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チェコの概要

名称：チェコ共和国 
 The Czech Republic Česká republika
面積：78,868km2（日本の約 1 / 5 ）
人口：10,542,942人（2015年）　
民族：チェコ人（93％）、スロバキア人（1.9％）、ウクライナ人（0.7％）、ベ

トナム人（0.4％）
 （出所：2011年の国勢調査結果より）
宗教：無宗教（62.4％）、カトリック（20.1％）、プロテスタント（2.6％）
 （出所：2011年の国勢調査結果より）
公用語：チェコ語（インド・ヨーロッパ語族 スラブ語派 西スラブ語群）
首都：プラハ
通貨：チェココルナ（CZK）
 1  CZK ≒4.3円
主な政党：CSSD（チェコ社会民主党）、ANO、KDU=CSL（キリスト教

民主連合＝チェコスロバキア人民党）、KSCM（ボヘミア・モラビア
共産党）、ODS（市民民主党）、TOP 09

名目GDP：1,669億6,410万ユーロ（2015年）( 出所：ユーロスタット )
一人当たりGDP：15,800ユーロ（2015年）( 出所：ユーロスタット )
税率：法人税＝19％、個人所得税＝15％（但し課税の基になる課税標準は、

グロス賃金に法人負担の社会・健康保険料〈合わせてグロス賃金の
34％〉を加算したもの）

付加価値税＝標準税率：21％、
軽減税率：食品、新聞・雑誌、水道料金、飲食・宿泊サービスなど：15％
 乳幼児用食品、医薬品、書籍など：10％
経済：チェコ経済の柱は民間最終消費と輸出だ。前者は最低賃金引上げ、お

よび失業率低下を背景とした賃金上昇により、近年好調な伸びを示し
ている。また輸出は自動車・機械を中心に、その 8 割強が EU 諸国向
けとなっている。特にドイツ向け輸出が全体の30％以上を占めてお
り、ドイツ経済の影響力が大きい。投資に関しては、特に政府投資に
おいて EU 基金の活用効率により大きく左右される。

産業：自動車工業を中心とする製造業の割合が比較的高い。サービス産業の
割合は約65％。農林水産業はわずか2.4％に過ぎない。

プラハの概要

人口：1,276,741人（2016年）、2030年まで最低140万人に増加見込み
 （出所：IRP）
面積：496m2

一人当たりGDP：31,100ユーロ（2013年）PPS で EU 平均を73％で上回っ
ている（出典：ユーロスタット）

地理：チェコは西部のボヘミア、東部のモラビアに分けられるが、プラハは
ボヘミアの中心よりやや北側に位置する。町はその中央を南から北に
流れるブルタバ川により分断されており、左岸のプラハ城とその周
辺、そして右岸の旧市街、新市街とから成る町の中心部一帯が「プラ
ハ歴史地区」としてユネスコ世界遺産に登録されている。

歴史：町の基盤形成が開始されたのが 8 世紀。11世紀には既に都市として繁
栄していた。14世紀・カレル四世の時代には、神聖ローマ帝国の首都
として黄金時代を迎えた。ここに中欧最古の大学が設立されたのもこ
の頃である（1348年）。17世紀の三十年戦争後は王宮がウィーンに移
され、プラハは一地方都市となるが、第一次大戦後、チェコスロバキ
アが独立すると、再び政治・経済・文化の中心都市として急速に発展
した。その後社会主義共和国、連邦共和国の首都を経て、現在チェコ
共和国の首都となっている。二度の大戦でも戦火の被害が最小限に抑
えられたことから、10世紀以降様々な様式の建物がほぼ原形のまま残
されており、欧州屈指の観光都市として人気を集めている。

気候：チェコは大陸性気候で日中と夜の気温差が大きい。日本と同様に四季
があるが、夏⇔冬の変化が早く、春、秋が短い。冬は気温が氷点下に
まで下がり、雪の日も多い。夏は最高気温が30度を超す日もあるが、
湿度が低いため過ごしやすい。

　　　プラハは盆地で、且つ人口密度が高いため、ボヘミアの他の地域に比
べて気温が 1 、 2 度高めのことが多い。一方冬は晴天の日が少なく、
さらにスモッグ性の霧が発生することもある。
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物価：チェコの物価上昇率は2014年以降 1 ％以下の低率にとどまっている。
プラハの物価は一般に国内他地域と比べて大差はないが、例外は不動
産価格。市内の住宅価格は集合住宅で全国平均の2.3倍、戸建で3.2倍
だ。（2012～14年のデータ）

撮影者：Kryštof Šašek ©shutterstock©shutterstock

撮影者：jorisvo ©shutterstock

撮影者：Michal Vitásek ©CzechTourism

撮影者：Libor Sváček ©CzechTourism

概 況 OVER VIEW01



01 概 況  OVER VIEW

039Praha STYLECopyright © 2017 JETRO All rights reserved

Praha 8

Praha 7

Praha 1

Praha 5Praha 13

Praha 6

Praha 2

Praha 14

Praha 9

Háje

Chodov

Praha
-Velká Chuchle

Praha-Lochkov

Praha
-Slivenec

Třebonice

Slivenec

Lochkov

Radotín

Velká
Chuchle

CholupiceKomořany

Modřany

Kamýk

LhotkaLhotkaHodkovičky

Podolí
Michle

Záběhlice

Holyně

Nusle

Vršovice
Strašnice

Malešice

Braník
Krč

TočnáTočná

Praha 11

Praha 4

Praha 10

Praha 3

Praha 12Praha 16

Čimice

Bohnice

Kobylisy Střížkov

Černý MostČerný Most

KyjeKyje

HostaviceHostavice

Praha
-Troja
Praha
-Troja

HrdlořezyHrdlořezy

Holešovice

Josefov

Žižkov

HloubětínHloubětín

Karlín

Libeň

Prosek

Troja

Vysočany

Bubeneč

Hradčany
Střešovice

Břevnov

Dejvice

Malá
Strana

Staré
Město

Ruzyně Liboc

Veleslavín

Vokovice

Nové
Město

Vinohrady

Vyšehrad

SmíchovKošíře

Motol

Stodŭlky Radlice
Jinonice

Hlubočepy

Malá
Chuchle

A

F

B

D

I

J

N
C

H

G

E
L

M
K

F
プラハ 6区（11万人）－ 東からルジニェ
のハベル空港、学生寮があるペトジニと
ストラホフ、大使館とレジデンスがある

デイビツェ地区が並ぶ、日本人など外国人が多く
住んでいる地区。

G
ホレショビツェ、トロヤ、カルリーン
（ 4 万人）－ 川の湾曲に沿って区切ら
れている。、工場に適し、労働者が多かっ

た 3 地区は2002年の洪水後一新され、工場の建物
がオフィスビル、ギャラリーや高級住宅に変貌し
た。特に30代が遊びに行くところ。

B
ヴィノフラディ、ノヴェームニェスト
（ 5 万人）－ 高級な住居が人気で、ゲ
イエリアとして知られており、お洒落な

店舗がどんどん展開しているヴィノフラディ、新
しい文化トレンド発祥地で、中心部に隣接するノ
ヴェームニェストと丘の上に神話めいたヴィシェ
フラット城跡が残っているヴィシェフラットから
成る地区。

A
中心部（ 3 万人）－ プラハ城、カレル橋、
旧市街広場など観光スポットが集中して
いる地区。観光客と現地市民向けの店の

二重構造（価格、サービス質）が特徴だが、近年
は国際化と値上げの影響で消滅しつつある。

エリア紹介 E
プラハ 5 区（ 8 万人）－ 交通の便が良
いスミーホフ区には国内遠方から人々が
集まる。 レストランと商業施設が集中

し、一般のチェコ人の客が最も多いところ。

D
プラハ 4 区（13万人）－ 新高層ビルが
聳えるパンクラーツや、外国の最新ヒプ
スター・トレンドが入り込むヌスレのほ

か、国内最大の会議センター、国内最大の病院、
高速道路のヌスレ橋とバランドフ橋など共産時代
の代表的な建築物が立つ地区。

C
ジシュコフ（ 7 万人）－ 「プラハのモン
マルトル」と呼ばれ、300軒位上のパブ
があり、カフェやライブハウス等文化施

設が多い、夜遅くまで賑やかな地区。

J
イジュニー・ミニェスト（13万人）－ 
プラハ11区の住民 9 万人が住む。70年代
に建てられた団地を中心とした地区で人

口密度が高い。

N
チェルニーモスト、ポチェルニツェ、キ
イェ（ 6 万人）－ 北ボヘミア（リベレ
ツ、フラデツ・クラーロヴェーなど）か

らやって来るチェコ人の入口。サービス業の交差
点でもある。

M
ラドティーン、ズブラスラフ（ 3 万人）
－市街から離れているこの地区は、競馬
場とズブラスラフ城で有名で、また倉庫

が立ち並ぶ反面自然に恵まれた地区でもある。
I

ストラシュニツェ、ブルショビツェ（11
万人） － 中心部への交通の便が良い、
20代と芸術の地区。ヴィノフラディ、ジ

シュコフとヌスレから行きやすく、ヒプスター文
化の中心地でもある。

H
プラハ 8区（11万人）－ 作家ボフミル・
フラバルが住んでいたことでも知られる
庶民の地区。ボフニツェは300メートル、

チェコで最も長い団地で有名で、コビリシは既存
3 線の中では最も新しい地下鉄 C 線で市内と繋
いでいる。

ラドティーン区の穏やかな景色　 ©shutterstock

©shutterstock

ヌスレ区の建物の上にそびえる高速道路のヌスレ橋
撮影者：Josef Hanus ©shutterstock

K
モドジャニ（ 7 万人）－ 林で囲まれて
いる団地が立つ、 田舎と街の雰囲気が
ミックスされた地区。建設が予定されて

いる地下鉄 D 線は、SAPA ベトナム・マーケッ
トがあるピースニツェまで続く予定。川沿いの公
園は、スポーツ・ファンに人気。

緑が多いモドジャ二 ©shutterstock

ヴァーツラフ・ハヴェル元チェコ大統領の名前を冠した国際空港
撮影者：nanka ©shutterstock

世界で最も大きいお城、プラハ城。
撮影者：Martin Rak ©CzechTourism

ヴィトコフ丘に聳え立つ、フス戦争の英雄ヤン・ジシュカの騎馬像
©shutterstock

撮影者：kaprik ©shutterstock

括弧内の人口は居住人口を指す

L
ストドゥールキ、ズリチーン（ 9 万人）
－ 80年代に建てられた団地が自慢で、
新しい住宅とビジネス・ビルの建設が進

んでいる。
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交通事情

地下鉄は A、B、C の 3 線。各地下鉄駅からは市電、バスが走り、
市内各地を網羅している。地下鉄は朝 5 時から夜中の12時まで、
さらに市電・バスは夜間便が運行している。従って市内に住んで
いれば移動に車はあまり必要でない。

市内公共交通機関の旅客数（2015年）
交通機関 年間旅客数 一日平均
地下鉄 456,820,000 1,251,562

市電 359,764,000 985,655

バス 347,077,000 950,896

（出所）プラハ市交通公社

メインの交通期間は市電。地下鉄は市街と郊外との接続の役割を
果たしている。またエレファントと呼ばれる郊外列車を利用する
こともできる。これはプラハ公共交通機関と同じチケットで利用
可能だ。市内には坂が多いため自転車利用者はそれほど多くない
が、観光客にはセグウェイが人気。

欧州の市内最長トンネル
郊外で居住する人が増加
することに伴い自動車通
勤者が増大、 これにより
市 内 の 交 通 渋 滞 が 益 々
深刻化している。 この状
況緩和を目的として造ら
れた自動車専用トンネル
「ブランカ」が2015年 9
月に開通した。これはブルタバ川左岸部を南北に結ぶもので全長
6.4km。現在、月に自動車 8 万台程度が利用している。

〈地図 www.tunelblanka.info〉

新地下鉄 D 線
プラハ中心部（ナームニェス
チー・ミール）とプラハ南部

（ピースニツェ＜プラハ 4 区＞）
間10km を結ぶ地下鉄 D 線の建
設が2017年着工予定、2018年開
通を目指す。但し建設予定地の
買収が間に合わないことから、
当初ピースニツェとパンクラー
ツの 2 駅のみまず開通させ、そ
の後延長する案も検討されてい
る。

駐車ゾーン
プラハ市内では一部の地域を除いて、 ブ
ルーゾーン制度が導入されており（導入地
域には青色のラインが引かれている）、一
般車両の路上駐車は禁止されている。 ブ
ルーゾーンでは各区の住民および各区に本
拠地を置く企業所有の車両で、当該区役所
が発行する駐車許可証を得ているもののみ
が駐車可能。これらの地域においてブルー
ゾーン駐車許可を持たない車両は、有料の
時間制限駐車区間を使用する必要がある。

（参考：www.parkujvklidu.cz）

ズリチーン
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撮影者：LeonP ©shutterstock

©shutterstock

〈都市開発プロジェクト〉

（出所）DPP
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マーケティングデータ

消費力、可処分所得
Gfk の調査によると、2016年の家計実質可処分所得は2014年来の停滞から抜
け出し、チェコ総計820億ユーロと推定されている。ユーロスタットの統計
によると、2014年のチェコの消費力（PPS）は EU 平均の84％程度であっ
たが、プラハはヨーロッパの地方レベルで 9 番目に高く、イル＝ド＝フラン
ス（パリを中心とした地域圏）と同程度の173％だった。2016年の Gfk の消費
力インデックスを見ると、プラハは国内の平均より31.3％程高い。
チェコ統計局のデータによると、2014年のプラハ住民一人当たりの実質可処
分所得は264,100CZK で、チェコ国内で最も高く、最も低いモラヴィア＝シ
レジア州より約43.5％高かった。内国税歳入庁のデータによると、2014年の
チェコの年間所得税合計3,228億7900万CZKのうち、30％にあたる934億6,388
万6,000CZK がプラハより支払われたことになる。チェコ統計局によると、
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プラハの商品・サービスの価格例 CZK 購入場所／商品名
タクシーの初乗り料金 40 プラハ市内

公共交通機関（バス・地下鉄）の大人最低料金 24 プラハ市内
缶入り炭酸飲料 12 テスコ／「ファンタ」

ビッグマックハンバーガー 75 マクドナルド
人参 1 kg 17 テスコ
玉ねぎ 1 kg 12 テスコ

じゃがいも 1 kg 12 テスコ
きゅうり 1本（特大） 24 テスコ

トマト 1 kg 39 テスコ
りんご 1 kg 25 テスコ

ビール 1缶（チェコ産） 28 テスコ／ピルスナー500㎖
ビール 1缶（欧州メーカー） 16 テスコ／ハイネケン330㎖
ペットボトルの水500㎖ 9 テスコ／「ドブラー・ボダ」

アメリカンコーヒー 65 スターバックスコーヒー
（トールサイズ）

タバコ 1箱 89 マルボロ
映画館入場料 184 シネマシティ（ 2 D）

ビジネスエリアのホテル・ツインルーム宿泊料金 4,100 ヒルトン・プラハ・オールド・タウン

＊2016年12月時点、単位：チェココルナ（CZK)

観光客の推移
2016年の観光客数はブダペストの 2 倍の707万人。宿泊数は1,670万でウィー
ンとアムステロダムを上回った。国別ではドイツ人が最多であるが、米国と
英国を英語圏として数えたら、ドイツ人より多く、宿泊数ではロシア人が最
も多くなっている。European Cities Marketing の調査によれば、国外観
光客の客泊数で欧州の 5 番最多の都市で、ロンドン、パリ、ローマとバルセ
ロナの次となっている。観光客数は毎年安定して伸びており、2017年も 5 ％
以上の増加率が見込まれている。

家計支出

家計支出内訳
支出の割合
（％）

年間の平均支出
（CZK）

2014 2015 2014 2015
合計 100 100 122,049 122,467

食品 20.3 20.0 24,800 24,537

酒・タバコ 2.9 2.9 3,505 3,610

衣服・靴 4.9 5.0 5,978 6,174

住宅・家賃 21.5 21.1 26,211 25,850

家具・家庭用品 5.7 6.0 6,932 7,342

医療 2.6 2.6 3,228 3,192

交通 10.5 10.5 12,805 12,803

通信 4.2 4.2 5,132 5,128

レジャー 9.5 9.4 11,557 11,469

教育 0.6 0.6 722 708

レストラン・ホテル 5.3 5.6 6,509 6,866

その他 12.0 12.1 14,670 14,790

（出所）チェコ統計局

同年平均年間の一人当たり消費支
出は低所得層の場合92,570CZK、
富裕層は287,062CZK だった。
家計内の支出は住宅と食品の割合
が最も高いが、周辺の国と比較す
るとレジャーやその他（特に保険
料）が約10％と高めだ。また最近
のトレンドとして食品と衣服の占
める割合が高くなっている。

