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JETROからの
メッセージ

安藤 裕二/Yuji Ando

JETROダッカ事務所長

この度、
「Bangladesh-Japan Investment PROMOTION BOOKLET」を出版
されましたこと、心よりお祝い申し上げます。NewVision Solutionsは長年
にわたり、数多くの日本企業の支援をしてきた経験から、
日本企業や日本
の投資家がどのような情報を必要としているかを最も理解している企業
の一つだと確信しています。また、同社にはジェトロの「中小企業海外展
開現地支援プラットフォーム」のコーディネーターを創設当初から務めて
いただいています。
日本企業の声を聞き、現場で動いてきたからこそ集ま
った情報やネットワークを駆使した結果、
このブックレットという形になっ
たことを心より嬉しく思います。
バングラデシュでビジネスを検討される日本企業の方からは「バングラデシュは間違いなく成長すると考え
ているが、
まとまった情報がなく困っている」
とよくお聞きします。海外進出支援機関であるジェトロのミッシ
ョンであり、
このようなお声をいただいている時点でより多くの情報発信の必要性を省みる訳ですが、
どうし
ても我々だけだと網羅しきれないことがあります。そんな中、NewVision Solutionsがバングラデシュと日本
の両方の視点から作られた、
このブックレットは大変貴重な情報源になると考えています。
バングラデシュの目まぐるしい経済成長の恩恵を受け、1億7千万人は豊かになりつつあり、産業構造も変化
を見せています。特にバングラデシュ国内市場やスタートアップ企業、二輪・自動車産業などには国内外から
多くの注目が集まっています。本ブックレットではこれらの経済・産業情報もちろんのことながら、文化、社会、
現地に暮らす日本人の生活ぶりまでを紹介しており、今後バングラデシュに進出する企業にとって大きな手
助けになると感じています。バングラデシュを愛し、現地語であるベンガル語を話し、現地で生活する日本人
の一人として、私自身が色んな方に、経済だけでなく、バングラデシュの人や文化・社会を知っていただきた
いと長らく感じていました。バングラデシュは世界で一番日本のことを尊敬し、愛し、大切に思ってくれている
国だと思います。そんな素晴らしい日本のパートナーであるバングラデシュのことを知れば知るほど、バング
ラデシュの方々はそれに応えてくれ、ビジネス上の関係構築にも大いに貢献すると思います。ベンガル語で「
ありがとう」を意味する
「ドンノバッド」を口にするだけで、
この国の方々と一気に距離が近くなることができ
ます。知れば知るほどバングラデシュの深みにはまることを期待し、
このブックレットがその第一歩となって、
皆様のビジネス上でも大いに役立つことを願っております。新型コロナウイルスが落ち着き、従前どおり海外
出張や旅行が可能になった際には、皆様にバングラデシュへお越しいただけることを心より楽しみにしてお
ります。
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社長からの
メッセージ

TAREQ RAFI BHUIYAN (JUN)

NewVision社 社長

バングラデシュと日本の友好関係の歴史
は、バングラデシュの独立戦争直後から始
まり、2021年で50周年を迎えます。バング
ラデシュ人は、誰もが日本人のことを尊敬
していますし、
日本人が大好きです。私は
バングラデシュで生まれてバングラデシュ
で育ちましたが、母は日本人でしたので、
幼少期は、
日本とバングラデシュ両国の文
化をいっぱいに感じながら成長してきまし
た。
これまで、
日本とバングラデシュの架け
橋になるような取り組みができればとい
つも思ってきましたが、バングラデシュで
苦労されている日系企業の事例があるこ
とも事実です。少しでも多くの方のお役に
立てればと思い、読者の皆様にとって、少
しでも業務や生活の一助になればとの想
いを込めて、
この冊子をつくることにいた
しました。
バングラデシュは、
これまで「世界最貧国」
と呼ばれていましたが、新型コロナウイル
スの感染拡大にも関わらず、2021年には1
人当たりGDPですでに隣国のインドを上
回り、2,227ドルに達しました。外貨準備金
も過去最高の440億ドルに達しましており
、2019〜2020会計年度に海外出稼ぎ労働
者からの送金額の182億1000万ドルが大
きく貢献しています。
日本とバングラデシュ
の信頼関係は、独立当初から強い絆で結
ばれています。バングラデシュは2020年に
日本最大の政府開発援助の受け手となり
ました。Covid-19パンデミックが1年以上前
に始まって以来、
日本企業がバングラデシ
ュに拠点を移すという多くの話し合いと期
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待も高まっています。
現在、バングラデシュには約320社の日本
企業が進出しています。
日本の投資家は、
日用消費財、食品加工、情報技術、既製服
、健康セクター、オートバイ、軽工業、イン
フラプロジェクト等に熱心に取り組んで
います。
バングラデシュは1億6,500万人の市場で
あり、中所得者層（MAC）の人口は急速に
増加しています。バングラデシュは、製造
業を基盤とする輸出市場にとって、
もは
や安価な労働目的地とは見なされていま
せん。むしろ、高品質の商品に飢えている
MAC人口が急増している大きな国内市
場と見なされています。
国際協力機構（JICA）からの資金提供に
より、多くのメガインフラプロジェクトが
進行中です。
このように、
日本の建設関連
企業の多くもバングラデシュに来ること
に関心を示しています。
最も注目されている開発プロジェクトの
一つは、1,000エーカーの日系企業専用
経済特区です。同プロジェクトは、
ナラヤ
ンゴンジ県アラハザール地区にあり、住
友商事株式会社とバングラデシュ経済特
区庁（BEZA）によって開発されています。
バングラデシュ駐日日本大使伊藤直樹氏
は、100社以上の日本企業がこの経済特

