:159CZK程度)客単価

店舗外観・内装

メニュー例

ベジタリアン
味噌ラーメン
(野菜の
天ぷら付)
/318CZK

豚カルビ丼
/159CZK
(人気メニュー)

唐揚げ丼
/159CZK
(人気メニュー)

テリヤキ
味噌ラーメン
/298CZK
(人気メニュー)

写真引用元:公式Wolt、インスタグラム

https://takumiramennoodles.com/
https://www.fujisan.co.jp/articles/courrier/17/
https://wolt.com/en/cze/prague/restaurant/takumi?utm_source=googlemapreserved&utm_campaign=takumi
https://www.instagram.com/takumi.prague/?hl=ja