市内の物件は平均3,400EUR／m2

でウィーン（6,300EUR／m2）
を除く中東欧都市の価格（ワル
シャワ2,460EUR／m2、ブラチス
ラバ2,390 EUR／m2、ブダペスト

主要商品価格
単位：CZK 量 価格   量 価格
パン 1 kg 22.29 リンゴ 1 kg 25.67
パスタ 1 kg 42.87 ジャガイモ 1 kg 11.01
米 1 kg 32.39 砂糖 1 kg 19.67

豚・バラ肉 1 kg 87.17 コーヒー 1 kg 159.10
牛・ヒレ肉 1 kg 622.22 スーツのクリーニング 1 回 282.88
燻製鯖 1 kg 144.19 駐車料金 1 時間 33.13
卵 10個 32.51 スカッシュのコート 1 時間 307.68
牛乳 1 ℓ 18.50 映画館の切符 1 枚 146.09

エダムチーズ 1 kg 133.85 グラーシュ 100g 59.80
バター 1 kg 159.93 コカコーラ 200㎖ 19.90

ヒマワリの脂 1 ℓ 47.38 生ビール 500㎖ 26.87
バナナ 1 kg 30.94 瓶ビール 500㎖ 11.00

（出所）チェコ統計局、2015年、プラハ

1,780EUR／m2）を大きく上回る（出所：Numbeo.com,2017年 2 月）。

（出所）チェコ統計局

（出所）チェコ統計局

撮影者：Grisha Bruev ©shutterstock

©shutterstock撮影者：kaprik ©shutterstock
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〈ショッピング・ストリート〉
パリ通り
プラハのブランド街として知られるパリ通りは旧
市街広場とヴルタヴァ（モルダウ）河岸とを結ぶ
チェコで最もファッショナブルな通り。ルイヴィ
トン、カルティエ、グッチ、プラダ、エルメス、
ティファニー、ディオール、バーバリー、コスな
どファッションを中心とした有名ブランド店が並
ぶ。最近ではロールス・ロイスのショールームも
できた。プラハのブランド街として知られるパリ
通りの 1 m2当たりの年間賃料は2,340ユーロで、
高級ブランド品の需要増大に伴い、賃料上昇傾向
にある。またパリ通り中央部で交差するシロカー
通りはその延長となり、ウブロ、モンブラン、ラ
ペルラ、ジャストカヴァリなどの店が並ぶ。

〈ショッピングモール〉
共産政権後も90年代はプラハでショッピングとい
えば、中心地にデパートが 3 ヵ所ある程度であっ
たが、2000年以降市内中心部のみならず、郊外に
も大駐車場を擁する大型ショッピングモールが
次々と建てられた。現在市内には25件のショッピ
ングモールが存在する。

バーツラフ広場
「広場」と名付けられてはいるが、 実際には国
立博物館と地下鉄が交差する町の中心点・ムー
ステックとを結ぶ大通りの様相を呈している。
ショッピング街というよりは繁華街に近く、H
＆ M、マークス＆スペンサー、C&A など中間層
向けのショップのほか、マクドナルド、ケンタッ
キー・フライド・チキンなどのファストフード
店、レストラン、ホテル、映画館、銀行などが雑
多に立ち並ぶ。周りにサヴァラン・パレスという
新しいショッピングセンターが建設中であり、広
場の復興も進んでおり、完成のあと賃料が200％
まで上がると予想する人もいる。

ナ・プシーコピェ通り
世界71ヵ国462のショッピング街中23番目、欧州
32ヵ国では15番目に賃料の高い通り（2016年）
で、 1 m2当たりの年間賃料は2,460ユーロで、旧
東欧圏では最高位にランキングされている。チェ
コ中央銀行をはじめとする大銀行、オフィスビル
などが並び、ビジネス街的様相も呈している。店
舗は中間層・観光客向けで、H&M、ガント、ザ
ラ、ベルシュカ、ニューヨーカー等ファッション
店のほか、玩具店のハムリーズやマクドナルドな

どのファストフードのチェーン店もあり、常に観
光客でにぎわっている。主流ブランドによるナ・
プシーコピェ通りでのリテール・スペースの需要
が強く、ハーモント＆ブラインなど最近進出して
きたブランドはその南の延長に当たる28. ジーユ
ナ通りで開店している。ペンタ投資ファンドによ
る「セントラル・ビジネス・ディストリクト」と
いう都市開発プロジェクトが進行中で、2020年に
は、ハイストリートは北にも延びる予定。

1  パラディウム
ロケーション：プラハ 1 区
開業：2007年
規模： 4 万 m2

店舗数：156
駐車台数：900
入場客数：年間1,700万人
主なテナント：ラコステ、H&M、リーバイス、

プーマ、マークス＆スペンサー
© クッシュマン・ウェイクフィールド

主なショッピングモール、ハイストリート

撮影者：Rostislav Glinsky ©shutterstock

©shutterstock
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1. パラディウム

7. レトウニャニ・
　ショッピングセンター

5.　
チェルニー・

　モスト・センター

3. ノヴィー・スミーホフ

6.　
アルカーディ・
　パンクラーツ

4. メトロポレ・
　ズリチーン

2. ホドフ・センター

5 チェルニー・モスト・ 
センター

ロケーション：プラハ 9 区
開業：1997年
規模：4.8万 m2

店舗数：92
駐車台数：1000
入場客数：年間1,000万人
主なテナント：ガント、スワロフスキ、H&M、

インティミッシミ、マンゴ

6 アルカーディ・パンクラーツ
ロケーション：プラハ 4 区
開業：2008年
規模：3.75万 m2

店舗数：133
駐車台数：1100
主なテナント：ガント、ピエール・カルダン、

ザラ、H&M、インティミッシミ

7 レトゥニャニ・ 
ショッピングセンター

ロケーション：プラハ 9 区
開業：1999年
規模：7.65万 m2

店舗数：195
駐車台数：3200
主なテナント：ガント、H&M、マークス＆スペ

ンサー、ザラ、ニューヨーカー
© クッシュマン・ウェイクフィールド

© クッシュマン・ウェイクフィールド

4  メトロポレ・ズリチーン
ロケーション：プラハ 5 区
開業：2002年
規模：5.5万 m2

店舗数：130
駐車台数：1200
入場客数：年間1,000万人
主なテナント：ガント、 リーバイス、H&M、

ニューヨーカー、マンゴ、ネクスト

© クッシュマン・ウェイクフィールド

3 ノヴィー・スミーホフ
ロケーション：プラハ 5 区
開業：2001年
規模：5.58万 m2

店舗数：148
駐車台数：2500
入場客数：年間2,100万人
主なテナント：カルヴィン・クライン、ガント、

ラコステ、リーバイス、スワロフスキ

© クッシュマン・ウェイクフィールド

2  ホドフ・センター
ロケーション：プラハ 4 区
開業：2005年（2017年に拡大）
規模：6.1（拡大後10）万 m2

店舗数：181
駐車台数：2600
入場客数：年間1,300万人
主なテナント：H＆M、マークス＆スペンサー、

アディダス、ガント、ザラ

© クッシュマン・ウェイクフィールド

© クッシュマン・ウェイクフィールド
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ハイパーマーケット、スーパーマーケット

スーパーマーケットの展開はロケーションにより住み分けが図られており、
アルベルト、テスコ等は街の中心に小さな店舗でも出しているが、カウフラ
ンド、マクロ　キャッシュ＆キャリー等は郊外に巨大な店舗を展開してい
る。またマークス＆スペンサーはプラハ中心に服飾店と同じ店舗内に生鮮食
品のスーパーマーケットを展開している。またチェコではベジタリアン向け
のレストランが増加傾向にある関係で、バイオ製品を専門に置く店舗も増え
てきており、その一部では納豆や豆腐なども購入出来る。
プラハ市内では週末や平日の一部に、公園や広場でファーマーズマーケット
という青空市場が立つ。そこでは、新鮮な野菜だけでなく魚介類や肉、ワイ
ン、ビールなども購入出来き、そこで調理して販売しているため、日本人の
中でも訪れる人が増えている。
チェコには 5 万人以上のベトナム人が暮らしているが、その多くがレストラ
ンや雑貨店を運営している。チェコには地域内での同じ業種の店舗を一定の
距離を置いて立地させる規制がないため、一部地域ではブロック毎にベトナ
ム人雑貨店を見かけることもある。そうした雑貨店では果物、野菜、乳製品
などから洗剤や化粧品などの日用雑貨まで幅広く商品を揃えており、営業時
間も長く、土日も営業していることから、チェコ人にとってのコンビニのよ
うな存在となっている。
そうしたベトナム人が多く仕入れをするベトナム人市場もプラハ市内に幾つ
かある。サパ（SAPA）と呼ばれるプラハ郊外の市場では、プラハ市内のスー
パーマーケットでは殆ど見受けられない野菜やアジア食材が購入出来るし、
敷地内のレストランも本国の屋台の味と評判である。チェコのスーパーや

撮影者：Anton Watman ©shutterstock

E コマース

チェコ電子商取引連盟（APEK）によると、国内のオンラインショッピング
市場規模は年々順調に増大しており、2016年は前年比21％増大し、980億コ
ルナに達した。同年の小売売上高合計に占めるオンラインの割合は9.5％で
あった。APEK は、2017年は1,000億コルナを超えるとみている。国内オン
ラインショップの数は38500で、前年比500件増大した。中でも売上最大級の
ものとしては、Alza.cz、 Mall.cz、Kasa.cz などが挙げられる。
2016年の売上を品目別にみると（グラフ参照）、 最大は依然として家電

（51％）で、以下家庭用品（家具、DIY等＝10％）、衣類（ 9 ％）と続いている。
一方前年比売上伸び率をみると（グラフ参照）、前年比で最大の伸びを示し
たのは、食品（63％増）、衣類・ファッション（33％増）で、数年前までは
店舗で手に取って買うのが常識とされていた部門にまでネットショップが浸
透しつつあることがわかる。また2016年にオンラインで購入できる品目の数
は前年比約20％増大している。（価格比較ポータルサイト heureka.czの統計）
支払方法では、依然として受渡し決済が主流で、全体の63％を占める。うち
郵送などによる配達受渡しが全体の35％、店舗や引き渡し場所における支払
が28％を占めている。オンラインショップの引き渡し場所は、2016年末現在
全国9,000ヵ所あり、前年と比べ1,000ヵ所程度増大した。一方、クレジット・
カード、デビットカードによるオンライン決済は好まれず、全体の17％に過
ぎない。その理由は、カード・データあるいは個人情報の悪用が懸念される
ためで、E- コマースサイト作成・運営会社のショップテット（shoptet）
の調査によると、回答者の12％がこの点をネットショッピングで危惧される
問題点として指摘している。
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（出所）heureka.cz

（出所）heureka.cz

（出所）APEK

ハイパーマーケット（面積2,500m2以上の小売店）は年々売上を伸ばし
ている。2000年には国内68店舗のみであったが、現在は315店あり、国
内世帯の49％がハイパーマーケットをメインのショッピング・サイトと
している（出所：GfK  Shopping Monitor 2016年）。1996年にチェコ
に進出した Globus（独）は店舗数15で最も少ないが、各店舗に食肉加
工場、ベーカリーがあり、新鮮で質の高い商品を売り物にしている。こ
の他 Tesco（英）、Albert（蘭）、Kaufland（独）はそれぞれ営業時
間の長さ、アクセスの良さで顧客を得ている。一方 Carrefour および
Intersparは、それぞれ2006年、2014年にチェコから撤退した。ハイパー
マーケットに続いて需要の高いのがLidl（230店）、Penny Market（350
店）に代表されるディスカウント・ストアで、23％の世帯がこの種の店
をメインの買物先に挙げている。これらチェーン店は店舗を改築、近
代化し、品質と新鮮さを強調している。一方規模の小さい店の数は、
1998年の19,700軒から2016年には30％減少し、13,400軒となっている。
特に地方にある50m2以下の店は数が著しく減少してきている（出所：
Nielsen）。
プラハでは、オーガニック、産直食品の人気上昇に伴い、高級スーパー
が増えている。 例えばレストラン付きの Delmart、Sklizeno、 ある
いは Country Life（いずれもチェコ資本）などのチェーン店である。
Marks & Spencer の元チェコ取締役デュシャン・ムロジェック氏が
開設した Delmart（現在市内 4 店。将来的に20店舗に増設予定）は、
各国料理の食材と輸入食品を取り扱い、防腐剤を控えた新鮮で、高品質
の出来合い料理ブランドも紹介している。Sklizeno（市内10店）は、
現地産の食品を中心とした品揃えで知られており、また Country Life

（市内 8 店 + 卸売店）は、日本産の醤油と納豆を含む、世界のバイオ食
品を販売する。
ネットの小売は2016年に前年比27.4％増大したが、そのうち食品が 6 ％
の伸びを示している。店舗より安い販売価格を売り物に、kosik.cz、
rohlik.cz、Kolonial.czなどの食品販売・配達サイトがしのぎを削る中、
小売チェーン Lidl、Marks & Spencer、Albert も2017年よりネット
販売に乗り出す予定だ。

コラム：ハイパーマーケットと E ショップのブーム

ショッピングモールは、年中無
休の店が多かった。 しかし、
2016年10月 1 日に施行された法
律により、売り場面積が200m2

以上の店舗において、特定の祝
祭日の営業が禁止となった。該
当する祝祭日は年 7 日あり、 5
月 1 日のメーデーや11月17日の
自由と民主主義のための闘争記
念日などは該当しない。



03 衣  FASHION

045Praha STYLECopyright © 2017 JETRO All rights reserved

進出アパレル概要

チェコの伝統である繊維業界は、需要の増加と専門化にともない急成長を遂
げている。繊維業界の売上高は、過去 6 年間増加を続け、2016年の上半期だ
けで 7 ％増加の 1 億3,700万 EUR に上った。業界を牽引するのは医療や消
防機関、軍用製品を手掛ける繊維メーカーである。例えば、医療アパレルメー
カーClinitex の売上高は、2015年において72% 増加した。加えて、チェコ
のファッション市場への注目度も高まっている。業界のリーダー的存在であ
るメンズファッション・ブランドの Blažek Praha は、昨年9.5% の成長を
遂げ、約1,550万 EUR の売上げを記録した。
とりわけチェコでより目を引くようになったのは、外国の洋服ブランドであ

る。中でも高級ブランドのカール・ラガーフェルド、ロンシャン、ピンコ、
トリー・バーチ、マックス & コーなどは2016年に進出し、2017年にも、ホ
ドフ・ショッピング・センターの拡大などに伴い、新ブランドの進出が期
待されている。コンサルティング会社ジョーンズラングラサール（JLL）の

「High Street Retail in Prague 2016/2017」誌の最新情報によると、プラ
ハは、ロシアを除く CEE 諸国のリテールマーケットの玄関口とみなされて
いる。それを裏付けるように、毎年新たな洋服ブランドの進出が相次ぎ、客
足も好調に伸びている。近年プラハに進出した大手ブランドの筆頭は、アメ
リカ発のチェーン店 Forever 21である。ロシアと中国から訪れる数十万人
の観光客の貢献もあり、チェコでは、国内ブランドと国外ブランドを併せ、
流行ファッションが、年間22億 EUR の経済効果を生み出している。

Blažek Praha
近年チェコでトップに躍り出た洋服ブラン
ド Blažek Praha は、チェコに27店舗、ス
ロバキアに 8 店舗を構え、大部分の商品を
スロバキアで生産している。主にローマ、
ロンドン、ニューヨークからインスピレー
ションを得て独自のコレクションを築いて
いる。

（売上 4 億 2 千万 CZK、2015年）

Tonak
ノヴィー・イチーン市に拠点を置く Tonak
は、世界第 3 位の帽子メーカーである。昨
年は、45万のフェルトハット、その他の種
類の帽子 7 百万点を生産した。Tonak は、
Stetson など、 独自のブランドで販売を
行う他社メーカーへ、多数の製品を卸して
いる。

（売上 2 千 5 万 CZK、2015年）

Louis Vuitton
パリ通りに出店した最新ブランドは、 3 階
建ての Louis Vuitton。 ハンドバッグや
スーツケースに加え、 高級感あふれるレ
ディース服やメンズ服のコレクションの品
揃えも豊富である。

（プラハ店舗の売上 7 億 CZK、2015年）

Hennes & Mauritz 
（H&M）

スウェーデン発 H ＆ M のチェコにおける
昨年の売上高は、25% 増加の 1 億2,950万
EUR に達した。2017年の初めには、 チェ
コで初の H&M 傘下のファッションブラン
ド COS 店をプラハのパリ通りにオープン。
また、チェコでは2016年、既存の44店舗に
加えネットショップ販売を開始した。
 （売上27億 7 千万CZK、2014年12月ー2015年11月）

KiK Textil （Kik）
ドイツのファストファッション Kik のチェ
コにおける2015年の売上高は、9,620万 EUR
に達した。純利益は 1 億 4 千 5 百万 CZK で
H&M を上回った。現在、チェコに190店舗
を持つ Kik は、今後総計300店舗を展開する
予定である。