区に10億ドルもの投資をすると期待し
ています。
最近、JICAとBEZAは、チョットグラム県ミ
ルサライ地区にあるもう一つの経済特
区の準備調査にも署名しています。
日本政府はまた、モヘシュカリ・マタバ
リ統合的インフラ開発イニシアティブ
の一環として、マタバリ発電所と深海港
の設置を支援しています。JERA、三井、
三菱、丸紅などの民間企業は、電力事業
やその他の産業への投資を計画してお
り、今後も、他の大規模な投資がバング
ラデシュに来ることが期待されています
。
すでに、ホンダの二輪車製造工場への
投資や、
日本たばこ産業からのバング
ラデシュ史上最大の15億ドルの海外直
接投資が始まっています。
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バングラデシュの魅力とは？
拡大する国内需要 I 改善を進めるビジネス環境
急成長する国内総生産（GDP）I 安定したインフレ I 比較的安価な労働者の確保
+88-02-55035346
info@newvision-bd.com
www.newvision-bd.com
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バングラデシュの人口の推移1

バングラデシュの
目覚ましい成長の鍵を握る
労働人口

l

l

l

l

1億6,400万人の人口のうち、15歳以下が
3分の1を占めており、非常に若い国とし
て知られている。65歳以上の人口はわず
か5％、
日本は28.7%であるためその差
は歴然。

人口（増加率）

2016

1億5,797万0,840人
(1.10%)

2017

1億5,967万0,593人
(1.08%)

2018

1億6,135万6,039人
(1.06%)

2019

1億6,304万6,161人
(1.05%)

2020

1億6,468万9,383人
(1.01%)

バングラデシュの総人口の約65％（1億
610万人）が労働人口であり、
このうち
6,210万人が現在就職しているが、失業
者の数は4,400万人にのぼる。
バングラデシュ全土おける中流階級の
増加は、同国の製造業に新しい機会を生
み出し、経済発展に貢献している。
バングラデシュの着実な人口増加は、
さ
らなる経済発展を支えている。

労働人口

6,210
万人

4.20%

男女比

2.18

労働人口

失業率

人口

1.02

都市：農村

男女比

1.11

1.37
給与
比率

男女比
給与
比率

平均月給

$ 157.29
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バングラデシュの人口ピラミッド2
男性

女性
年齢
0-5

1,479万7,150人 (9%)
770万7,436人 (5%)

10-14

5,404万1,714人 (33%)

15-59
60+

671万2,808人 (4%)

l

少し前まで、
「世界最貧国」
と呼ばれ
ていたバングラデシュだが、新型コ
ロナウイルスの感染拡大にも関わ
らず、隣国インドの一人当たりGDP
を上回る2,000ドル（2020年）に達し
ようとしている。

5,347万7,069人 (32%)
639万5,904人 (4%)

350
303.76

300

10億ドル

250

製造業に支えられて成長している
バングラデシュ経済は、特に世界第
2位の縫製産業に支えられ、国内総
生産（GDP）は、8.13%（2019-2020会
計年度を除く）の成長を記録してい
る。

738万1,842人 (4%)

バングラデシュの国内総生産（GDP）
とGDP成長率3

ソーシャルインディケーターの
改善による
着実な経済成長
l

1,417万5,460人 (9%)

279.32
222.73

8

8.15

7.86

%

7.28

7.11

6

100
5.24

50
0

10

252.02

200
150

330.93

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

産業別のGDP構成比3
農業

工業

13.02%

31.13%
サービス業

55.85%

4
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バングラデシュの一人当たりGDP3
2015-16

1,385

ドル

2016-17

1,544

2017-18

1,675

2018-19

1,828

2019-20

1,970
0

500

1,000

l

l

海外からの既製服（RMG）製品の注文
が一時激減していたが、2020年後半
には、新規注文を受け、回復している。
輸出製品の80％以上が既製服の輸出
によるものであり、同国の輸出製品の
多様性の欠如が現在も大きな課題と
して挙げられている。

60

55.75
51.98

10億ドル

新型コロナウイルスの感染拡大により
、輸出入事業に大きな影響が出ている
が、集団免疫の獲得により、バングラ
デシュ経済はこれまで通りの成長を取
り戻すと予想されている。

2,000

過去5年間の総輸出入量の推移4(a,b)

バングラデシュの輸出入
縫製産業に大きく依存
l

1,500

50
40

42.77

40.04

34.66

34.11
30

2015-16

2016-17

40.54

45.56

2018-19

33.67
2019-20

36.67
2017-18

輸入
輸出

製品ごとの輸出入量（2019-2020年）4(a,b)

輸入

綿（コットン）
機械・電子機器

58億ドル

22億ドル

輸出
既製服（RMG）

279億ドル

機械部品・パーツ

48億ドル

燃料

59億ドル

鉄鋼

27億ドル

衣料品・生地

靴

魚介類

革製品

16億ドル
5億ドル

8億ドル
2億ドル
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後発開発途上国
（LDC：Least Developed Country）
からの卒業は、
輸出収益に大きな影響を
与える可能性あり

アメリカ
ドイツ
イギリス
スペイン
フランス

17.3%

45.76%

15.14%

その他

バングラデシュは、国連開発政策委
員会（CDP）の後発開発途上国卒業
基準を2回連続で満たしており、3度
目の審査で卒業を迎えることが期
待されている。

l

l

l

国別輸出先割合（2019-2020年）4b

バングラデシュは、その準備期間を
2021年〜2026年までの5年間延長
するように求めており、新型コロナ
ウイルスの感染拡大もその要因の
一つと言われている。

10.25%

6.5%

5%

国別輸入元割合（2019-2020年）4b

既存の規定に従い、バングラデシュ
は2029年まで、EU市場で免税・割
当なしの措置を享受することがで
きるようになる見込み。

中国
インド
アメリカ

25%
49%

インドネシア

日本

13%

その他

5%
4%
4%
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外国投資

14.93%

2015-16
12.77%

2016-17
2017-18
2018-19

16.42%
18.21%

2019-20
0

5

10

15

バングラデシュの投資内訳6

0

国内投資
民間投資

2017-18

2018-19

公共投資
外国直接投資（FDI）

2.37

24.01

21.11

2016-17

26.72

70.42

82.70
61.59

70.92

2015-16

2.58

20

17.23

40

53.69

60

60.45
46.86

10億ドル

80

2.45

2020年7月〜2021年1月までの
総金額は月額20億ドルで、新型
コロナウイルス禍でバングラデ
シュ経済を大きく支えていた。

100

13.59
2.00

l

バングラデシュからの出稼ぎ労
働者は、2020年の7月までです
でに約150億ドルを送金してお
り、前年比35％の成長を記録し
ている。

94.43

120
l

20

104.47

新型コロナウイルスのパンデミ
ックにより、世界中の多くの経
済が部分的に閉鎖されていた
にも関わらず、バングラデシュ
への海外送金は増加傾向にあ
り、2020年時点で過去最高の
430億ドルに達した。

3.89

l

14.98%

77.75

海外送金への依存
海外投資の拡大

バングラデシュの海外送金5

2019-20

100

バングラデシュで発展が期待される
様々な産業の可能性
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バングラデシュと日本の協業可能性

バングラデシュの
優先産業
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バングラデシュの
日用品市場

生理用ナプキン
l

近年人気のある商品
l

l

日用品は、バングラデシュで
急成長産業の1つと見なされ
ており、2017年の市場規模
は前年比9％増の34億ドル
を記録している。特に家庭用
必需品は年率10％の成長率
を誇り、
日用品の総市場規模
は約40億ドルと推定されて
いる。

l

生理用ナプキンは、バングラデシュで成長している日用品の1
つであり、市場規模は約4,117万ドル（年間成長率は20％）を記
録している。主なプレイヤーは地場企業が多く、総需要の90％
を占めているが、一部の消費者、特に購買力の高い富裕層は、
依然として輸入生理用ナプキンを好む傾向にある。
女性自身の意識の欠如や社会的影響のため、バングラデシュ
人女性の80％は生理用ナプキンを使用していないと言われて
いるが、生理用ナプキンの使用率は2014年から2020年の間に
14％から20％に増加している。地元のNGOや現地コミュニティ
が協力しているが、生理用ナプキンの使用を普及させるのは
まだまだ時間がかかりそうだ。

多種多様な日用品の中で、
特に好調なのは、生理用ナ
プキン、乳幼児用紙おむつ、
虫除け製品、
ココナッツオイ
ルなどであり、
これらの市場
は順調に拡大している。

市場規模

40億ドル
年間成長率

10%

日用品
概要

生理用ナプキン

4,117万ドル
乳幼児用紙おむつ

4,705万ドル

ココナッツオイル

4,130万ドル

虫除け製品
1万8,600万ドル
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主な
プレイヤー

バングラデシュの生理用ナプキン市場シェア7

ブランド名

その他
5.5%

Freedom
7%

製造企業

Senora
Whisper
8.5%

Senora
65%

Joya
Joya
14%

Whisper

乳幼児用紙おむつ
l バングラデシュ中所得者層の増加に伴い、乳
幼児用紙おむつの使用も増加している。業界
関係者によると、乳幼児用紙おむつの市場規
模は約4,705万ドルで、2025年までに2倍に
なると予想されてい る。市場の年間成長率も
、20%~30%という驚異的な成長を遂げてい
る。
l バングラデシュの乳幼児用紙おむつ市場 は
、海外ブランドによって市場を独占され てい
たが、現在は、現地製造の発展が注目を集め
始めている。地場企業の関心の高さと 乳幼

児用紙おむつの高い輸入関税(現在の 関税率
は127.7%)は、海外ブランド使用の 減少に繋
がっている。
l 海外ブランドの乳幼児用紙おむつの市場シ
ェアは、2014年の70%から2020年には40%に
減少しており、現在、市場全体の60%が地場
企業の地元ブランドによって占められるよう
になった。拡大する国内需要に応えながら、
輸入おむつへの依存度を下げるため、国内
外の企業が現地生産に力を入れている。

10
l 主な地元ブランドは
、Chu-Chu diapers
(Bangladesh Silicon
Corporation社)、
NeoCare (Incepta社)
、Supermom (Square
Toiletries社)、Savlon
Twinkle (ACI limited
社) などであり、海外
ブランドで人気のあ
るブランドは、
Pampers、Huggies、
MamyPoko、Molfixな
どが挙げられる。

バングラデシュの
乳幼児用紙おむつの市場シェア8

主な
ブランド

海外ブランド
10%

Chu-Chu
23%

Neo Care
10%

Chu-Chu

NeoCare
Other local
brands 10%

Supermom

Savlon Twinkle

Supermom
10%
Savlon Twinkle
7%

バングラデシュでの地元おむつブランドの確立

海外ブランドのおむつ市場は、2014年に70%の市場シェ
アを獲得していたものの、2020年には40%に減少してい
る。現在、市場全体の60%が現地ブランドによって占めら
れ、国内需要の 増加に応えながら、輸入おむつへの依存
度を下げるため、国内外の企業が現地生産に関心を示し
ている。
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バングラデシュで人気の
殺虫・防虫製品の市場

l

l

l

蚊取り線香

消費者の収入向上に伴い、防虫製
品への支出も18％増加している。
2015年にバングラデシュ政府が蚊
取り線香の完成品の輸入を禁止て
いたため、現地生産者が市場シェ
アを独占している。
2019年、バングラデシュ政府はデン
グ熱の蔓延により輸入制限を一時
撤回している。蚊取り線香は、防虫
製品の中で最も売れている製品で
あり、防虫製品全体の89％を占め
ており、安価で容易に入手できるた
め、現地で人気がある。