（売上25億 7 千万 CZK、2015年）

Pietro Filipi
20年の伝統を持つブランドを支えているの
は、Martha Bryxi や Vladimír Staněk
といったチェコの先駆的なデザイナーの存
在である。独特なデザインコレクションを
展開する Pietro Filipi は、消費者の間で、
オリジナル・ファッション・ブランドとし
て人気である。2016年の売上高は、2,220
万 EUR に達する見込みである。

（2015年の売上10億 1 千 5 百万 CZK、 その内
チェコ国内売上 4 億 7 千万 CZK）

チェコメーカー 外国メーカー

 ©shutterstock

撮影者：Pavel Radosta ©CzechTourism

撮影者：Evgeniya Uvarova ©shutterstock
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ファッショントレンド

もともと衣類一般が高価であった上、輸入品、高級品が「贅沢品」とされ価
格が高く設定されていた共産党政権時代を経ているチェコ・プラハでは、
ブランド物の衣類の価格は、他国の大都市より若干高めである。特に20－
30代は国外（ベルリン、パリ、ロンドン、ニューヨーク）で服を買うケー
スが多い。この世代では、Botas 社の靴が代表するレトロやエレクトロス
ウィングのヴィンテージが流行している。チェコ最大の衣類ネットショップ

「ZOOT.cz」のオリジナルブランドや、若いデザイナー、ルツィエ・クター
ルコヴァーとルツィエ・トルンコヴァーによる Leeda ブランドが示してい
るように、西欧や米国のトレンドに影響されたチェコオリジナルのデザイン
が注目を浴び始めている。

チェコ人によく知られている高級ブランドのデザイナー、ブランカ・マトラ
ギ、ベアータ・ライスカー、クラーラ・ナデムリーヌスカー、ヨゼフ・クリー
ルやリビェナ・ロホヴァーのほか、斬新な LaFormela、Chatty、Odivi、
ミロ・サボやロンドンのセルフリッジズと協力しているマルティナ・シュペ
トロヴァーなど国際的に有名になったチェコ・ブランドが増加している。

チェコ人は、機能的なスポーツウェアには惜しみなくお金をかける一方で、
流行ファッションにはあまりお金をかけない（月に1,000コルナ程度）と言
われる。ただし、2015年のグランド・デザイナー賞を受賞し、流行の最先
端で活躍するチェコのファッションデザイナー、リビェナ・ロホヴァーに
よると、ここ数年で状況は改善されつつあり、チェコ人がためらわずに流
行ファッションにお金を使うようになってきた。これには、チェコのデザ
イナーやアパレルメーカーのトップが集うデザイン・ブロック・プラハや
MBPFW、ブルノで開催される由緒あるファッション展Styl a Kaboといっ

たイベントが貢献している。気候のため夏と冬のそれぞれの衣類セットを持
つのは一般的で、大きいファッション・イベントも 1 年に 2 回開催されてい
る。

ZOOT のファッション調査（www.fashionreport.cz）によると、一般的
にチェコ人がファッションイベントとして認識しているものは、「カルロ
ヴィ・ヴァリ国際映画祭」や伝統的な「オペラでの舞踏会」など、どちらか
というと社交的なイベントが多い。またチェコ人のファッション情報源は、
店舗で販売されている衣類（58％）、ネットショップ（38％）、街を歩く人々

（35％）、ファッション好きな友達（19％）、同僚及び同級生（18％）、国内雑
誌（11％）やブログ（ 8 ％）とのこと。雑誌では InStyle（ 5 万 5 千部）、
Marie Claire（ 6 万 3 千部）、Elle（14万 9 千部）、Burda style（ 5 万 7 千
部）、Harper’s Bazaar（ 5 万部）や Cosmopolitan（11万 4 千部）など
既存のファッション誌が根強い人気を誇る一方で、地元新聞の別冊ライフス
タイル雑誌（City Life〈10万 3 千部、プラハのみ〉、Proč ne?!〈10万 8 千
部〉等）も広く読まれており、それなりの影響力を持つ。ウェブサイトと
しては、ファッション界を紹介する fashion-map.cz やファッション関係
の様々なブログ記事を紹介する www.stalk など、チェコ人向けサイトはも
ちろん、観光客の多いプラハならではの外国人向けサイト、www.prague-
stay.com と www.prague.eu などの影響も大きい。

主なアパレル関連展示会

Styl a Kabo 2 月、 8 月 展示会（ブルノ市）
Merecedez Benz Prague Fashion Week 3 月、10月 国内最大のイベント

Unique Fashion Week 10月 商談会、高級ファッション・ショー
Dyzajn Market 5 ・9 ・12月 最新デザイン、ワークショップ
Designblok 10月 最新チェコ＆インターナショナル・デザイン

Prague Fashion Night 4 月 Harper's Bazaar 誌共催
Grace’n’Glamour 10月 展示即売会
Elite Model Look 10月 モデリング・コンテスト

Holesovice / Prague Fashion Market 4 ・6 ・11月 展示即売会

Dny Marianne 9 月 Marianne 誌（ 2 万 1 千部）主催、イベント参加店商品のディスカ
ウント・ショッピング・イベント

Czech Design Week 11月 展示即売会
Prague Design Week 5 月 展示、講演会、映画祭
Fashion Dealã 5 月 ストリート・ファッション

Fashion Revolution Week 4 月 ネットショップ NILA が開催
Design Supermarket 12月 展示即売会
Jarmark OnaDnes.cz 10月 サイト読者による中古販売

撮影者：Evgeniya Uvarova ©shutterstock

撮影者：
EvgeniyaUvarova©shutterstock
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街角インタビュー

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

名前
年齢
職業
月の収入
月々の衣料品購入代
好きなブランド
参考にしている媒体
オンラインショッピング
本日の靴
本日の服

1  シモン・ポコルニー
2  22歳
3  大学生
4  8,000CZK
5  1,000CZK
6  Timeout（セーター、ショーツ、トレーナー）、Mustang

（セーター、ズボン）、Levis（ズボン）、Jerem（ジャケット）
7  雑誌は読まない、シンプルな自己流スタイル
8  T シャツはオンラインで買う、海外から eBay を優先
9  Merrell Phoenix（2,900CZK）
10 Jerem（ジャケット）、Rifle（セーター）、Timeout（ジー

ンズ）

1  ダニエル・マズル
2  38歳
3  研究者、プロジェクト・マネジャー
4  40,000CZK
5  1,600CZK
6  Esprit、Spider、Timeout、Blažek

Desigual（品質はよくないが、色が好き）
Klub pánů z Ponožkovic（カラフルな靴下）
Marx and Spencer（簡単なスタイルのパジャマ）

7  DNES Magazine、Esquire 誌
8  ネットで機能的なスポーツウェアを購入

Icebreaker（アンダーウェア）、Nike、Adidas
Heureka で値段比較

9  Baťa（3,000CZK）
10 Esprit（コート）、C&A（ズボン）、Timeout（マフラー）

1  オタカル・シャシェック
2  34歳
3  ソフトウェア企業のオーナー
4  65,000CZK
5  3,000CZK
6  ブランドが大嫌い。Reserved（セーター、シャツなど、大学

生頃から使う）、Clio（ポロシャツ、セーター）、Namche（ア
ウトドア）

7  アウトドア服の機能についてはネットで調べる
フェイスブックの “Gentleman Store” が好き。

8  時間の節約のためオンラインで注文し店で試してみることがある
9  Adidas（4,000CZK、アウトドア、夜に山登りに行くため）
10 Icebreaker（シャツ）、reserved（シャツ）、Calvin Klein（ジー

ンズ）、Clio（セーター）

1  ダニエル・アイスネル
2  28歳
3  IT マネジャー
4  45,000CZK
5  3,000CZK
6  Mango（格安のジーンズとシャツ）、Gant（少し高いけど、ス

タイルが好き。シャツとセーター）、Blažek（Y シャツとスーツ
等のモダーン・ブランド）、HM（単の白いシャツ）

7  「Muži v Česku」（チェコにおける男性）というブログは多岐
に渡るファッション・スタイルあり、参考紹介するだけでなく、
商品のケアについてのアドバイスも

8  サイズが合わない恐れがあり、オンラインは使用しない
9  Loake（4,000CZK）
10 Gant（セーター）、Mango（ジーンズ）、Massimo Dutti（ジャ

ケット）、Marks and Spencer（マフラーとグローブ）

1  パヴリーナ・サムコヴァー
2  30歳
3  顧客サービス担当者
4  25,000CZK
5  2,000CZK
6  Gate、New Yorker、F&F Fashion、Clockhouse、

Bellina（セールス）
New Yorker、Tezenis（下着）
CCC（Lasocki の靴）、Deichmann（スニーカー）

7  Steps TextileHouse のようなセコハンでインスピレーショ
ンを得る／prozeny.cz（ファッション・トレンド、値段付きの
情報）

8  店舗のほうが好き
9  CCC（899CZK）
10 Clockhouse（トップ）、Steps Textile House（ジャケット、

ズボン）

1  ルツィエ・コスィノヴァー
2  30歳
3  HR コンサルタント
4  50,000CZK
5  3,000CZK
6  Orsay（エレガ ント で カジュア ル な 女 性らし い 服）、

Marks&Spencer（高品質の下着とタイツ）、Oasis（イベ
ントのドレス、同じものが少ないため他の女性と違う）、中古

（イギリス製など普段買えないもの）、Lidl（安いスポーツウェ
ア）

7  読まない、好きなものを買う
8  ZOOT（小さいブランドの新しいファッション：ドレス、シャツ、

靴、カーディガンなどもしばしば買う）
9  Bertie（1,500CZK、ロンドンから）
10 H&M（ドレス）、Bonprix eshop（レギンス）、Reserved

（カーディガン）

1  ヤナ・ベラノヴァー
2  25歳
3  ソーシャル・メディア・スペシャリスト
4  50,000CZK
5  3,000CZK
6  Zara、Uniqlo（ドイツの支店、高品質で良いブランド）、

Nike（スポーツウェア）
7  Elle、Marianne、Bazaar
8  サイズが合う Zara だけ
9  Baťa（3,000CZK）
10 Zara（ドレス）、Calzedonia（タイツ）

1  ハナ・ヴァレショヴァー
2  26歳
3  オンライン・マーケティング・スペシャリスト
4  35,000CZK
5  3,000CZK
6  Only、Vero Moda、Dorothy Perkins、Closet、Vila（ス

タイリッシュ服）、Orsay、H&M、Mango、Camaieu（基
本のもの、シャツ、ジャケット）、Tamaris（靴）

7  雑誌が嫌いで、店と街歩きしている人々を参考
Instagram のファッションプロフィール

8  ZOOT
Eobuv.cz is
Orsay e-shop（ロイヤリティの割引プログラム）

9  Baťa（1,699CZK）
10 Orsay（ズボン）、Reserved（ジャケット）、H&M（トップ）
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化粧品

チェコの三大化粧品会社、Tomil、Manufaktura、Botanicus の2016年の
売上高は5,600万EUR に上った。しかし、チェコ人にとっては有名ブランド
であることが重要なため、外国ブランドを好む傾向にある。Stem/Mark 社
の調査によると、Avon、Vichy、L‘Oréal といった外国ブランドに対する
信用度が高い。

チェコ人の大半は、化粧品専門店やドラッグストアで化粧品を購入するが、
ネット販売の売上げも好調で、2016年は化粧品販売全体の10％を占めてい
る。チェコ最大の価格比較サイト heureka.cz のデータによれば、2015年、
846のネットショップにて25万点の化粧品が売れ、売上高は21% 増加の5,180
万 EUR に上った。また、シェアトップを誇る Notino（www.notino.cz）
の2015年の売上高は、35% 増加の3,700万EUR となった。

チェコの化粧品ビジネスにおいて、前述以外にも通信販売や訪問販売といっ
た直接販売が重要な役割を担っている。直接販売の全世界的な売上高は1,687
億 EUR に上り、チェコにおいては、 2 億3,500万EUR に上る。そして、化
粧品販売の売上高は、Avon Cosmetics、Amway、Oriflame などの売れ
行きが功を奏して、チェコの化粧品販売売上全体の45％を占める 1 億600万
EUR となった。

理容院、美容院

メンズ専用の理容院や美容院が人気をよんでいる。プラハでは、ほぼ毎月新たに 1 店舗のペースでメンズサロンがオープンしており、その数は現在15店に上
る。チェスケー・ブジェヨヴィツェ市やオロモウツ市なども同様である。Thomas Barber Shop や Gentlemen Brothers といった高級店は、ありきたり
の理容師では物足りなくなった男性のニーズをいち早くつかむことに成功した。特定の理容師の予約を取るのに数週間待つことも珍しくない。
Yves Rocher やチェコの大手化粧品会社は、チェコで主に女性向けの美容サロンを展開している。美容院チェーンにおいて、チェコを含むヨーロッパ全体
で最大数を誇るのは Klier で、プラハやその他の主要都市のショッピングセンターなどに45店舗を構えている。一方、チェコでは、個人経営の小型美容院・
理容院が最も一般的で、登録営業者数は 4 万4,000に上る。

Manufaktura
1,7 8 0 万 E U R の 売 上 高 を 誇 る
Manufaktura は、主に観光客にター
ゲットを絞っている。そのため、チェ
コビール、 モラビアワイン、 カルロ
ヴィ・ヴァリの地元特産の温泉塩や薬
草を原料として使用している。

Ryor
200種類以上の製品を揃える Ryor は、
チェコ市場で 5 % のシェアを占め、
16カ国へ輸出している。Ryor 創設者
で、1999年にチェコ女性起業家大賞を
受賞した EvaŠtěpánková は、チェ
コのビジネス業界で最も影響力のある
女性の一人。

Dermacol
Dermacol は、 プラハの映画スタジ
オ向けに世界に先駆けてカバーメイ
クアップを開発した。この製造方法を
1969年にハリウッドが買い取ったこと
もあり、チェコは映画用のメイクアッ
プ発祥地とみなされている。

Onest
Onest は、2015年に美容師の Jan 
Sippl と新聞記者の Ondřej Elsner
によって設立されたチェコ初の化粧品
ベンチャー企業である。外国のトップ
メーカーの他、チェコの伝統的な製造
方法を参考にしながら、独自の製品を
開発している。

チェコ国産メーカー

美容院価格

プラハ中心地区平均料金

レディースカット 24～87EUR

メンズカット 13～55EUR

ブロー 20～33EUR

パーマ 68～113EUR

ヘアマニキュア 39～80EUR

ヘアカラー 43～65EUR

ヘアセット 37～113EUR
（出所）プラハ中心部の代表的な美容院の料金を平均した額。
（CZK から EUR に換算）

撮影者︓Nadezda Murmakova ©shutterstock
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エステティック市場
過去10年間でチェコは、世界有数の美容整形・美容外科の中心地となった。
チェコのエステティックビジネスの売り上げは、年間7,400万EURを超える。
また、一件あたり平均1,100～2,600EUR する手術が、年間 3 万件程施術され
ている。
近年主流となっているのは、瞼の整形（30%）や脂肪吸引（10%）、女性の
豊胸手術（20%）である。チェコでは、整形外科医一人につき、平均で年間
約420件の美容整形手術を行なっている。患者の75% は女性で、手術に最も
興味を持っているのは、31歳から50歳までの年齢層である。
西ヨーロッパでは、 美容整形・美容外科の料金はチェコと比較して30～
200% も割高だ。女性の豊胸手術費用は、イギリスでは4,100EUR、ドイツ
では3,300EUR、チェコでは2,200EUR 程である。そのため、チェコの全患
者数に占める外国からの来訪者の割合は40% に達しており、その大半をド
イツ人、ロシア人、イギリス人が占める。

Salon Petra Měchurová

プラハの旧市街地にある Petra Měchurová 経営のヘアーサロンは、
チェコの一流美容院に名を連ねる。Petra Měchurová は世界で最
も名誉ある美容師の賞 AIPP GrandTrophy を受賞した初の女性であ
る。

©Petra Měchurová, s. r. o.