水性コード式蚊取り液入り蚊取り器

殺虫スプレー

虫除けスプレー

主な
ブランド

その他にも、殺虫スプレーやコー
ド式蚊取り器も市場に出回ってお
り、最近では電撃殺虫ラケットも都
市部を中心に市場を拡大している
。ACI Limited（ブラックファイター
蚊取）、Eagle、Mortein、Baoma、
Tulsi pata、Jonaki などはバングラ
デシュにある数百にのぼる蚊取り
線香ブランドの中で有名企業の一
部である。

ACI Limited社とGood Night社は、殺虫スプレーとコード式蚊取り器の市
場シェアをそれぞれ90%以上占めているという。
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ココナッツオイル
l

l

バングラデシュのヘアオイル市場は海外ブラン
ドが大半を占めており、ヘアオイル製品の市場
規模は約4,130万ドル、2025年までに年平均成
長率(CAGR)5.5%と予測され、その規模は5,400
万ドルにまで拡大する予定である。
ココナッツオイルは、バングラデシュの消費者
の間で最も人気のあるヘアオイルであり、
ココ
ナッツオイルの市場規模は約1,900万ドルであ
ると推定されている。最も売れているブランド

であるパラシュートココナッツオイル(マリコ社 )が
市場シェアの80%(1,520万ドル)を独占している。
l

マリコ社(Marico)は、インドを拠点とする企業 で
あり、1990年代後半にバングラデシュに工場 を
設立し、その後すぐに市場で最大のシェアを 獲
得している。パラシュート(Parachute)ブラン ドに
加えて、Dabur、Kumarica、Emaniなどのブラ ンド
も人気がである。
また、現地企業のSquare Ltd.
社とHash Marka社の製品であるJuiも、現地 で
最も地名度の高い製品の一つである。

バングラデシュで人気の髪用オイルの内訳9

12%
ココナッツオイル
ライトヘアオイル

11%

アムラオイル
クールヘアオイル
その他

15%

46%
16%
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日用品における
政府のポリシー

日系企業の進出機会

1. 2019年、バングラデシュ政府は防虫
製品の輸入制限を一時撤回してお
り、現在は、正式に許可を取得した
いかなる企業も防虫製品をバング
ラデシュで販売可能となっている。
[4]

1. パラシュートココナッツオイル(マリコ社 )
は、南インドとインドネシアから質の高い
ココナッツを使用することで市場シェアを
獲得している。
日系企業からのバングラデ
シュへの投資は、成長するヘアオイル市場
で、市場シェアを獲得するチャンスである。

2. 国家歳入庁（NBR）は、衛生用品の国
内生産を促進するために、生理用ナ
プキンとおむつの原材料の輸入に
対する付加価値税（VAT）
と補足税（
SD）を免除し、完成品の輸入関税を
高税率に設定している。[2]

2. バングラデシュの女性の80％は、生理用ナ
プキンを購入するだけの経済力がないた
め、生理用ナプキンを使用しておらず、一
部の女性にとっては、贅沢の象徴と見なさ
れている。
しかし、生理用ナプキンの使用
に対する消費者の意識も変化し始めてお
り、
日本企業が競争力のある価格で生理用
ナプキンを提供することができれば、市場
に参入する機会となる。

3. 近年の米中貿易紛争の影響により、
外国直接投資（FDI）先として有望な
国の一つにバングラデシュが挙げら
れるようになり、人口の増加と政府
のFDI政策によりさらに注目を集め
ている。
また、成長を続けるココナッ
ツオイル市場でのFDIは、バングラ
デシュ政府によって歓迎・支援され
ると考えられている。

3. 人々の暮らしの近代化と健康意識の向上
により、都市部に住む人々は殺虫スプレー
やコード式蚊取り器を好む傾向にある。両
製品の市場規模は、2017年から2019年の2
年間で、それぞれ6.8億タカ（0.8百万ドル）
から14.6億タカ（170万ドル）、115億タカか
ら175億タカに増加しており、
日系企業は、
環境に優しい防虫製品をバングラデシュ
で提供することにより、富裕層をターゲット
にした事業展開を検討することができる。
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軽工業
輸出市場としての可能性
l

l

軽工業 概要

バングラデシュの軽工業は、1980年から現在に至るまで、
中小企業（SME）の主要なサブセクターの1つとして発展し
てきた。2010年に31.2億ドルだった市場規模は、2020年
に24億ドルにまで成長しており、GDPの2.2％に貢献して
いる。国内生産品のうち、7.5％（2億3,530万）が輸入代替
品と呼ばれ、
これまで輸入に頼ってきたものを部分的・全
面的に自給化した製品である。
軽工業は、約6万社以上の企業が計100万人の労働者を
雇用している。バングラデシュ振興庁（Bangladesh
promotion bureau）によると、そのうち90％の企業が国
内需要のための事業を展開しているという。

主な軽工業製品の製造拠点
地域

製品

ロングプール（Rangpur）県、ディ
ナジプール（Dinajpur）県、
シレッ
ト
（Sylhet）県

自動車、電車

ボグラ
（Bogra）県、
ナトール
（Natore）県

鋳造、農業機械、
シリンダー

ダッカ（Dhaka）県、
ガジプール
（Gazipur）県、
ナラヤンゴンジ（
Narayangonj）県

自転車、建設機械など

クルナ
（Khulna）県、
ジョソール
（Jessore）県、ボリシャル（
Barisal）県

工場用のスペアパーツ

チョットグラム（Chattogram）県

造船・船舶解体用の機械、
スペアパーツ

バングラデシュにおける
軽工業の発展都市

バングラデシ
ュの軽工業は
、それぞれの
産業が全国各
地の都市で発
展してきてい
る。
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バングラデシュからの軽工業製品年間輸出総額（百万ドル）10