Gentlemen Brothers
チェコで 6 店舗を構え、40人の理容師が活躍する男性専用の高級理
容院。2016年の売上高は130万 EUR に上る見込みだ。カット料金は
22EUR するものの、ジャズやスウィングを BGM に高級ウィスキー
やラム酒を堪能できる。

©Gentlemen Brothers

有力店舗情報

撮影者：David Marvan ©CzechTourism

最新トレンド
瞼の整形は、2012年以降、チェコで最
もよく施術される美容整形である。
2015年には、チェコ人女性患者の間で
施術された美容整形の30％を占め、
チェコ人男性の間でもわずか 1 ％差の
29％となった。 瞼の整形は、 トレン
ディでお手軽なのが人気の理由だ。整
形外科医によると、患者の年齢層は幅
広く、その中でも特に40歳以上の患者
が目立つ。瞼の整形以外で、チェコで
今最も話題を呼んでいる施術の一つ
に、セリューションが挙げられる。
サービス業のスタートアップの数が増
えており、既存の専用サイトと違って、
美容と掃除から家庭教師まで幅広いサ
ービスを仲介する Robeeto.com の
ようなサイトが現れ、チェコのサービ
ス市場は激変の真中である。

撮影者：Marben ©shutterstock.
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食事情概要

チェコは世界屈指のビール大国である。ピルスナー・ウルケルやブドヴァ
ル、スタロプラメンといった大手メーカーが名を連ねる中、チェコでは近年
400程度の小規模ビール醸造所が出来て、大ブームを巻き起こしている。こ
ういった地ビールの醸造所では、アルコール度の高いビールや新感覚テイス
トのビールが堪能できる。チェコの食卓は、クネドリーキという茹でパンに
豚肉や酢キャベツが添えられた伝統料理など、肉料理が中心となる。また、
鯉の養殖が盛んで、クリスマスに鯉のフライを食べる習慣があるものの、魚
の消費量は極めて少なく、店頭に並ぶ鮮魚の品数は乏しい。
チェコで人気の料理は、牛肉のクリームソース煮込み（スヴィーチコヴァー）
やサワーキャベツを添えたローストダックといったチェコの昔ながらの料理
である。どちらも付け合わせとしてダンプリング（クネドリーキ）が欠かせ
ない。チェコでは昔から、キノコ狩りで採ったキノコを家庭で調理して食べ
る習慣がある。チェコ人女性は、品数が多くバランスのとれた家庭料理を重
視するが、チェコ人男性にとっては、豚肉料理であることが何よりも重要だ
という。
国立健康機関とコオペラティヴァによれば、手頃な価格で素早くいつでも好
きなものを食べられるといった理由から、チェコ人の98% はファストフー
ドを定期的に利用する。週に一度利用する人は全体の28%、月に 2 ～ 3 回利
用する人は全体の26% である。その一方、レストラン経営者によると、チェ
コでもサラダなどのヘルシーな料理を主食とする客が増えてきた。そのた
め、多くのレストランで、ランチメニューに一品はヘルシーな料理を取り揃
えるようになった。
家庭では、食卓を囲むことを家族の団欒とみなすチェコ人が減っている。仕
事から帰宅した後、定期的に家族と共に夕食を取る家庭は38% にとどまる。
41% の回答者が、他の家族が同じ時間帯に帰宅しないことをその理由とし
て挙げている。家族揃っての食事は、18歳から29歳の年齢層において特に敬
遠されがちである。家庭の 3 分の 1 は家族でテレビを見ながら夕食を食べ

コ人の25% が肥満を患っている。肥満は、35～45歳の男性および60歳以上
の女性に多く見られる。しかし、数年前に比べると、現在状況は改善されつ
つある。

食生活紹介

年間一人当たり消費量（2015年）
パン・穀物（kg） 143.5

じゃがいも（kg）  66.3

肉類（kg）  79.3

　　豚肉（kg）  42.9

　　鳥肉（kg）  26

　　牛肉（kg）   8.1

牛乳（ℓ） 235.2

卵（個） 255

果物（kg）  82.4

野菜（kg）  84.8

ウォッカ・リキュール等（ℓ）   6.9

ワイン・蜂蜜酒（ℓ）  18.9

ビール（ℓ） 146.6

（出所）チェコ統計局　

■ ヤルミラさん

チェコのパブには、喫煙者が多いのと、私の健康ダイ
エットにあったヘルシーな料理の品数が少ないので、
殆ど行きません。もっぱら家で料理をします。バラエ
ティーに富んだ料理と野菜を豊富に使うタイ料理や、
プラハのアジア市場での買い物がマイブームです。

■ ヤクブさん

カレンダーをもとに献立を考えるのが一番の楽しみで
す。夏はあっさりしたスープやサラダに魚料理、冬は
こってりした料理を試しています。また、新しいレス
トランを見つけるのも好きです。最近見つけたお気に
入りのレストランは、チェコの昔からある家庭料理を現代的にアレンジ
して出すプラハのレストラン Lokál です。

■ パヴェルさん

私にとって、チェコ料理に勝るものはありません。そ
してなんといってもチェコビールが一番好きです。食
事は、ビールに合うものを選びます。週末は、チェコ
に400程ある地ビール醸造所に出かけては、地ビール
とローカルフードを堪能しています。一番好きなのは、ウーニェティ
ツェ・ビールとローストダックの組み合わせです。

■ ヤナさん

普通のレストランには週 1 回、子供連れ OK の飲食店
には 2 歳の息子と一緒に週 2 回通っています。プラハ
で子供連れのお母さんでも楽しめるレストランを 3 軒
試しましたが、一番良かったのはヴルショヴィツェ地
区にあるカフェKrálík v rádiu です。そこで食べてとてもおいしかった
かぼちゃスープを昨日家でチャレンジし、大成功でした。

る。家庭内に強まっている個人主義の象徴
だと社会学者のシクロヴァーさんが説明す
る。
カロリーの高い伝統的なチェコ料理やファ
ストフード、乱れた食生活が原因で、チェ

©CzechTourism

撮影者：David Marvan ©CzechTourism

©CzechTourism

撮影者：Lukáš Růžek ©CzechTourism
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レストラン事情

主なチェコ企業

企業名 店名 従業員数
人件費

（百万CZK）
売上

（百万CZK）
Crocodile ČR, s.r.o.（2015） Crocodile, Bagaterie Boulevard 318 132 902

UGO trade s.r.o.（2015） Ugova čerstvá šťáva Ugova salaterie 113  60 187

Vyšehrad 2000 a.s. （2014） Malostranská beseda, Kavárna Obecní dům 120  19 109

主な外国企業

企業名 店名 従業員数
人件費

（百万CZK）
売上

（百万CZK）
McDonald’s ČR spol. s.r.o.（2015） McDonald 976 358 1,252

Rosinter Czech Republic s.r.o.（2013） T.G.I.Friday's Planet Sushi 103  49  118

Best Coffee s.r.o. （2015） COSTA CAFE 139  55  258

チェコ料理レストラン

ミシュランレストラン

家畜の飼育段階から関わる徹底した品質管理を行
う精肉店。チェコ人向けに始まったが、最高級の
肉を用いた料理を店内で味わえることが外国人観
光客にうけ、 1 日に約1,000人の客を迎えるほど
の盛況ぶりを見せている。

1932年創業のレストラン。2012年以降ミシュラン
の星を維持している。顧客の喜びを主眼に、常に
改革の努力をしている。外国人客が多い。

料理雑誌編集者でもあるハナ・ミホプルさんのフ
レビーチキ（チェコ風カナッペ）を中心にしたビ
ストロ。チェコ人の心に根付くフレビーチキに創
意溢れる具材を合わせ、全く新しいものにしてい
る。見た目も美しい丁寧な作り。

チェコ外食産業界のスティーヴ・ジョブの異名を
とる、カルピーシェク氏のレストラングループ、
AMBIENTE の最高峰。国産食材を重視し、チェ
コ料理にアレンジを効かせた小皿料理をコースで
提供。30代－60代の美食家が通う。

ヴィーガン料理のレストラン。ヴィーガン料理は
自然に優しく同時に美しく、おいしくなくてはい
けない！というモットーを掲げている。その料理
に惹かれた顧客のうち、80－90％はヴィーガンで
はない人達で占められている。

メニューには料理名ではなく食材の名前が並ぶ。
ここに、 食材の力を大切にするシェフ、 カシュ
パーレク氏の方針が表現されている。観光地にあ
りながら閑静な地区の店を訪れるのは美食家、ビ
ジネスマン。観光客も多い。

【旧市街】

Naše Maso（ナシエ・マソ）

【新市街地区】

Alcron（アルクロン）

【旧市街】

SISTERS（シスターズ）

【旧市街地区】
La Degustation Bohême Bourgeoise

（ラ・デギュスタシオン・ボヘミア・ブルジュワーズ）

【ヴルショヴィツェ地区】

Plevel（プレヴェル）

【旧市街地区】

Field（フィールド）

テイクアウトのトレンド
チェコでは、テイクアウトや、レストランの食事を家庭や事務所に届ける宅
配サービスを利用する人が増えている。2015年の食事専門宅配業者の売上
は、前年比 2 倍の1,110万 EUR。人気の高い注文商品は、ハンバーガーやピ
ザ、寿司である。80% の市場シェアを誇る食事専門宅配業者「DameJidlo.
cz」の宅配注文数は、月20万件を超える。

最近のトレンド
マーケティングリサーチで有名な StemMark 社によると、チェコにおけ

るベジタリアンの数は20万人で、その中の32% はビーガンである。ソーシャ
ルメディアやビーガン・グルメ・フェスティバルなどの影響で、特に若者の
間でビーガンになる人が増え、最近のトレンドとなっている。ベジタリアン
用のメニューを豊富に取り揃えたレストランが新たに台頭していることも、
ベジタリアンやビーガンブームの影響力の強さを反映している。

04 食  FOOD
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日本食レストラン事情

寿司を提供するレストラン数は20年前に比べて大幅に増加しチェコ全体でも180軒近くになる。民主化から10年余を
経てチェコ人の食の多様化が生じ、同時に観光客の増加も相まって外食産業に変化が見られるようになった。2010
年頃からは寿司がブームとなり、ベトナム、韓国、中国等のアジア系レストランでも寿司を提供し始めた。生活水
準の高いチェコ人あるいは外国人をターゲットにした、日本食を含むアジア料理を基礎にするフュージョン系レス
トランも増加している。チェコではいまだ日本食＝寿司の概念が強く、実際のところ日本食レストランの数は増え
たが、日本食の豊かさを表現しているレストランはさほど増えていない。しかし、ここ数年で日本食の魅力を寿司
以外の方向から広めようという動きも出てきている。これからも新しい日本
料理レストランが多くオープンすることが予想され、その設備（炊飯器、キッ
チン道具等）の需要が高いが、入手が難しいのが現状。日本人のシェフも不
足している。
出来上がった料理より、それを作る能力にお金を払うのはチェコ人の姿勢な
ので、一般の人々向けの寿司講座は人気が高い。韓国とベトナムのディスト
リビューターは配達組織がしっかりしており、価格と品質のバランスが良い。
ただ特定の食品（日本酒、お茶、和牛など）をまだ小量しか取り扱っておらず、
特定の分野においては日系企業との事業協力の余地があると思われる。

日本食レストラン

2016年にチェコ国内で和食を取り扱っている軒数が158軒である。その中で102軒はプラハに立地している。チェコ国内のほぼ全部の店舗で寿司が提供され、
中には天ぷらと味噌汁が提供している店もあるが、豚カツ、ラーメン、蕎麦が提供されている店も僅かにある。プラハ以外に立地する日本料理店では低価格
帯の寿司屋が多く、所有者の殆どが中国人とベトナム人である。プラハの店は金融街のビジネスマンのランチ客をターゲットにした寿司のテイクアウトまた
は低価格の寿司配達店と、比較的高級なレストランとに分かれる。

世界の味のレストラン

オープン早々から評価の高いバーガーレストラ
ン。ソースからパンに至る全てが自家製で、品質
にこだわる小型農家からの食材を使用。30歳前後
の男性客が多いが、広い客層の獲得を目指してい
る。

日本人が安心して食事できるというコンセプトの
通り、客の 7 割が日本人の店。大型ホテルの地
下にあるため、車の駐車場所も確保されている。
豊富なメニューをアットホームな雰囲気の中楽し
めるのが魅力だ。

料理、店の色調、デザインなどを巧みに用いて、
顧客を魅了する。新鮮食材で調理するアジアン・
フュージョン料理を、常に新しい形で提供してい
る。顧客は富裕層のビジネスマン、カップルが主。

チェコ人のみで切り盛りする店。日本の寿司コン
テストに頻繁に出場する料理長の元、チェコ人の
日本食への知識を深めるという目標を掲げてい
る。日本人の固定客も多い。

ベトナム風バゲットが流行している。長い間、店
のコンセプトを練り続けていたオーナーが目指し
たのは、ベルリン風コスモポリタンな雰囲気の店
と正統派ベトナム料理。これが当たり、最近 2 店
舗目をオープンした。

ラーメン店らしからぬ構えの店舗は、デザイナー
活動もする、日本滞在経験あるイタリア人オー
ナーのセンスでまとめられている。キッチンには
日本人コックもおり、店の味には定評あり。場所
柄観光客が多いが、地元ファンも多い。

【アメリカ料理、新市街地区】

Meat ＆ Greet

【デイヴィツェ地区】

桂

【アジアンフュージョン、ホレショヴィツェ地区】

SaSaZu

【ヴィノフラディ地区】

YAMATO

【ベトナム料理、新市街地区】

Banh-mi-ba

【新市街地区】

Kitchen Ramen Bar
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茶道の心にならい、飲食物の質のみならずサービ
スも重視。人々が集い、新しい発見をし、くつろ
げる空間を目指す。そのコンセプト通り、異文化
を愛する人や未知のものに興味を持つ人、日本人
も頻繁に訪れる。
煎茶：85CZK,- 　おにぎり：79CZK,-

デンマーク王宮でシェフ・パティシェだったマンソン
氏と、その奥さんの店。1999年開業以来、素材重
視、伝統レシピで焼くパンは最高級。 主に有名ホ
テルやレストランに卸しているほか、2004年以降は
オリエント・エクスプレスにも卸している。
オリーブ・ローズマリーブレッド（ 1 本）：98CZK,-
ストロベリー・ケーキ（一切れ）：65CZK,-

添加物不使用、昔ながらの製法で作るジェラート
は、2017年 1 月開催の、イタリア国際ジェラート
コンテスト地区大会で優勝。20代から40代の美食
家のファンが多く、最近 2 軒目の店舗が旧市街に
もオープンした。
ジェラート：38CZK,-　エスプレッソ：40CZK,-

【ヴィノフラディ地区】

カフェ：Momoichi
【ヨセホフ地区】

ベーカリー：Mansson's bakery
旧市街地区、ヴィートニュ地区

ジェラート：PURO

大型輸入業者一覧
野菜・果物

販売高（百万CZK） 収益（百万CZK）

ČEROZFRUCHT 7,394 89

HORTIM INTERNATIONAL 2,606 71

EFES 2,187 11

商業登記簿資料集、2014年

魚介類輸入業者　魚介類の輸入は以下の 2 社が殆どを占めている。

販売高（百万CZK） 収益（百万CZK）

Marine Harvest CEE 1,028 49

AG SEAFOOD s.r.o.     94  4

商業登記簿資料集、2014年

アルコール輸入業者
販売高（百万CZK） 収益（百万CZK）

REMY COINTREAU CR 1,401 23

Brown-Forman Czechia   883 –8

ST.NICOLAUS trade CZ   663   5

商業登記簿資料集、2015年（ 1 位は2015年 3 月31日、 2 位は2015年 4 月30日までの結果）

日本食輸入業者
販売高（百万CZK） 収益（百万CZK）

JAPA FOODS 9 0,1

HANA TRADING 7–8 NA

商業登記簿資料集、2015年

レストラン紹介ウェブサイト

レストラン検索ウェブサイトも今や多種多様。大きくは、ワールドワイドな
展開をしているサイトか、国内展開かに分けられる。以下代表格を挙げる。

ワールドワイド
●  TRIPADVISOR（アメリカ）：全国のグルメ・レストラン10,538軒の情報

が載せられている。日本語検索ができ、日本人には使いやすい。
●  ZOMATO（インド）：中欧進出の足掛かりにチェコとスロバキアの既存

レストラン検索サイトを買収。
●  Yelp（アメリカ）

輸入食品市場

2016年のチェコの食品（飲料・タバコ含む）輸入高は73億8,312万ユーロで、前年比2.1％増大した。最大の輸入品は野菜・果物で、以下肉・肉製品、コーヒー・
茶・ココア・スパイス、穀物、牛乳品と続いている。
日本からの最大の輸入品は緑茶で2016年の輸入額は60万1,000ユーロ。これに醤油（25万5,000ユーロ）が続いている。
緑茶最大の輸入相手国は独（2016年輸入額163万2,000ユーロ）、中国（117万7,000ユーロ）、スリランカ（71万4,000ユーロ）に次いで第 4 位であった。
日本からの緑茶輸入は年々増加傾向にあり、2016年の輸入額は2010年の約 5 倍に達している。これは日本製にこだわる消費者の本物志向の表れと言える。緑
茶売上に占めるティーバックの割合が減少傾向にあることも、お茶の葉から茶こしを用いて飲む方法がチェコ人の間で浸透しつつあることを示している。

日本食品事情
寿司ブームは国内の日本食品販売にも影響し、寿司用の食品・道具を扱うインターネット・ショップが見られるようになった。また、基本的な食品であれば
大手スーパーの外国食品コーナーで購入できる。一方で、店舗を構える日本食品専門店はプラハでは 3 軒のみ。そのため、韓国食品店で販売されている米や
日本食品を代替品として購入することも一般的である。また、ベトナム系市場ではアジアの生鮮食品が手に入ることから、在住日本人の間では人気がある。

プラハは春からフードフェスティバルに沸く。チョコレー
ト、マカロン等のスイーツのフェスティバルも盛り沢山。
ここ最近のスイーツは天然素材重視、砂糖控え目でハーブ
などを利かせることがトレンドに
なっている。 秋に開催のコーヒー
フェスティバルは国際的規模。町に
はおいしいコーヒーの店が続々オー
プンしている。

国内
●  GRANDRESTAURANT：レストラン検索の老舗サイト「食を愛する者」

パヴェル・マウエル氏によるもの。一般評価者の意見を基に編集するレス
トラン評価であり、掲載軒数は全国950軒。

●  RESTU：全国17,189軒の契約店舗を掲載。特にレストラン予約サイトと
しての機能に特徴あり。ユーザーは予約・評価によってクレジットがたま
り、300クレジットで食事のバウチャーと交換できる。延べ5,274,572人が
サイトを介し予約した。

●  Scuk：レストランに限らず優良食品販売事業者を紹介。
●  České hospůdky：全国14,734軒の居酒屋・レストランを掲載。

（掲載軒数・人数は2017年 1 月のもの）

スイーツ、ベーカリー、カフェ
海外在住日本人には、綿のように白く柔らかなパンは懐かしい存在だ。そんな日本人の要
望に応えつつ、チェコ人にも魅力を広めようと日本風パン屋が開店したが、ほどなく閉店。
一部チェコ人には好評価を得ながら日本風パンの普及には至らなかった。一方で、チェコ
には一定の日本茶ファン層があり、抹茶風味の洋菓子も比較的受け入れられている。なら
ば、和菓子は普及の可能性がありそうだが、こちらもまだこれから。チェコ裏千家で茶道
に携わる川澄ダリアさんは、所有する日本食レストランで 2 種の和菓子を出し始めたが、
試行錯誤の段階だという。しかし、和菓子の魅力を信じるチェコ人は彼女を筆頭に他にも
おり、これからも活動を続けてゆくという。

日本の甘味はお好き？

04 食  FOOD
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食卓拝見

①セドラーチェック家

住人：
未婚のカップル
モニカさん（妻）28歳、ヤンさん（夫）37歳、エリシュカちゃん（娘）
1 歳半、エバちゃん（娘）生後 4 週間の 4 人家族
住まい：ジシュコフ区
平均月収：中間層（50,000CZK）

Q．家族を紹介してください。

ヤンさ ん：私は IT 分野でマネージャーとして勤めており、妻はカスタ
マーサービス、ミールバウチャーの企業に勤めていますが、今、
産休中です。子供は娘 2 人がいて、一番下の子供は 4 週間前に生
まれました。上の娘は 1 歳半です。私たちは籍を入れておらず、
今はこのままで良いと思っています。

Q．月々の食費はどのくらいですか。

ヤンさ ん：私は職場の近くにあるチェコ料理のレストランで昼食をとっ
ています。夕食には妻が、通常、サラミとチーズの残り物でシュ
トゥルーデルや、トマトソース付きパスタなどを作ります。昼食
の残り物を食べるときもしばしばです。
一日の仕事の後は疲れているので、平日は主に家で食べます。料
理をするのは主に妻です。私はまったく料理しません。妻は週に
少なくとも 5 回料理します。子供たちに定期的に食べる習慣を身
につけさせるため、私たちは夕食を一緒に取ります。
週末は、レストランで食事をすることが多いので、ほとんど料理
をしません。レストランは Curry House、Loving Hut によく
行きます。サラダを食べたい時は Green Factory、寿司を食べ

たい時は Sushi Time に行きます。タイ料理やギリシャ料理も
好きです。
チェコ料理のレストランにもよく行きます。食べ物について考え
る余裕がないときは、馴染んだ味のチェコ料理にします。
1 カ月の平均食費は家族として 1 万コルナくらいでしょうね。

Q．いつも、どのようなものを食べられますか。

ヤンさ ん：今日はマッシュポテトと鶏肉のシュニッツェルを食べまし
た。チェコ料理のレストランでは、普段、鶏のもも肉とジャガイ
モ、グラーシュ、豚肉とクネドリークとザウアークラウトなどを
注文します。家でもクネドリークとグラーシュをよく調理しま
す。たまにコールドディッシュ、例えばパンと卵スプレッドなど
も食べます。また、グリルシーズニングミックスで味付けたジャ
ガイモを焼いて、タルタルソースで食べる時もあります。
肉はほとんど毎日食べます。鶏肉のもも肉が好きです。鶏の胸肉
よりジューシーだからです。また、たまに鯉やサーモンといった
魚も食べます。夏にはあまり肉を食べず、モッツァレラとサラダ
を中心の食事をしています。
スパイスは基本的には塩、こしょう、グラーシュと煮物にはベイ
リーフとオールスパイスを使います。あと、ニンニクも。ポテト
パンケーキにはマジョラムも入れます。パンケーキはマスタード
とケチャップをかけて食べます。
バジルのような新鮮なハーブを使うのが好きです。私はサラダと
パスタに入れます。フォーのスープには新鮮なパクチーを使いま
す。タイの麺にタイカレーソースを使うのが好きです。

モニカさん：チェコ料理以外の食べ物をもっと上手く作れるようになり
たいので、寿司の講座を受けました。
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②ハヴリーク家

住人：
カロリーナさん（妻）28歳、ペトルさん（夫）29歳、エリシュカちゃ
ん（娘）1 歳の 3 人家族
住まい：イジュニー・ミェスト区
平均月収：富裕層（65,000CZK）

Q．家族を紹介してください。

カロリ ーナさん：主人は自動車販売店でセールス・マネジャーをしてい
ます。私は成人教育マネージャーですが、今は産休中です。娘は
今 1 歳です。

Q．月々の食費はどのくらいですか。

カロリーナさん：凡そ 1 万 5 千－ 2 万コロナくらいでしょう。
平日料理を作るのは私です。週末は夫の番で、より手の込んだ時
間のかかる料理、特に肉料理（例えば、グラーシュやローストビー
フなど）を作ります。私は日中娘と一緒に家にいるので、普段は
2 人分の昼食を作ります。
午後 6 時には私はお腹がすくので、夫よりも早く食べます。彼は
午後 7 時ごろ帰宅します。夕食、私たちは昼食の残り物を食べる
か、調理のいらない食べ物を食べます。ほとんどの場合、チーズ
かサラミとパンです。
通常 1 食当たり 1 種類の料理しか作りません。子供のためにスー
プを作ることもあります。
週末には、ピザをテイクアウトすることもよくあります。
近所にはレストランが少ないので、外食はそれほど多くありませ
ん。でもイタリア料理が大好きで、外出すると、市内のイタリア

ンレストランかステーキハウスに行きます。 2 カ月に 1 回、通常
凡そ650コルナ使います。そこでは、いつも家では作れない料理
を注文します。

Q．いつも、どのようなものを食べられますか。

カロリ ーナさん：今日は、ミートローフとジャガイモ、卵入りネギ・
スープを作りました。
作り方にバラエティーを付けられるので、パスタやニョッキを作
るのも好きです。家族はみなパスタが大好きです。パスタには
チーズソースを作ります。また、グラタンもよく作ります。平日
は、オーブンに入れるだけの、シンプルな料理を作っています。
チェコ料理はパプリカ・チキンしか作れないので、月に 1 回しか
作りません。
辛い食べ物が好きですが、娘が食べられないので、エスニック料
理は辛くないようにして出しています。
チェコでは、子供は毎日肉を食べないといけないと言われている
ので、最低週に 3 回食事に肉を使うようにしています。牛肉はど
のようにして料理すれば良いかわからないので、いつも鶏肉を使
います。その際のサイドディッシュには、蒸したジャガイモか
マッシュポテトをつくります。
調味料は、手軽なグリルシーズニングミックスを使います。ソー
スをトマトから作る時、最後に新鮮なバジルを加えるのが好きで
す。塩と胡椒以外、グラーシュにはパプリカ、ミートローフには
マジョラム、ジャガイモにはキャラウェーシード、チキンにニン
ニク、チーズソースにカレースパイスを使っています。エスニッ
クな調味料としてはカレーパウダーや、チリソースを使います。
季節料理としては、我が家では秋にカボチャ料理をします。パス
タに入れたり、オーブンで焼いたりします。
近所に野菜や肉などの新鮮な食材が買える店があるといいと思い
ます。野菜はあまり使っていませんが、もう少しヘルシーな食生
活を送りたいので、野菜を美味しく料理する方法を学びたいです。

04 食  FOOD
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住宅事情

ここ数年、郊外の宅地開発が進んでおり、市街地の集合住宅から郊外の庭付
き戸建住宅への移動が顕著にみられる。また最近は住宅ローン金利の激減に
より、需要が大幅に増大したため、価格が高騰（2010年の市内不動産価格を
100とすると、2016年は125）、アナリストの中にはバブルを懸念する者も出
てきた。
チェコは都市生活社会で、都市部の世帯数は地方の 3 倍となっている（統計
局、2014年）。都市部の住民は、地方にセカンド・ハウスを有し、そこで週
末、夏季休暇を過ごすのが一般的だ。但し近年、若いカップルを中心に住居
を都市部から地方へ移す傾向が強くなり、世帯数増加率では地方が都市部を
上回った。従って通勤時間も長くなる一方だ。また住居としては共産時代に
建てられたプレハブ式の高層住宅離れの傾向が強まっており、一戸建てや 4
－ 5 階建の低層マンションの需要が高まりつつある。

プラハ市内では、2015年に売却されたフラットの 5 軒に 1 軒は外国人に売却
されている。新築だけを見ると、外国人の割合が30％に達している。国籍別
ではロシアを含む旧ソ連の国民が最も多く、以下イスラエル、イタリア、イ
ギリスと続いている。2016年の在プラハ外国人居住者の数は18万 5 千人に増

加、プラハの外国人居住者割合は14.5％とパリよりも高い。特に集中してい
るのは外国公館や外国人向けの学校などが多いプラハ 6 区である。また中国
人はプラハ 9 区、ベトナムとウクライナ人はプラハ 4 区、ロシア人はプラハ
5 区と 6 区、アメリカ人とドイツ人は中心部（プラハ 1 区、 2 区）に多いと
いう傾向がある。

不動産会社 realitymix によると、こうした外国人の不動産市場参入により、
プラハ市内の家賃は急激に上昇しており、60㎡のアパートの 1 ヵ月当たりの
家賃は、2015年 2 月には平均17,000コルナであったが、2017年 2 月にはこれ
より60％上昇し、28,000コルナに達した。また同様のアパートの平均購入価
格は、2015年の 5 百万コルナから24％上昇し、2017年には 6 百万コルナを超
えた。もっとも家賃と購入価格が急増しているのは中心部と、元々家賃が低
かったプラハ 8 区のような地区である。チェコでは建築許可取得手続きが複
雑なため、新規建設に近隣諸国の都市と比較して時間がかかり、住宅が不足
していることも、住宅価格高騰の原因の一つと KPMG の不動産アナリスト
は指摘している。

出所：内務省、www.ceskovdatech.cz（デロイト、SAS、チェコ統計局、
地方研究所（URRlab）などが監修するサイト）、www.paris.fr
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撮影者：COEX.cz ©CzechTourism
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撮影者：Štěpán Vrzala ©CzechTourism
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ているのです。私たち、食べるのが大好きで、ディナーに
はテーブルをきちんとセッティングして、クオリティーの
高い団欒のときを過ごします。
ホールにはピアノを置いたり、アンティークの家具を置いた
りして楽しんでいます。私たち、アンティークが大好きな
のです。
文化イベントが好きで家族で良く出かけます。家が街の中心
部にあるため、どこに行くのも便利です。家のすぐ近くに
地下鉄、市電の駅があり、プラハ中央駅も目と鼻の先にあ
ります。学校や保育園、病院も近いです。私は運転しない
ので、公共交通機関が便利なところで助かっています。中
心部というロケーションのおかげで、このアパートの価値
も上がる一方ですし。

Q　ご自宅の問題点は

マレックさん：中心部なので、駐車スペースがないことですね。
ハナさん：そう、駐車スペース 1 台分は欲しいですね。それにもう一部

屋欲しいです。、あたバルコニーもあれば、そこでコーヒー
を飲んだりして楽しめると思っています。

①シンドレル家の場合

マレックさんとハナさんは共同で家業・ジャム販売（ネット販売を含
む）の会社を経営している。息子さん、娘さんと 4 人で住む家は、プラ
ハ 1 区にある。交通の便利な中心部だ。また家賃が最も高い地域でもあ
るが、このお宅は持ち家なので高額な家賃を払う必要はない。アパート
はハナさんの御祖母さんから遺産として譲り受けたもので、200～250万
コルナかけて改装した。

住人：
マレックさん（夫）48歳、ハナさん（妻）45歳、ルカーシュ君（息
子）10歳、エリシュカちゃん（娘）6 歳
エリア：プラハ 1 区
家の形態：アパート
間取り： 1 LDK／100m2

賃貸料：持ち家
住居費： 
月額700ユーロ程度（うち電気代+アパート維持費積立金＝520ユー
ロ、インターネット接続およびテレビ＝30ユーロ、火災保険料＝45
ユーロ、水道代＝40ユーロ）
物件販売額：950万コルナ（＝350,000ユーロ）（現在）
収入：約3,150ユーロ
間取り：25シンドレロヴィ

Q　ご自宅の魅力は

ハナさん：このアパートは祖母から譲り受けたものです。ただ非常に古
い家なので、全面改装しなければなりませんでした。改築
には200～250万コルナかかりました。でも床張りはオリジ
ナルのまま残してあります。キッチンだけは新しくフロア
リングしていますけど、オリジナルの床張りを損なわない
ように、その上から張っているのですよ。
私たちは大半をキッチンで過ごしています。私が料理してい
るときは、子供たちは私の横で遊んだり、宿題をしたりし

お宅拝見

お手洗い エントランスホール、仕事部屋

エントランス

台所、
ダイニング

リビング

窓窓窓

子供部屋

05 暮らし  LIVING
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ハナさん：私は夜遅くまで仕事をしているのですが、ヴラジミールは朝
6 時に起きて仕事に行きます。生活のリズムが全く違うの
で、それぞれ自分の寝室が持ててとてもラッキーだと思い
ます。私が夜中の 3 時に起きても、誰も邪魔することなく
過ごせるのですから。
ここはあまり近所の人が多くないところがいいわ。私は、
音をたてたり、修築したりするときなど、近所の人に迷惑
でないかと心配するのがいやなので。また、私は関節が痛
くなることがあるので、家が 1 階で助かっています。

Q　ご自宅の問題点は

ハナさん：陽が当たるので、夏は家の中がとても暑くなります。それに
騒音も気になります。若い人たちが外でお酒を飲んだり、
スケートボードで遊んだりするので。

②ゼレンカ＝チェルナー家の場合

経済学者のヴラジミール・ゼレンカさんと占星術師として自宅で働くハ
ナ・チェルナーさんは、結婚していないカップルで、息子さんと 3 人暮
らし。家はプラハ郊外だが、地下鉄あるいはバスで中心部まで25分とい
う便利な場所にある。またアパートは 2 階建てで、フラットは各階 2 戸
のみ。十分にプライバシーが保てる環境だ。

住人：ヴラジミールさん50歳、ハナさん50歳、
オンドジェイ君（息子）13歳

エリア：プラハ 9 区
家の形態：アパート
間取り： 3 LDK/170m2

賃貸料：持ち家
住居費： 月額225ユーロ程度（うち電気代＝150ユーロ、インター

ネット接続およびテレビ＝15ユーロ、火災保険料＝30ユー
ロ、水道代＝30ユーロ）

物件販売額：185,000ユーロ（現在）
収入：1,670ユーロ
間取り：26チェルナー

Q　ご自宅の魅力は

ハナさん：私たち、収納スペースがたくさんある、広いキッチンが欲し
いと思っていました。
居間は私の仕事場ですが、ここには占星術関連の絵のほか、
私たちお気に入りの絵を掛けています。

ヴラジミールさん：私は10代の頃、芸術品を収集していました。アフリ
カで働いていた両親が持ち帰った品もあります。そのため、
収集した芸術品をかざったり、叔父から譲り受けた絵も掛
かっています。