バングラデシュからの
軽工業製品の輸出

400
350

46%

46%
46%

300
250

2019年会計年度におけるバン
グラデシュからの軽工業製品の
輸出額は、約2億9,300万ドルで
あり、
そのうち36％が電子機器、
32％が輸送関連機器、残りの32
％が卑金属製品であった。輸出
額のうち、3,220万ドルは、
日本
への輸出である。その一方で、
10億ドル相当の軽工業製品を
輸入している。

200
150
100
50
0

l

l

大きな成長と可能性を秘めた産業
である軽工業への投資はそれほど
大きくない。投資家、銀行、金融機関
は同産業への投資に積極的ではな
く、
これまでの投資額は、約148億ド
ルにとどまる。

2018-19

2019-2020

軽工業への政府のイニシアチブ
l

軽工業に対する投資

2017-18

l

l

l

軽工業製品ビジネス振興協議会（Light Engineering Product
Business Promotion Council：LEPBPC）を設立し、軽工業の発展と
促進を促す。
「輸出政策2018-21」
では、軽工業を「特別開発産業（輸出の可能
性は高い一方で生産設備の強化が必要な産業）」
として特定す
る。
バングラデシュ工業技術支援センター（Bangladesh Industrial
and Technical Assis tance Center：BITAC）
とバングラデシュ機会
産業オーナー協会（Bangladesh Engineering Industry
Ownerʼs Association: BEIOA）
との間でMoUを締結し、製品開発
などのための軽工業共同開発センターを設立した。
軽工業クラスタービレッジ、最先端の研究所、共同開発センタ
ーの設立。
全国5県（ダッカ県、
ナラヤンゴンジ県、
ジョソール県、ボグラ県、
ノルシンディ県）に軽工業工業団地の設立計画。
政府による、ムンシゴンジ県における軽工業セクターの工業地
帯の開発。
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外国投資の優位性と投資機会
l

31億ドルの国内市場と3億ドルの輸出市場

l

100％外国投資が可能

l

10年間の免税措置

l

技術者の給与に対する所得税免税（3年間）

l

免税期間中の配当税免税

l

機械・原材料の輸入関税免税

l

借入資本の利子に対する所得税免税

主な軽工業製品

農業機械・部品

縫製産業用機械・部品

製薬工場用機械・部品

軽工業は、発展が期待されている産業にも関わらず、
う
まく機能していないが、関連産業が成長するにつれて、
軽工業製品の需要も増加している。成長しているバイク、
自転車、農業機械産業は、軽工業製品製造業者にとって
魅力的な市場として注目されている。
バングラデシュは、近年、
自動車の製造に力を入れており
、電気自動車の開発にも関心が高まっている。
また、10億
ドル規模の既製服産業も、軽工業製品の主な消費者とし
て挙げられる。工場の自動化が進み、軽工業製品の需要

はますます増加すると期待されている。
軽工業への投資は、
これから成長する市
場で主要企業として豊富な労働力を活用
しながら成長するために適切な機会とな
るだろう。

17

概要

バングラデシュの金融サービス
モバイル金融サービスの歴史

96 million
47%

バングラデシュ中央銀行は、経済活動に必
要な金融サービスをすべての人々が利用で
きるように、銀行サービスの技術革新、エー
ジェントバンキング（銀行の代理店としての
役割を果たす銀行）、モバイルバンキングシ
ステムの構築、金融サービスに関連するイ
ンフラストラクチャの整備を積極的に行って
きた。
モバイルバンキングとエージェントバンキン
グは、バングラデシュの金融サービスにおい
て画期的で革新的であったと言われている。
また、モバイル金融サービス（MFS）によって
、金融商品と制度構造は大きく変化してきた
。
2011年、バングラデシュ中央銀行は、携帯電
話ネットワークに基づく支店外モバイル金
融サービスの導入を開始した。モバイル金
融サービスの導入以来、金融サービスを利
用できる国民の数は圧倒的に増加しており、
2011年の32％から、2017年には50％にのぼ
る。Kantar on Financial Inclusion Insights (FII)
の調査によると、2018年にはバングラデシュ
の成人の47％が2018年に経済的に自立して
おり、
そのうち17％がモバイル金融サービス
の恩恵を受けていると言われる。

2.7billion

Yearly number of
Transection
FY2019-20

Nationwide
Financial
Inclusion

52%:
48%

MFS Male:
Female
Account

MFS
Accounts

17%

Adults are
included
through
MFS

55

billionYearly
Transection
FY2019-20

38%:
62%

MFS Urban:
Rural
Account

バングラデシュでは、モバイル金融サービスを通じた
月間取引数と取引量の両方が増加しており、現在、
9,600万（バングラデシュ中央銀行、2020年10月）の登
録済みモバイル金融サービス利用アカウントが確認
されており、
プラットフォームを通じた取引数は、2億
9,010万件、約62億ドルにのぼる。2019会計年度のモバ
イル金融サービスによる年間取引総額は550億ドルで
、前年度は470億ドルよりも増加している。

主なプレイヤーと市場シェアの内訳10
その他 2%
Rocket
20%
Bkash
30%

主な
プレイヤー

Bkash
48%
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バングラデシュ中央銀行の報告によ
ると、現在、バングラデシュには16の
モバイル金融サービス提供企業（15
社の民間銀行と１社の政府機関）が
登録されており、市場シェアは、BRAC
銀行が支援するbKashが主導してお
り、2位はバングラデシュ郵便局がサ
ポートするNagad、3位はバングラデ
シュで最も歴史の古いRocketであり
、Dutch-Bangla Bankと提携している。
市場の98％は、上位3社によって独占
されている。

モバイル金融サービスの月額取引額の推移11
Number of Transection (in million)