台所

リビング

エントランス

浴室トイレ
寝室 2

寝室 1
寝室（息子）

エントランスホール
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プラハのホットスポット

エネルギー溢れる 2 ヵ所のスポットを紹介しよう。 1 ヵ所はヴルショヴィ
ツェ地区のクリムスカー通り、もう 1 ヵ所は中心街のヴルタヴァ川河岸、
ナープラフカ。クリムスカー通りは、ニューヨークタイムスによりヨーロッ
パの魅力ある通り12ヵ所に選ばれた。ここには若い企業家の個性的な店が並
び、気候の良い季節には通りを挙げて様々なイベントが行われる。急勾配の
通りを自転車で走りあがる競争、各飲食店が路地に店を広げ来場者たちが味
を採点するなど、個性的だ。このような動きの仕掛け人は、複数のカフェを
経営するオンジェイ・コズバ氏。氏はプラハ各地の自分の店を起点に、地域
住民が皆で盛り上がり、町をおこす運動を展開している。ナープラフカで
行った屋外ピアノ演奏も話題となって、様々な地域で同様の活動が生じた。
ナープラフカには、船上のサウナやビールスタンドなど河岸にしては一風変
わった店が並び、温かい季節は様々なイベントで賑わっている。

J-POP カルチャー

若い層を中心に、ゆっくりと J-POP カルチャーが浸透している。コミック
スショップには日本の人気漫画のチェコ語訳も並び、アニメやゲームのイベ
ントもいくつか開催されている。コスプレはここでも人気。全世界に旋風を
巻き起こした KENDAMA の愛好家もいる。若者の日本語学習者は J-POP
カルチャーを発端にする人が多い。

イベント
映画祭とMANGANIME
映画祭はチェコ日本協会が主催する行事であり、今年で10周年となる。毎年
1 つのテーマを設定し、それに沿った映画を 1 週間にわたり上映している。
2015年以降、漫画やアニメを通して日本文化を紹介する、MANGANIME
というイベントも映画祭の枠内で行われるようになった。日本からプロの
声優を招いて行うアテレコレッスンは目玉プログラム。2017年のテーマは

「YOKAI&OBAKE」だ。

Animefest
国内アニメイベントの代表格。2016年には4300人が参加した。ブルノで毎年
5 月に 3 日間にわたり開催されている。プログラムはアニメの上映やワーク
ショップに限らず、日本文化の講義やチェコ人能劇団の公演など、盛り沢山
だ。参加者の年齢は17歳位を中心に、下は11歳から上は60歳までと幅広い。
中欧各国からの参加者もある。

Kendama Praha
KENDAMA がチェコに上陸したのは10年ほど前。プラハでも幾つかの大会
が開催されている。Kendama Prahaは2013年から大会を運営。初年度以降、
毎年 3 ヵ月に 1 度のペースで開催されている。2015年11月大会にはチェコ、
スロバキア、ポーランド、オーストリア、イギリス、日本の 6 ヵ国から36人
が参加した。技術を磨くことの喜びと、新しい仲間との出会いが魅力だとい
う。

1 パヴェルさん

家族構成：妻、子供 1 人の 3 人家族
年齢：34歳
職業：国家公務員
住まい：プラハ市
収入：月収1,850EUR

週末の過ごし方
週末は主に、家族でハイキングやイベントに出かけたり、友人とスポーツ
をしたりして過ごします。ハイキングやサイクリング旅行には、月に 3 回
程出かけます。私は、チェコ・ツーリスト・クラブの会員です。そのため、
チェコのウォーキングやハイキングコースで他の人たちが道に迷わないよ
うに、木や柵、橋などの目印となる箇所に、コース別に色分けした塗料を
塗るといったサポートを家族と一緒に行なっています。

長期休暇の過ごし方
国内では、チェコの美しい自然を満喫できるサイクリング旅行に出かけま
す。海外旅行では、フランスやスロバキアによく行きます。基本的に、山
を訪れるのが好きです。 7 日以上の長期休暇は冬に 1 回、夏に 2 回取りま
す。一週間の海外旅行予算は370～740EUR で、主においしい食事にお金
を使います。来年は、ヨーロッパの海岸沿いを自転車で巡る大旅行を計画
しています。

2 ズデニェクさん

家族構成：独身、一人暮らし
年齢：31歳
職業：NPO 法人職員
住まい：プラハ市
収入：月収1,200EUR

週末の過ごし方
週末は、地方に出張に出るなどたいてい仕事をしています。そのため、週
末に休みが取れるのは貴重で、友人とランチを取ったりコーヒーを飲みに
出かけたり、本を読んでリラックスしたりして過ごすのが好きです。

長期休暇の過ごし方
冬は忙しくて休みが少しも取れないため、どこへも行きません。夏には 3
週間程の休暇を取って、安くて興味深い国に毎年旅行しています。旅行先
での 1 日の滞在費用は37EUR 以内と決めています。私のお気に入りは、
なんといってもモロッコです。チェコとは全く違うモロッコの文化に魅了
され、すでに 4 回訪れました。モロッコは、チェコで休暇を過ごすよりも
安くつきます。また、プラハ発の格安航空会社のフライトもわりと多く、
往復便が120EUR で購入できることもあります。過去 3 年間に、ベトナム
やイラン、インドなども訪れました。

撮影者：Sergei Afanasev ©shutterstock

余暇の過ごし方

05 暮らし  LIVING



060 Praha STYLE Copyright © 2017 JETRO All rights reserved

海外旅行市場

観光
2015年に休暇でスロバキアを訪れたチェコ人の数は前年と比べ75% 増加し、
スロバキアがチェコ人の休暇先としてトップに上った。旅行代理店を通して
海外旅行に出かけ、 4 泊以上宿泊したチェコ人の割合は40％、 3 泊以下の短
期宿泊は12% であった。また、海外旅行の宿泊施設として、20% のチェコ
人が三つ星または四つ星ホ
テルを選び、 同じ比率でペ
ンション、 アパートメント
ホテル、キャンプを選んだ。
AirBnB を通して宿泊場所を
決めたチェコ人は 8 % であ
る。

ビジネス
チェコ人の海外出張回数は、
2011年の63万3,000回をピー
クに過去 3 年減少し続けた
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プラハにおける招待客50人の平均挙式予算
金額 (EUR)

会場費用（装飾、手数料込） 740
披露宴 1,850
ウエディングケーキや引出物 555
ブーケ、花飾り 110
ヘアセット 260
衣装 1,480
指輪 1,110
招待状や席次表などの印刷物 185
カメラマン 740
予備資金 370
合計金額 7,400
出典 :PragueWeddings.com

10%

25%

7%

1%
4%20%

15%

3% 10%
5%

プラハにおける招待客50人の平均挙式予算

会場費用（装飾、手数料込）

披露宴

ウエディングケーキや引出物
(チェコの伝統的な焼き菓子)

ブーケ、花飾り

ヘアセット

衣装

指輪

招待状や席次表などの印刷物

カメラマン

予備資金

結婚市場

費用がほとんどかからない役所での挙式を好んだ。若年層においては、チェ
コの城や宮殿での挙式が圧倒的に人気で、数百年の歴史を誇る城や宮殿の会
場使用料は、平均185～260EUR となる。チェコで最も有名な中世の城であ
るカルルシュテイン城での挙式における使用料は370～740EUR で、外国人
カップルの場合、料金は30％程高くなる。
チェコ人の結婚式費用は、全体の48％の人が370～1,850EUR をかけている。
最も費用が高いのはプラハで、平均7,400EURに上る。ウエディングエージェ
ンシーPragueWeddings.com によると、結婚式にかかるお金は、過去 5

が、2015年は41万1,000回と
前年に比べ1.5％増加した。
4 泊以上の出張は、20％増加
の18万1,000回であった。 海
外出張先の91％が EU 諸国で
あり、ドイツがトップの32％
を占めた。出張先の第二位は
スロバキアだが、2011年の
11万回から2014年には 6 万
6,000回へと減少した。

トピック
チェコ人は、アウトドア好き
な国民である。2015年にチェ
コ国内で、 テントあるいは

©shutterstock
クロアチアの海はチェコ人に憧れており、ホテルの宿泊
よりキャンプカーなど自由な旅行し方を優先する人が多
い。

キャンピングカーやキャンピングトレーラーで寝泊まりしたチェコ人は110
万人に上った。海外旅行においても、全体の10% となる40万人のチェコ人
が同様の宿泊方法を利用した。Stem/Mark 社が実施したアンケート調査結
果によると、回答者の93％が、キャンプを選んだ理由として低コストである
ことを挙げた。また、若年層は、キャンプそのものを楽しむこと、年配や家
族連れは、自然を満喫することが目的であると回答した。

（出所）Stem/ Mark、チェコ統計局）
チェコで2015年に執り行われた結婚式の60％は 6 月から 9 月に集中し、とり
わけ 8 月は、過去最高の8,800組となった。36歳以上のチェコ人の60％は、

年間で 2 倍に増加したが、 こ
れはチェコでの挙式を夢みて
外国人が増えたことや、 盛大
な披露宴の人気が高まったこ
とによる。その一方、370EUR
以下の結婚式を挙げたのは、主
に再婚者や年配層のカップル
であった。また、チェコの昨年
の婚姻件数は48,200組となり、
過去 7 年間で最高となった。

トレンド 1　離婚件数
チェコの離婚件数は、過去10年間減少傾向にある。2015年には、 2 万6,083
組の離婚が成立し、66％のケースにおいて、女性側が離婚を希望した。離婚
理由として、夫婦の性格、意見や関心の違いが最も多く挙げられた。離婚し
た夫婦の内、40％は子供がいない夫婦で、35～39歳の年齢層が最も多かった。
また、離婚した夫婦の71,4％は 2 万人以下の市町村に居住し、州別に見た場
合、プラハは 2 番目に離婚率の低い地域であった。

トレンド 2　事実婚
2011年に実施された最新の国勢調査によると、チェコの事実婚数は、23万
4,000組であった。前回調査が行われた2001年の12万5,000組から10年間で
87% 増加した。 社会学者によ
ると、 これは若者のキャリア
志向やチェコ人女性の自立心
が高まり、 結婚という型にと
らわれなくなったためだとい
う。チェコスロバキア貿易銀行

（ČSOB）の調査によると、夫
婦名義の住宅ローンの決定は、
50% の家庭において女性が行
うという。

撮影者：Litrin Leon’d©shutterstock

©CzechTourism

チェコ人海外旅行者数
チェコ人海外旅行者数 – 4 泊以上（千単位）

2011 2012 2013 2014 2015
スロバキア 535 583 496 480 837
クロアチア 793 806 797 785 721
イタリア 563 549 526 553 497
オーストリア 261 279 339 306 281
ギリシャ 318 314 339 291 253
ハンガリー 104 134 90 166 183
トルコ 171 202 280 171 162
フランス 214 183 149 116 139
スペイン 231 198 185 174 132
エジプト 208 238 122 185 117
出典：チェコ統計局（CSU）2016年
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教育市場

チェコの義務教育は、 6 歳に始
まる初等教育（小学校）から前
期中等教育（中学校）を修了す
るまでの 9 年間である。15歳か
らの後期中等教育は任意で、高
等学校などを経て大学へ進学す
る。チェコ国民であれば、公立
学校の授業料は無償である。
近年、有料の私立小学校の人気
が上昇している。2010年の私立小学校の数は80校、生徒数は6,129人であった
が、2015年には145校、10,057人に増加した。私立小学校の多くは、オルタナ
ティブ教育を実施している。授業料の相場は、年間1,400～3,700EURである。
公立大学の運営には、 7 億320万 EUR の国家予算が充てられている。全大
学において最も人気の高い学科は経済、経営、金融で、逆に最も人気が低い
のは芸術、建築やデザインである。一方、私立大学は有料であるにもかかわ
らず、人気は上昇の一途をたどっている。過去10年間で、私立大学の卒業者
数は131％増加した。1 セメスターの授業料は、555EUR～3,315EURである。

生涯学習
生涯学習は、一般コースや通信制といった選択が可能で、チェコ語だけでな
く英語でも受講できる。カレル大学では、2014年に466の生涯学習講座が開
講された。そのうち、キャリアアップを目的とする人向けの講座は63%、趣
味・関心を持つ人向けは14%、残りの23% はシニア向けのサードエイジ大
学であった。
シニア向けの講座は22大学で開講されている。授業料は37EUR以内である。
2015年には、カレル大学の生涯学習講座を6,232人が受講し、1,100人が修了
認定を受けた。最も人気の高い講座は、社会科学、文化・芸術学および教育
学であった。
その他、現在の自分のスキルに相応しい仕事が見つからない国民は、民間運
営の資格取得プログラムを利用できる。受講料は、教員の経歴や講座内容、
受講期間などにより様々である。資格取得プログラムの一部においては、労
働局が補助金を支給している。
※チェコの国立大学は、防衛大学校および警察大学校のみである。

健康・福祉市場

高齢者向けサービス
チェコの国家予算におけ
る高齢者福祉費用は年間
4 億8,000万 EUR。公営の
老人ホームや身体障害者
施設は、計830施設、床数
は計 4 万5,000に及ぶ。州
営施設の一床当たりの運
営費用は月額850EUR か
かるが、国の規定により、利用者負担は420EUR 以内にどどまる。一方、
チェコには民間の老人ホームが78施設あり、高級老人ホームの料金は、州営
に比べると 3 倍高くなる。チェコで介護を必要とする高齢者の数は17万人に
上る。老人ホームの入居率は96% で、2014年には、 6 万4,000人の希望者が
入居できない状態であった。
老人ホームの他に、居宅サービスも利用できる。老人や身体障害者へ訪問介
護サービスなどを提供する事業所は472ヵ所あり、11万8,000人の高齢者が利
用している。国の規定により、料金の上限は4.8EUR/ 時間である。

保険制度
チェコ人は、法律により医療を無料で受ける権利が保障されている。医療保
険制度は、国民が所得に応じ保険料を納付し、必要に応じ医療サービスを利
用する連帯方針の上に成り立つ。健康保険料は、被雇用者が賃金の4.5%、
雇用者が 9 % を支払う義務がある。子供、高齢者、産前産後休業中の女性
や失業者の割合は人口の55% を占め、保険料は国庫が負担する。
また、チェコの社会保障制度は、給付金や手当の支給、サービスの提供といっ
た形で国民の生活を支える。社会保険料は、被雇用者が賃金の6.5%（年金
保険）、雇用者が25% を支払う義務がある。雇用者負担の内訳は、21.5% が
年金保険、2.3% が疾病保険、1.2% が失業保険となる。

医療サービス・富裕層向けサービス
チェコ人は、この数十年間医療費の追加料金（自己負担）とは無縁の生活を
送ってきた。2012年に、治療によっては上質な医療素材を正式に選べるよう
になったが、 1 年半後に「標準以上」の選択肢は違憲として廃止された。当
時、チェコにおいてこういった真新しいサービスへの関心は薄かった。
一方、追加料金を払うことによって、引き続き利用できるサービスもある。
長期入院の際に、個室や質の高い食事サービスを利用したり、待合室で長時
間待たずに優先的に治療を受けたりすることができる。現在、保険対象外と
なる高額で上質な医療材料を選ぶ場合には、治療費も合わせて全て自己負担
となる。一例として、普通の歯の矯正装置は高くて1,100EUR 程のところ、白
や色の目立たない透明色のブラケットの場合は、3,140EURすることもある。
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チェコの事業者別老人ホームおよび介護施設数

株式会社

キリスト教会および宗教団体

市町村

地方自治体設立の公益法人

有限会社

市民団体や公益法人といった
その他の事業

UniverzitaKarlova（UK）（カレル大学）
カレル大学は、世界大学学術ランキングで過去10年連続300位以内にラ
ンクインしている。カレル大学では、17学部650学科が開講され、講義
の46% は英語やその他の外国語で行われている。薬学や数学、物理、
法学を専攻した卒業生の就職率が最も高い。

University of New York in Prague（UNYP）
（ニューヨーク大学プラハ校）
世界20カ国以上から教員が集まっている私立のニューヨーク大学プラハ
校では、全講義が英語で行われている。総合的学生支援の一環として、
学生のビジネス立ち上げもサポートしている。学士コースの授業料は、
16,284～20,355EUR である。

Gymnázium PORG（ポルグ・ジムナジウム）
私立ポルグ・ジムナジウムは、チェコの高校ランキングで、私立高校と
して唯一トップ10にランクインし、長期にわたり首位の座を維持してい
る。同校の卒業生は、チェコ語や英語といった語学能力に秀でているこ
とで有名である。

ScioŠkola（スツィオ学校−小学校）
2015年より徐々にネットワークを広げる私立のスツィオ学校は、独自の
授業コンセプトを展開している。学業成績の評価はせず、クラスといっ
た枠にもとらわれない。現在チェコにスツィオ学校は 4 校あり、今後
さらに毎年 3 校ずつ開設する計画がある。プラハ校の授業料は、月額
260EUR である。

有力学校情報

2010年から2015年のチェコの児童生徒数および学生数の推移
学校種 設置者 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

幼稚園 公立 323,719 336,743 347,373 354,988 357,602 356,164
私立 4,893 5,778 6,967 8,580 10,001 11,197

小中学校（初等教育〜前期中等教育） 公立 783,357 788,100 800,933 819,923 845,332 870,194
私立 6,129 6,542 7,017 7,731 8,805 10,057

高等専修学校 公立 97,220 92,952 89,542 86,443 83,747 81,000
私立 10,880 10,113 10,166 9,874 9,471 9,221

高等学校 公立 330,363 314,251 296,712 283,069 275,245 271,205
私立 47,902 43,653 39,943 37,822 38,098 38,691

大学 公立 339,353 339,038 333,287 324,964 308,428 292,578
私立 57,335 53,733 48,353 43,510 39,461 34,795

出典：2016年、チェコ統計局
※チェコの国立大学は、防衛大学校および警察大学校のみである。

撮影者：Forance ©shutterstock
撮影者：Olesya Tseytlin ©shutterstock
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日系企業の進出状況

チェコにおける日系企業は241社、うち製造業は98社であり、欧州内でも全
体の日系企業数に占める製造業の割合が40% を超えているのはチェコだけ
だ。それだけ日系製造業にとってチェコは製造拠点として適している国だと
いえる。製造業は2002年の日仏合弁トヨタ・プジョーシトロエン・オートモ
ビル（TPCA）設立を機に急激に進出が増大しており、現在製造業進出企業
の約半数が自動車工業部門に属する。また在チェコ日系企業における従業員
数は47,286人に達している。（2016年12月のデータ）

日系企業の進出状況　企業の数

企業数
投資額

(百万ドル )
従業員数

直接投資
製造業 98 3,643.753 42,498
R&D

戦略サービス 3 18.11 246

販売、貿易、
サービス、その他 140 78.784 4,542

計 241 3,740.647 47,286

リーマンショック以後、進出のペースは落ちているが、現在でも欧州自動車
メーカーとの取引を求めて多くの日系製造業が進出の検討を行っている。ド
イツに隣接する欧州市場に近い立地の良さ、発達した物流ネットワーク、西
欧に比較し安価な人件費が、進出においての主な理由となっている。
販売拠点としての日系企業は140社ほどだが、日本人駐在員がいる企業は半
分以下と見られる。現地企業への販売を目的としている企業は、基本的に現
地人によるオペレーションを行っており、日系製造業の機械メンテナンスや
補修などを目的としている企業においても主に相手としているのは現地人マ
ネージャーであるため、日本人社員は出張ベースでチェコ国内の店を回るこ
とが多い。販売拠点の立地は首都プラハが殆どであるが、製造拠点はチェコ
全体に広がっている。

外資規制
金融関係は国立銀行の、軍需関係は産業貿易省の許認可が必要となるが、概
ね外資企業も内国企業と同待遇となっており、外資による100% 出資会社も
外国企業による土地取得も可能である。

最近の日系企業の製造業の投資案件は自動車分野が中心であったが、日立金
属が鉄道用の生産工場を拡張した事例もあった。

消費・サービス市場における日系企業の投資は買収案件が目立つ。更に今後
プラハへの観光客の増加傾向（年間700万人）の状況を鑑み、今後日系サー

ビス産業企業の進出が見込まれている。特に飲食店数はこの10年で1.5倍に
増加、日本食レストランは国内に180店に上る。

日本人の生活環境

人数とエリア

2016年末におけるチェコ在住外国人数は496,413人で、アジア系ではベトナ
ム人が最多の58,080人となった。韓国人は2,017人で、中国人は6,139人だっ
た。チェコ在住の日本人は1,595人で、そのうち永住ビザの所有者は330人に
上った。プラハに圧倒的に多く、978人で61.3％だった。子供のいる日本人
駐在員の多くは、日本人学校への通学が便利なプラハ 6 区に居住している。
プラハ 6 区は、子供の遊び場以外にも自然公園などの緑地が多く、空港やセ
ンターへのアクセスも良い。

（出所）チェコ内務省（2016年12月31日時点）

日本人学校
全日制のプラハ日本人学校は、1980年にプラハに設立された。数回の校舎移
転を経て、現在は、元ドイツ人学校であったプラハ 6 区の Řepy 地区に校
舎がある。児童生徒数は、2008年の145名をピークに減少した。
2016年現在の児童生徒数は86名で、小学部は68名、中学部には18名が在籍し
ている。

2015－6年の主な動き（事例）
会社名 分野 業態 時期
日立金属 鉄道 生産 2016年 9 月発表

ハイレックス
コーポレーション

自動車 生産 2016年 7 月発表

アルファ 自動車等 買収 2016年 3 月発表
椿本チェイン 自動車 生産・販売 2015年 5 月発表
THK 産業機械 生産・開発（買収） 2015年 4 月発表

日系企業進出例（設立、買収、拡充、等）
会社名 分野 業態 時期
コンテック 産業用電子機器 販売（契約） 2015年12月発表
リコー オフィス機器 販売（買収） 2015年 7 月発表
電通 デジタルサービス サービス（買収） 2016年 3 月発表

コニカミノルタ IT サービス サービス（買収） 2015年 7 月発表
アサヒグループ ビール醸造 生産・販売（買収） 2016年12月発表

撮影者：Natalia Hora ©shutterstock 撮影者：Stanislav Duben ©shutterstock
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日本人学校は、チェコの現地校との交流やプラハの歴史を学ぶ校外学習な
ど、異文化に触れる機会を積極的に取り入れた特色ある教育活動を展開して
いる。その他、修学旅行で小学部はドレスデン、中学部はベルリンを訪れ、
ヨーロッパの歴史を直接学ぶ機会が設けられている。また、キャリア教育の
一環として、航空パイロットや日本人の人形劇作家など、多様な職業の方々
を招き児童への講演会を催している。

（出所）日本人学校

プラハの医療機関
プラハには、 英語で対応可能な医療機関が30件程ある。 プラハ 6 区の
Canadian Medical Care や Unicare Medical Center といった総合クリ
ニックは、それぞれ地下鉄最寄駅より徒歩 5 分程の距離にあり通院に便利で
ある。Unicare Medical Center は、在宅診療サービスや日本語での対応
が可能なため、日本人にとっては大変心強い。また、チェコ最大の医療機関
であるプラハ 5 区のモトル大学病院は、夜間の救急診療が可能で、外国人患
者用の専用窓口も設けられている。

留意点・困難（ポイント）
プラハを訪れる観光客数は年間700万人となり、有名な観光都市では避けら
れないスリや置き引きといった犯罪の被害も多い。2015年のチェコ国内での
スリの発生件数は 1 万3,060件で、プラハだけで8,309件に上った。
観光客の多いプラハといえども、スーパーや郵便局など日常生活で英語が通
じないことが多い。チェコでは、外国語教育が小学三年生から義務付けられ
ているが、近年では、大半の幼稚園で英語の授業が行われている。また、英
語を一年生から自主的に教えている学校も多く、将来的にはこうした状況の
改善が見込まれる。

ビザ
外国人採用にかかる手続きをを簡略化する目的で、2014年から「就労カード

（zaměstnanecká karta）」という滞在許可と就労許可を統一した証明書
が義務付けられているが、まだ中東欧で比較的複雑で時間がかかる手続きで
あるため、 3 カ月前には準備を始めることが推奨されている。
就労カードを申請するには、チェコへ行く前に日本で以下の証明書を確保す
るのが必要だ。
・無犯罪証明書
・保険の証明書（日チェコ間の協定による J/CZ 101の用紙、* 直接にチェ

コで保険証明書を申請する場合保険料がより高い）
・派遣状、又は契約書（ 1 週の労働時間と報酬が明記）
その他必要書類リストについては、チェコ内務省のサイトをご参照いただき
たい。（www.mvcr.cz/mvcren/article/employee-card）
他のシェンゲン国で就労許可の手続きを済ませ、別の国で働くことがかつて
は可能だったが、地方機関のレベルで解釈の余地があり、最近ではプラハの
入国管理警察が異なる国からの就労許可については就労カードと等しくない
と判断している。いまだ不明な領域があるため、チェコで就労カードを申請
することを強く勧める。

ビジネス環境

起業・経営に関する基本情報
チェコでの会社設立手続きの概略と飲食店経営の基本情報（2017年 1 月現在）

会社設立
有限会社（企業形態としては最多）
資本金： 1 コルナから
設立資料：＊設立過程中、書類準備が最も煩雑
・設立証書（公証任の元で作成）
・出資者情報（現在事項全部証明等）
・出資金管理者の宣誓書（公証）
・ 新会社取締役の宣誓書、チェコと日本の犯罪経歴証明書（日本の犯

罪経歴証明は外務省でアポスティーユを得た後チェコ語へ翻訳、ア
ポスティーユへのチェコ外務省の認証を受ける。証明書は、チェコ
への提出時点より90日以上前に発行されたものであってはならない）

・ 法人所在地物件の資料（法人経営目的での不動産利用を容認する明
記があること）

 手順 
会社設立の流れ

1 ．設立証書の作成

2 ． 資本金入金（口座開設）：銀行から資本金証明を取得。手
続きは基本 1 時間余り。

3 ． 営業許可管理局への営業登録：事業は概略 2 分類。申請
のみで済む一般事業と、事業必要要件を備えていること
を証明する特殊事業。特殊事業は、営業許可法の添付と
して具体的に示されている（例：飲食業、美容等）。許可
発行まで最大 5 日。

4 ． 商業登記：会社設立後 6 カ月以内に公証役場で行う。あ
るいはオンライン登記も可能。

 株式会社設立 
手続の基本は有限会社設立に同じ。しかし手続き必要時間が長く、設
立の条件も厳しい。最低資本金額は非公開株式で200万コルナ、公開
株式で2000万コルナ。

 個人事業主登録 
営業許可を受けるのみ。

 飲食店経営 
飲食店経営は特殊事業。専門分野の修了証明書か、その分野で一定期
間就労した証明が必要。あるいは、同様の能力を備える代理人を責任
者に立て申請する。

 法に準じて整えるべき要件 
・衛生
・安全
・防火
・ 運営規約とリスク分析管理表（HACCP：Hazard Analysis

Critical Control Point）
・就労者全員の健康証明

＊上記の環境整備は必須。専門コンサルタントの利用が有用。
 初期投資額 

・既成の店舗の購入が時間的に最短。
・ 飲食業ウェブサイトSTORYOUSの2016年 8 月 1 日掲載記事では、

プラハでの初期投資額は小規模レストランで100万コルナ以上、中
規模の 1 例は1000万コルナであったという。

・ 2016年秋以降、オンラインの売上登録システムの導入が義務となっ
た。売上情報を税務署にオンラインで送付するものだ。現在の導入
対象はホテルと飲食店。導入費用は4000コルナから60000コルナと
幅がある。
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年以前はほとんどなかったのですが、最近は毎
年 4 ～ 5 件もあります。当然私たちだけでは対
応できない要求もあるので、多様化する要求に
応えられるよう、信頼できるパートナーの開拓
に努めています。以前と比べて最近はそのパー
トナー探しが容易になりました。業者の数や分
野も多くなって選択肢が増え質も高くなりまし
た。その点では、チェコがビジネス環境として、
ヨーロッパ西側諸国の水準にかなり近づいたと
思います。

4 ．チェコでビジネスを始めて経験した喜びや
苦労がありましたらご紹介ください。

自分のデザインしたものが世の中に出るのは
いつも嬉しいです。2001年から制作に携わっ
ている在チェコ共和国日本国大使館の広報誌

『Information Bulletin』はデザイン面で自分
の意匠が大きく反映されるので、制作するのを
いつも楽しみにしています。 商業目的ではな
く、日本の文化を紹介するために、チェコ人向
けに何かを作るという点でも制作のしがいがあ
ります。出来上がった後も、原稿を書いた大使
館のスタッフがデザインに満足し、チェコ人読
者の反応が良ければ、とても嬉しいです。あと
データ作成の後の工程で、日常的に印刷屋さん
や製本屋さんなどの工房と関わりますが、チェ
コ人はとても職人としての気質が日本人に近い
と思います。仕事に真摯で、私の意見を尊重し
てくれますし、素晴らしいアイデアを授けてく
れることもしばしばです。彼らと一緒に仕事を
するのは楽しいです。
苦労という点では、未だに言葉の不自由さがあ
るけれど、それは事務所の同僚が補ってくれる
し、直接印刷屋さんなどと話すときは、相手が
理解するまで気長に聞いてくれるので、それほ
ど負担には感じていません。私は美術大学を卒
業していてグラフィックデザインの経験やソフ
トウェアの使い方は知っていましたが、 実は
チェコに来る以前は印刷物制作には携わったこ
とはありませんでした。事業開始当初は印刷に
関する知識が皆無だったので、コンピューター
の設定や印刷所の指示に右往左往し、印刷物制
作の経験のあるチェコ人の友人に技術や営業の
面で助けてもらっていました。思えばたくさん

かという点を踏まえ、日本から持ってきていた
コンピューターやソフトウェアがあったので、
それを使ってできることを始めました。直接の
きっかけとなったのは、チェコ在住の日本人の
先輩がプラハのモーツァルト記念館のガイド
ブックの翻訳をやっていて、その際に日本語文
字組みを頼まれたことです。当時のチェコのデ
ザイン事務所ではコンピューターのアジア言語
環境が整っていなかったので、日本語フォント
やデザイン用ソフトウェアーの日本語版が揃っ
たコンピューターは私の小さなラップトップだ
けだったと思います。その後、個人事業として
正式に始めた当初は、日本語などアジア言語に
関連した仕事が観光分野を中心に多くありまし
た。日本語関連の最大の仕事は、2005年愛知万
博でのチェコ共和国パビリオン用の広報マテリ
アルでした。基本的なグラフィックデザインは
大手広告代理店が担当していましたが、 日本
語関連の作業はほぼ全て私たちの事務所が関
わっていました。 パビリオン正面に据えられ
た「チェコ共和国」の文字も私が提案しました
し、パビリオンで使用する全てのパンフレット
やカタログも制作しました。ただ愛知万博の年
をピークにして、日本語関連の仕事は減少して
いきました。そこで事務所周辺の会社やお店か
ら仕事が得られるよう営業に努め、現在に至り
ます。

3 ．グラフィックや印刷サービスとしてあらゆ
る企業とお付き合いがあると思いますが、
チェコ市場の現状や展望についてどのよう
にお考えですか。

うちの事務所は私とチェコ人の同僚の二人だけ
で、事業形態としてはフリーランスの人とほと
んど変わらないので、チェコ市場の動向に合わ
せて企業戦略を練るようなことはありません
が、私たちのお客さんは景気などの状況によっ
て印刷物の発行部数や媒体を多少変えたりして
いるので、景気や市場の変化を感じることがあ
ります。以前は、新聞雑誌を含めて紙媒体の印
刷物の制作がほぼ全てでしたが、最近はお客さ
んの要求も多様化してきたと思います。ウェブ
関連の仕事も増えましたし、カーラッピングや
オフィスの内装などのデザインの依頼は、2010

1994年　 日本でビデオやテレビ番組の編集を
する

1997年　チェコに住み始める
2001年　 フリーランスでグラフィックデザイ

ン及び DTP を始める
2003年　KENKEN&ROHRYN 社を設立

日系企業や政府機関だけでなく、幅広く印刷
物制作で活躍している。

堀内 健太郎 さん

1 ．御社の活動内容について教えてください。

グラフィックデザインやコンピューターでお客
さんが要求するメディアに応じたデータの作成
をしています。例えば、紙媒体のカタログ、高
速道路沿いのビルボード、立体のロゴマーク、
カーラッピング、ウェブサイトに掲載するアニ
メーション広告など要求は様々です。それぞれ
の媒体のフォーマットに合わせてデザインし
データを作成します。もちろんうちの会社には
コンピューターと小さなレーザープリンターし
かありませんので、媒体によっては、その先の
行程を印刷所などの工房と協力して、お客さん
からの注文品を完成させます。あと必要に応じ
て写真やイラストも作成しています。

2 ．チェコ進出のきっかけはいつ頃で、そのき
かっけや理由は何だったのでしょうか？

本当に子供の頃からチェコに興味がありまし
て、歴史・政治的にも芸術的にも面白い国だっ
たので、 一度住んでみたいなと思ってチェコ
に来ました。 来てからまず数年、 言語学学校
と FAMU という映画学校に通っていました。
学校終了後、最初はギャラリーを運営してみた
けれど上手く行かず、自分はここで何ができる

進出企業インタビュー

「プラハでは可能性がいくらでもあります。」
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2 ．チェコ進出のきっかけはいつ頃で、その
きっかけや理由は何だったのでしょうか？

元々はクロネコヤマトの海外担当で北米・欧州
を担当していましたが、2001年にあるチェコの
ビジネス案件が不成功に終わったのをきっかけ
に退職して、2002年にチェコに物流の仕事の為
に戻ってきました。10年ほどで独立を目指した
わけですが、今までの海外駐在で一番困ったの
は日本食の食材だったので、食材の提供を考え
ました。ラーメンを選んだのは、比較的欧州の
人にも知名度があり、自分にも作れると思った
からです。それで2011年に大阪の製麺屋さんで
修業し、その後プラハで開業しました。
レストランならいざしらず食材を提供する側は
事業としては簡単ではありません。Only-one
を提供する工場であれば次代に継承されると考
えたわけですが一通りの許可を取得するまでに
5 年も掛かってしまいました。