主なプレイヤーと
市場シェア

200

バングラデシュ政府の政策ポリシーや目標
バングラデシュ政府は、モバイル金融サービスに迅速に対応するための有効で競争力のある環境
を構築するために下記の目的を掲げている。
l 銀行口座のない国民、特に貧困層に対して、通常の費用で正式な金融サービスへのアクセスを
促進する。
l Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)の発行するマネーロンダリング・テロ資金供与に対
する規則、
ガイドラインを準拠させる。
モバイル金融サービスは、バングラデシュ政府の掲げる
「デジタル・バングラデシュ」の政策を達成

19
するために重要な役
割を果たしてきた。す
べての国民がモバイ
ル金融サービスを効
果的な媒体として利用
できるように配慮され
ており、2030年までに
SDGs持続可能な開発
目標の達成に大きく貢
献することが期待され
ている。

モバイル金融サービスの取引種類
01
03
05
07
09

入金

02

出金

04

B to Bの支払い

06

P to Pの支払い

08

政府から個人に対する支払い

ローンなどの支払い

海外送金

個人から企業への支払い

オンライン取引、
Eコマースの支払い

モバイル金融サービスにおける外国投資
モバイル金融サービスの主要なプレーヤーで
あるbKashは、BRAC Bank Limitedとアメリカの
Moneyin Motion LLCとの合弁事業であり、2013
年4月に世界銀行グループのメンバーである国
際金融公社（IFC）が株式パートナーになり、2014
年3月にビル＆メリンダゲイツ財団が同社の投
資家となっている。
l バングラデシュのモバイル金融サービスは未
開拓市場であり、
そこに投資することにより、
日系企業の進出によって1億6千万人の人口
を市場として獲得することができ、バングラデ

シュの全ての国民が金融サービスにアクセスで
きるよう支援することができる。
l 日本の投資家は、バングラデシュの商業銀行
との合弁事業に投資することができ、合弁事
業の最大49％のシェアを保有できる。
l Nagad（バングラデシュ郵便局と民間企業の
合弁会社）のように、官民パートナーシップ
を通じて民間投資できる。
。l ガイドラインによると、銀行以外のモバイル
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金融サービス提供企業が製品とサービスの主要
な推進力となり、顧客を管理することができる
。流通チャネルとネットワークを構築し、関連
するリスクを軽減することにより、
日本の投資
家は、市場運営を管理できる。
l モバイル金融サービス提供企業に必要な払
込資本は520万ドル。

l バングラデシュは、年間約5,000万ドルの送
金額を日本から受け取っている。
l 日系金融機関は、バングラデシュに進出し
ていないため、バングラデシュに投資する
最初の日本の金融機関になることができる
。

概要
IT産業:
デジタル・バングラデシュ
への道

l

l

l

バングラデシュのIT産業は、
「デジタ
ル・バングラデシュ」を実現するとい
う政府の計画とともに成長し続けて
おり、人材育成、インターネット環境
の整備、eガバナンスなどを通して、
バングラデシュをデジタル化するた
めの主要な不可欠な分野である。
バングラデシュ政府は、経済にとっ
ての重要性を認識しており、ICT /ソ
フトウェア産業を「産業政策2016」の
優先度の高いセクターとして特定し
ている。
ソフトウェア、情報サービス、BPO（業
務プロセスの一部を一括して専門
業者に外部委託すること）、
コール

1

1,594
1

billion
Export
Market

400

million
Local market

Number of
companies
08:00 AM

million People
employed

Business process
outsourcing

e-commerce

Call centers

Software &
information
services

センター、電子商取引（Eコマース）は、バングラデシュ
のICTセクターの主要なセクターである。バングラデシ
ュソフトウェア＆情報サービス協会（BASIS）によると、バ
ングラデシュには1,594のソフトウェア・IT関連企業、約
100万人の専門家が登録されている。
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バングラデシュ政
府の政策ポリシー
や目標
デジタル・バングラデシュの
ビジョンを達成するために、
政府はいくつかの政策・目標
を設定している。
l デジタル・バングラデシュ
を達成するための具体的
な戦略的ガイドラインを
含む「デジタル・バングラ
デシュの電子政府マスタ
ープラン」を発表。
l 2009年にICTポリシーを
発表し、2018年にさらに
改訂。
l 持続可能な開発目標（
SDGs）に沿った、全国の学
校、マドラサ、大学レベル
での「Sheikh Russel Digital
Lab」のプロジェクトにより
、ICT教育を行うための
4,176箇所にデジタルラボ
を設立。
l TIT企業が事業運営する
上で必要なインフラスト
ラクチャを確保できる39
のハイテクパーク、
ソフト
ウェアテクノロジーパーク

Estimated Export Volume of IT-ITES
Industry (values in billion dollars)11
1.2
1.05
1.0

0.92
0.8

0.8

0.7
0.62

0.6

0.49
0.41

0.4

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source: Bangladesh Computer Council (2019) and NVSL Calculation

、ITトレーニング、インキュベ
ーションを全国に設置。
現在、120社を超えるバングラ
デシュ企業がIT・IT関連サービ
スを35か国に対して輸出して
おり、総輸出額（商品・サービ
ス）の2.85％に相当する約10億
ドル（2019年会計年度）の収益
を上げている。IT関連サービス
の主な輸出先国は、主にアメリ
カ、イギリス、EU諸国、
アラブ首
長国連邦、サウジアラビア、南
アフリカ、マレーシア、
シンガポ
ールなどである。
ICTセクターの輸出収入の50％
以上は、電気通信、
コンピュー
ターサービス、情報サービス
からなりたち、オックスフォー

ドインターネットインスティテュ
ート
（OII）によると、バングラデシ
ュは、
フリーランサーとして働く人
の数は、世界のフリーランサーの
24％が住むインドに続いて、2番
目に多い（16％）
と言われている。

バングラデシュのフリーランサー
の多くは、
ソフトウェア開発（55％
）、IT関連サービス（17％）、Eコマ
ース・Webサービス（12％）、モバ
イルアプリケーション開発（5％）、
その他（11％）に従事している。
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2020年、ICT産業への純外国直接投資（FDI）総額
は3億1,200万ドルであり、そのうち2億6,600万ド
ルが電気通信、4,640万ドルがコンピュータソフト
ウェア・ICTに投資されいる。
主な投資国はノルウェーやマレーシアで、
日本は
約200万ドルを投資している。
バングラデシュの経済は、急速な経済成長を遂げ
ており、様々な投資機会により、特にICT関連企業
にとって理想的な投資先国となっている。

日本から
バングラデシュへの
ICT産業投資額（2020年）

5,200 万ドル

約

投資機会
ICT産業への投資に対する優遇措置と投資機会
インセンティブ

一般

バングラデシュ
ハイテクパーク庁
10年（投資家）
12年（土地開発者）

バングラデシュ投資庁
（BIDA）
ICT・ソフトウェア開発企業への
法人税免税

バングラデシュ経済特区庁
（BEZA）

免税措置

7年

エクイティ・
インベストメントファンド

あり

-

-

-

輸出における
キャッシュ・インセンティブ

10%

-

--

-

輸入関税免税

-

初期投資機材・
建設機材

初期投資機材・部品

-

付加価値税免税

-

バングラデシュで生産された
製品を対象に免税

初期投資機材・部品

輸入機械・建設機材・
原材料など

-

免税対象

-

免税対象

輸入輸送税

-

免税対象

-

免税対象

保税倉庫

-

あり

-

あり

配当に対する所得税、
株式譲渡、ロイヤルティ、
技術提供費用など

法人税10年免税
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概要

バングラデシュの
スタートアップ企業
発明とイノベーションは、経済を次のレ
ベルに引き上げるための鍵です。ベンチ
ャーキャピタル投資はイノベーションを
促進し、雇用の創出を含む経済成長に大
きな影響を与えます。バングラデシュ政
府は、若い起業家が次のレベルに到達す
るのを支援するスタートアップを設立し、
促進することにより、ベンチャーキャピタ
ルのエコシステムを構築したいと考えて
います。
世界経済のデジタル化と第4次産業革命
により、特に2010年からバングラデシュ
でスタートアップ文化が出現しました。当
初はeコマース、情報技術（IT）、デジタル
マーケティングに重点が置かれていまし
たが、多くのスタートアップも成功を収め
てきました。運輸、ロジスティクス、
フィン

2,500+
2016

2 million

Startups

200

million Foreign
Investment

Startup
Bangladesh

08:00 AM

000 000 000 000 00
CARDS

Government
Financial
Support

Edu-tech

e-commerce

Fintech

Health-tech

テック、エデュテック、ヘルステックの各セクターで登場しま
した。現在、バングラデシュでは2,500以上のスタートアップ
が活動しています。
2016年、バングラデシュ政府はスタートアップを促進するた
めに「スタートアップバングラデシュ」
プラットフォームを設
立しました。このプラットフォームはすでに125のスタートア
ップに約200万米ドルの資金を提供しました。Invention and
innovation are the keys to drives an economy to the next

バングラデシュにおけるスタートアップ企業の成功事例
チャルダル

Chaldal

バングラデシュ最大のオンライン食料品サービスを提供してい
るチャルダル（Chaldal）は、同国でEコマースビジネスがちょうど
展開され始めた2013年に設立された。同社は、現在、1日あたり
9,000件の注文を受けており、
ダッカ県内に1時間以内の配達を
保証するために、県内に14ヶ所の倉庫と2,700㎡の特大倉庫を
設置している。外国投資は300万ドルにのぼり、
「YCombinator」や
「IFC（WB）」など様々な投資家からの資金調達に成功している。

2013年
事業継続年: 8年
年間収益: 1,180 万ドル
外国投資総額: 300 万ドル

創立年:

主なサービス: Eコマース
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ソルシェア SOL Share
SOL Shareは、再生可能エネルギーベースのピアツーピア取
引プラットフォームとして2014年に設立されたスタートアッ
プであり、誰もが手頃に太陽光発電を取り入れることのでき
る新しいアプローチを構築したためAshden賞を受賞してい
る。バングラデシュでは、約300万人が太陽光発電を利用し
ており、SOL Shareが提供するソーラーホームシステムは、バ
ングラデシュで大規模なミニ太陽光電システムを確立して
いる。

ショホーズ

Shohoz

Shohozは、バングラデシュで最も成功しているスタートアッ
プ企業の1つであり、2014年にハーバード大学の卒業生マル
ハMカディール氏によって設立された。同社は、公共交通機
関のオンラインチケット販売サービスを提供することで人気
を博しており、2018年3月には、
ライドシェアリング市場に参
入している。同年、彼らはゴールデンゲートを含むシンガポ
ールのベンチャー投資家から1,500万ドルの資金調達に成
功し、今後もサービスを拡大する予定である。

パタオ Pathao
バングラデシュのライドシェアリングビジネスのパイオニアで
あるPathaoは、2015年に設立された。同社のユーザー数は500
万人を超え、2018年9月には、ネパールのカトマンズで海外事
業展開を開始している。資金調達額は1,280万ドルを超え、企業
価値は1億ドルにのぼると言われる。

2014年
事業継続年: 7年
利用者数: 4,000 (36- grid)
外国投資: 150 万ドル

創立年:

主なサービス: 太陽光発電事業

2014年
事業継続年: 7年
外国投資: 1,500 万ドル

創立年:

主なサービス: チケット予約、
ライド
シェアリング、食品デリバリー、流通など

2015年
事業継続年: 6年
企業価値: 1 億ドル
外国投資: 1,280 万ドル

創立年:

主なサービス: ライドシェアリング、
食品デリバリー、宅配便など
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シェバ・XYZ