3 ．飲食関係者との付き合いは多少あると思い
ますが、プラハの飲食業の現状と今後につ
いてどのようにお考えですか？

プラハでも見かける東洋人は日本以外のアジア
人観光客が多くなりました、日本食レストラン
や回転寿司なども出店して賑わっているようで
すが、その他アジア料理の店も増え受け入れら
れていくでしょう。まさにアジアの時代です。
アジア物産展に出店すれば日本は私だけ、たこ
焼きや寿司やってるチェコ・韓国・ベトナム・
タイ・中国がぞろぞろ、そんな中で埋れてしま
わないように日本の味や工夫を提供していきた
いと思っています。こうしたアジアの時代とは
言え日本の外食チェーンの味づくりや展開は世
界一です。しかし私は素人で、ノウハウもあり
ません。素人ですが 5 年かかって食品製造（麺
類・肉類調理・調整品等の冷凍食品）の許可を
得るところまでは漕ぎ着けました。これからは
この場所をプロの方に提供して存分に活用して
頂ければと思っています。欧州市場への進出を
検討されている食品関係の企業がございました
ら、 ぜひ声をかけて頂ければと思っておりま
す。プラハは観光客の町です。目抜き通りの出
店はなかなか難しいのですが、今回チャンスを
頂き中心街の新店舗にメニュー・食材の提供が
出来るようになりました。プラハは観光客が集
中する場所が決まっている特別な地域なので、
チェコ人以外の、ヨーロッパ人消費者をテスト
する条件は揃っていると思います。

友右衛門社長

1982年　 クロネコヤマトの海外担当として北
米、欧州で勤務

2002年　 チェコに移住、 国際物流・ロジス
ティックス業に従事

2012年　 友右衛門ブランドにて製麺業を開始

金子洋一さんは、最初にプラハで手作りラー
メンを提供してラーメンを定着させた友右衛
門のオーナー。プラハで和風食文化の普及に
も努めていて、現在は新規ラーメン・丼の出
店に向けてメニュー提案に取りかかってい
る。 将来的には和食の基本となる麹に挑戦
し、チェコをテストベッドにして、日系の外
食産業を浸透させたいと意欲を燃やす。

金子 洋一 さん

1 ．御社の活動内容について教えてください。

現在の食品工場は製麺、チャーシュー、薄切り
肉の製造販売いずれも試作程度の小規模なもの
です。
また、日系企業の工場で社員食堂のケータリン
グをしている企業に協力して頂き、味噌バター
ラーメンや豚骨ラーメンをランチメニューに入
れてもらって、現地の人にも食べてもらい、プ
ラハまで足を運べない人々の間でラーメンの知
名度を少しずつ上げる試みをしております。
今後はプラハ地区では新規店舗へのメニュー提
案を行うと共に、日系企業の誘致、特に食品製
造及び外食産業の誘致も支援していきたいで
す。そして EU では入手し難い食材や調味料、
例えば麹、醤油、味噌などをチェコで生産し、
納入することを目指しています。

の人に助けていただきました。

5 ．チェコでビジネスを行うためのノウハウを
教えてください。

私たちの事務所にとって、お客さんの存在は非
常に大切ですが、同じくらい大切なのが、私た
ちが作成したデータを引き継いで製品を完成し
てくれる印刷所などの工房です。これはチェコ
以外へ行っても当然同じに大切なことなのです
が、パートナーである工房との意思の疎通を含
めた良好な関係の維持を第一に考えています。
私は性格的に、あまり細かいことは言わないで
曖昧にして穏やかな関係を維持しようとする傾
向がありますが、やはり、言うべきことはしっ
かり言うのは大切だとよく感じます。自分の意
見をはっきり言った上で、相手の意見を引き出
し、それを尊重します。チェコにはクラフトマ
ンシップに溢れる工房が多いので、その点では
信頼できるパートナーを探すのは難しくないと
思います。
チェコ人の同僚を持つ利点は 2 つあります。一
つ目は、役所との交渉などチェコ語が関わるこ
とは、スピーディーでスムーズに運びます。自
分自身でもできますが、極端な話、私だと 2 時
間かかるところを、彼だと10分で済ましてしま
うこともあります。 2 つ目は、仕事の窓口とし
てチェコ人がいたほうが、お客さんが安心しや
すいと思います。20年住んでいても、チェコ語
はあまり上手く話せないので助かります。

6 ．プラハに進出を検討している日系企業への
アドバイスをお聞かせください。

企業進出のアドバイスはありませんが、強いて
言えばチェコの生活に馴染むことでしょうか。
プラハに住むことに関して言えば、まず食事が
大切だと思いますが、食品は質がいいものが簡
単に手に入ります。あと治安は日本よりも安全
ではないかと思う時もあります。夜中に出歩い
ても比較的安全で、24時間トラムが走ってい
て、便利な街です。私がチェコに来た20年前で
も、思っていたほど西側諸国と変わらない生活
の質がプラハにはありました。チェコが EU に
加盟した後、激的に変化してきたけれど、特に
最近は文化的な豊かさというのを感じます。昔
からアートが盛んでしたが、最近その文化イベ
ントがもっと豊富になって、普段の生活の中に
溶け込み、街が以前にも増して明るくなったよ
うに感じます。プラハは日本人にとって住みや
すい街だと思います。ビジネス面で、プラハは
人口が多いので、特にサービス業では需要が高
い反面、競争が激しいけれど、可能性がいくら
でもあると思います。

06 進出に向けて  ADVANCE
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を作ること、この 2 点が約束です。
ラーメンの麺の市場はEU域内になるでしょう。
もともとチェコの人は財布の紐がとても硬いし
毎週ラーメンを食べる事はありません。お酒を
飲みに行くときも家で食事を終えて飲みにだけ
行く人が多いです。しかし観光客の多いプラハ
の外食市場は常に新しい味覚を求めていますの
でラーメン店や居酒屋系はとても面白いと思い
ます。また、チェコは西側の EU 諸国に比べて
人件費のメリットが大きいので、工場の立地は
とてもいいと思います。私どもは欧州企業への
麺の提供を目指さざるを得ませんが、進出を検
討される日系企業様がおられるのであれば何な
りとお手伝いができればと思っておりますので
いつでも声をおかけ下さい。カツ丼も、豚丼も、
白滝も、たこ焼きも、居酒屋も、屋台も、餃子
も、アジアと一緒くたではなく日本らしさで紹
介していきたいものです。

6 ．プラハに進出を検討している日系企業への
アドバイスをお聞かせください。

まずこちらにいらして自分の目でご覧になった
方が良いと思います、人通りは大阪の難波なみ
ですからそれを肌で感じることをおすすめしま
す。細かいことは出店前なので申し上げられま
せんが幸い新店舗に食材の提供と言うかたちで
関われる事になりましたのでご連絡頂ければと
思います。
日本の外食産業はやはり世界一です。将来、こ
うした日系の外食産業の進出のお手伝いができ
れば良いと思っています。 弊社は単に許可を
取った素人会社ですが他には錚々たる日系企業
がおられますので以前より情報が集まりやすく
なっていると思います。

4 ．チェコでビジネスを始めて経験したよかっ
たことや苦労がありましたらご紹介ください。

始まりは最も苦労しました。例えば、薄切りの
肉を生産し販売するにいたるまで 5 年間かかっ
たのですが、その理由は、当局の営業許可まで
に時間がかかったことです。検査員は忙しく、
なかなか検査に来てくれません。次回は 3 カ月
先になるなどということは日常茶飯事です。対
象が欧州の食品区分にない食品はなお大変で
す。特にラーメンですが、麺類のカテゴリーは
パスタ（フレッシュヌードル）か乾麺しかあり
ませんので、ラーメンなんてどこにも入りませ
ん。 そんな存在しない物は作ってはいけませ
ん！ということから始まるわけです。非常に曖
昧ですが、レストランで製麺して提供する分に
は問題はないのですが、工場から不特定多数に
納入するとなると大変厳しくなるわけです。材
料の保管・温度管理から製品管理アレヤコレヤ
で製造の許可は下りても、次は小売店のために
賞味期限のテストが必要です。賞味期限を一年
間とるなら、一年間のテスト結果が出てからで
ないと販売できない。こうして工場を作り、一
般食品、冷凍食品、肉の調理調製品の販売の許
可を取るまでに 5 年掛かったというわけです。
良かったことは、言葉の出来ない私に対して顧
客も従業員も我慢して協力して貰えたことで
しょうね。信用や信頼を得るには時間が必要で
すが、その努力を惜しまず行動し続けると道は
少しずつ開けるということと思っています。
弊社ではチェコで育って日本と接したことのな
いチェコ人が生産全般を担当しているのです
が、一人は麺を麺箱にとても綺麗に並べ実に驚
きました。要は好きでやっているのです。その
ほうが美しいから！ここには日本人との共通
性・共感性があると思いました。

5 ．チェコでビジネスを行うためのノウハウを
教えてください。

チェコでビジネスをするにあたって、私はチェ
コ人に全てを任せています。2012年に工場の最
初の従業員に聞かれました、何時に会社は始ま
るのですかと。これに対して私は、自分で決め
てくださいと伝えました。私は作り方は教えま
す、納期の指示はします、ただそのほかのこと
は自分で管理してください、と。日本人と違う
教育をここでは受けているのでお金や設備を管
理するように人は管理出来ないということだと
思います。
1 ．どんなに忙しくても決めた最低在庫を守る
こと、 2 ．チェコ標準ではなく世界標準の商品
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どのような環境であれ仕事に取り組む姿勢や自分のスタンスは崩さない

いこと。基本的な事柄を理解していなければ、
専門家の助言も正しく活用できないでしょう。
三つ目はコミュニケーション。 コミュニケー
ションとは報・連・相です。日頃から誰とでも
こまめにコミュニケーション（情報交換や意思
疎通）を図ることで、いち早く情報を掴むこと
ができ、また、大きな問題に発展することを防
ぐことができます。
根岸　プライベートでの交流も含め、ビジネス
以前に人脈をたくさん作ることです。 日本で
チェコ語を学んでいたおかげで、チェコ人の友
人知人が増えました。今では、そういった方々
から業務の委託依頼を受けることもあれば、逆
に仕事をサポートいただくこともあります。

6 ． プラハ（チェコ）に進出を検討している日
系企業へのアドバイスをお聞かせください。

阪本　大手コンサルタント会社やCzechInvest
のおかげで、投資調査（F/S）を実施するにあ
たり必要な情報は以前より入手し易くなりまし
た。近年、製造業にとって大きな懸念となって
いるのは、 労働力不足と人件費の上昇でしょ
う。外国人労働者のビザ発給の迅速化を図ると
いう案もあれば、賃金上昇が優先だとの主張も
あり、チェコ政府の対応に期待が寄せられては
いるものの、足踏み状態が続いています。その
ため、教育機関と提携し学生（将来の従業員）
の育成に携わる、OJT といった研修に時間を
割くといった工夫もより必要になってくるので
はないかと思います。 教育機関への窓口とし
て、弊社を是非ご利用ください。また、長期投
資計画を行うにあたり、予期せぬ出来事もつき
ものです。 5 年前には、BREXIT など想像で
きませんでしたよね。現地の最新情報を瞬時に
掴むことのできる体制を築いておくのも重要か
と思います。

3 ． コンサルティングサービスとしてあらゆる
企業とお付き合いがあると思いますが、
チェコ市場の現状や展望についてどのよう
にお考えですか。

阪本　チェコは、政治的にも経済・金融面にお
いても比較的安定した国です。とはいえ、EU
諸国の市場動向に影響されるのは今後も変わら
ないでしょう。製造業の要である自動車産業へ
の依存は強く、他の産業の発展をどう支援して
いくかが今後のチェコの課題かと思われます。
製造業における作業員やエンジニア不足がク
ローズアップされてはいますが、片や、優秀な
人材が、チェコ科学アカデミーといった研究機
関で活躍していることを鑑みると、産学官連携
を構築することが将来の鍵になると思います。

4 ． チェコでビジネスを始めて経験した喜びや
苦労がありましたらご紹介ください。

阪本　「若い時の苦労は買ってでもせよ」とい
う諺通り、 すすんで苦労ばかりしてきました

（笑）。学生時代には、チェコ語だけでは食べて
いけないと思い、経済・経営、法律、英語、ド
イツ語など事業を始めるにあたり自分に必要だ
と思ったものも熱心に勉強しました。 それで
も、仕事を初めたばかりの頃は分からないこと
だらけでした。チェコ語での意味が理解できて
も、理屈として納得いかないこともあり、仕事
をする前の準備段階でヘトヘトになっていまし
た。そういえば、月曜日と水曜日は官公庁通い
が日課になっていました。電話で問い合わせを
するにも、電話に出てもらえない、軽くあしら
われるといったことが多かったのですが、直接
訪れてみると、世間話を交えて色々と親切に教
えくれました。喜びは、一つ一つのプロジェク
トが成功する度に感じています。仕事がうまく
いったことはもちろん、それ以上に、そのこと
を一緒に喜べる人たちが周りにいることも、か
けがえのない喜びの一つです。
根岸　チェコで働くという夢が実現したこと自
体が私にとっては喜びです。その一方、頭では
わかっていたはずでも、現実のチェコ語という
言葉の壁に勉強不足を実感し、 任されたプロ
ジェクトを自分で責任を持って遂行することの

1 ．御社の活動内容について教えてください。

阪本　実務を中心とした事務代行業務やコンサ
ルタント業務を主軸に活動を展開しています。
また、日本語・チェコ語に限らず、通訳・翻訳
業務のご要望も承っております。今後は、日本
に進出しようとしているチェコ企業のサポート
や日本の旅行者へのトラベルコンシェルジュ、
マーケティングにも力を入れていきたいと考え
ています。

2 ． チェコ進出のきっかけはいつ頃で、そのき
かっけや理由は何だったのでしょうか？

阪本　カレル大学に入学してまもなく、コリー
ン市の TPCA さんで通訳・翻訳のお仕事をさ
せていただきました。通訳者といっても、最初
は自分で作った単語帳が手放せない半人前。日
本人駐在員の方々は、「全然話せない自分たち
より、少しでも話せる人がいると助かる」と、
工場の全工程を隈なく丁寧に教えて下さいまし
た。その時、ものづくりの大変さそのものと、
外国で日本と同じことを実践することの難し
さを目の当たりにしました。最初は、通訳とい
う役目を務めることで自分自身精一杯だったの
が、修士論文を手掛ける頃には、企業での通訳
経験も豊富になり、チェコで活躍される日本企
業を幅広くサポートできないか、と考えるよう
になりました。 多様な業務を手掛けることを
視野に入れていたので、従業員となって働くよ
り会社経営の方が向いていると思いました。当
時、チェコでの法人設立手続きは煩雑で費用も
たくさん掛かりました。貧乏学生で起業資金も
ないため、まずはフリーランスとして活動を開
始しました。時代の流れからすると、数年後に
は手続きが簡略化され手数料もぐっと下がるは
ずと機会を待ち、2015年に有限会社を設立しま
した。そして、従業員を増やそうと考えた時に、
交換留学生の後輩にあたる根岸さんが真っ先に
頭に浮かびました。
根岸　私がチェコに留学したのは17歳の時でし
た。 1 年間チェコの家庭にホームステイし、多
感な時期を過ごしたチェコは、私にとって他の
どの国よりも思い入れがありました。日本で大
学に進学し、日本企業で営業職として経験を積
ませていただきましたが、「今度は留学ではな
く、チェコで仕事をしたい」という思いが一層
募っていきました。そんな折、留学時代にお世
話になった阪本さんからお仕事のお話を頂き、
今に至ります。 阪本　ノウハウと呼べるかわ

かりませんが、自分の中で大
切にしていることが三つあり
ます。一つ目は、丁寧に納得
いくまで仕事をすること。
チェコや日本、どのような環
境であれ、仕事に取り組む姿
勢や自分のスタンスは崩さな
いことです。二つ目は、必要

難しさを痛感しています。

5 ． チェコでビジネスを行うためのノウ
ハウを教えてください。

な法律や規則は自分で調べて理解
しておくこと。取り掛かりたいプ
ロジェクトがあっても、法律も知
らずに飛び込むようなことはしな

カレル大学に入学し、学生時代からチェコの日本企業に携わる阪本なみ子さん。「若い時の苦労は買ってでもせよ」と粉骨砕身、2015年には起業実現。私生
活では幼い二児の母としても大活躍。そこで、「現在、チェコ語を猛勉強中」というアシスタントの根岸恵子さんを加え、チェコで働く女性二人にお話を伺
いました。

06 進出に向けて  ADVANCE