2016
5
1,000
80
40

Sheba XYZ

創立年:
年
家庭用サービスを提供するデジタルプラットフォーム。2016年に設
事業継続年: 年
立され、初期投資額は100万ドルであったが、現在の企業価値は、
1,000万ドル以上。インドネシア、マレーシア、
ミャンマーの企業とフ
企業価値:
万ドル
ランチャイズ契約を結んでいる同社は、多くの企業からの反響を
受けており、例えば2020年1月には、ROBI Axiata Telecom Ltd.が、
追加投資:
万ドル
ShebaがROBIのデジタルプラットフォームを使用できるよう契約書
を交わしている。
主なサービス:
以上のサービス提供

ショップアップ ShopUp
2016年に設立したばかりのB2B向けEコマースサイトであった
ショップアップは、現在2,500社以上との契約を結ぶ、国内最大
級Eコマースサイトに成長している。2018年に世界最大のNGO
であるBRACとパートナー契約を締結し、2019年には ハシナ首
相から
「The Best Startup of The Year 2019 Bangladesh」を授与さ
れている。同社の株式は2,200万ドルにのぼり、Sequoia Capital
やFlourish Venturesなどのイギリス企業からの資金調達にも成
功している。同社は、零細企業などに対するプラットフォームと
しての地位を確立している。

シーメド・へルス CMED Health
CMEDは、ヘルステック・スタートアップ企業であり、医師の診察
を受けずに健康サービスを提供できるIoTの仕組みを構築して
いる。同社は、
「The HEAD Foundation Innovative Social
Enterprise Award」、
「Innovation Prize by TAG Heuer」、
「
Bangladesh Innovation Award 2018」など、革新的なスタートアッ
プ企業に贈られる数々の賞を受賞している。

2016年
事業継続年: 5年
企業価値: 100 万ドル
外国投資: 80 万ドル

創立年:

主なサービス: Eコマース、再販サイト、
デジタルローン、宅配・配達サービス

2016年
事業継続年: 5年
利用者数: 330 万ドル

創立年:

主なサービス: 基本的な健康診断、
従業員健康チェックプログラム、
学生健康チェックプロジェクト、
健康コンサル
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スタートアップ企業への投資機会
バングラデシュは、国内外の投資家にとって非常
に魅力的な市場として見なされており、バングラデ
シュ政府が掲げる
「Digital Bangladesh by 2021」や「
knowledge-based economy by 2041」の実現に向
けて、若者の起業家精神が成熟し始めている。バン
グラデシュでは、47%のスタートアップ企業が事業
継続に成功しており、そのうちの15%は資金調達・

再投資によって明らかな成長を遂げている。バン
グラデシュのスタートアップ産業は、すでに2億ド
ルの外国投資を達成しており、今後さらなる投資
が期待されている。

鉄鋼業

バングラデシュの鉄鋼業
インフラプロジェクト
による成長

Long steel
demand

300
Mills

鉄鋼業は、バングラデシュで最も早く
成長している産業の一つであり、300
以上の工場が様々な鉄鋼製品を製造
していると言われる。年間成長率は10
〜15％であり、同国の都市化、産業化
に大きく貢献している。

概要

7.5

Scrap
import

million MT/year

2.5

2.5

million
MT/year

18

million MT
Demand in

2030

35%40%

Consumed by
government
projects

Flat steel
demand

6.11

billion
Market size
in USD

million
MT/year

Billet
production

6.0

10%15%

million
MT/year

Yearly growth

スクラップとビレット
スクラップの年間必要量は約800万トンで、そのう
ち600万トンが輸入され、残りの25％は船舶解体産
業などから回収されている。溶融スクラップは、ロ
シア、インド、マレーシア、日本、
ブラジル、シンガポ
ール、アメリカ、カナダ、
ヨーロッパ諸国から輸入さ
れており、バングラデシュがビレット生産90％を実
現するようになってから、ビレットの輸入は大幅に
減少している。2018年会計年度には、50万ビレット

を輸入しており、バングラデシュは5年前に160万トンに比べて
非常に少ない輸入量となっている。現在、バングラデシュでは
35の工場がビレットを生産しており、年間生産量は約600万ト
ンである。750万トンの高品質の長鋼製品を生産するのに十
分な生産量であると考えられている。
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エンジェル・チャネル・
ビーム製品市場
鉄鋼業界の年間生産能力は、過去6年間
で900万トンに増加している。2020年の年
間生産量も増加し、800万トンと言われる
。バングラデシュにある40社の鉄鋼製造
会社のうち、Abul Khair Steel (AKS)、GPH、
BSRM、KSRMは、年間需要の半分以上を
占めている。
ビレット製品の需要は、約750万トンであ
り、そのうち、政府のインフラ整備プロジ
ェクトに使用される鉄鋼の割合は、10年
前にわずか15％であったが、現在は総生
産量の35％〜40％が消費されており、
2030年までの年間需要は1,800万トンに
なると予想されている。
鉄筋の市場シェアの約40％がBSRMと
AKSが占めており、一方、エンジェル、チャ
ネル、ビーム製品などの年間需要は約20
万トンで、BSRM、Rahim steel、Vikrompur
Steel、SASなどの企業が約14万トンを製
造し、残り6万トンは中国やインドから輸
入されている。

鉄筋の年間生産量と製造企業の市場シェア14

BSRM 1.5m トン
20.0%

その他
3.06mトン
41%
7.5m
トン

RSRM
0.16m トン
2.0%

Rahim Steel
0.28m トン
4.0%

GPH Ispat
0.5m トン
7.0%

AKS 1.4m トン
19.0%

KSRM 0.6m トン
8.0%
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平鋼市場
（冷間圧延ロール、
カラーコーティングロール）
平鋼の需要は約250万トンで、約210万ト
ンが輸入され、残りは船舶解体スクラッ
プから現地調達されている。100万トンの
冷間圧延ロールと40万トンのカラーコー
ティングロールが現地で製造されており、
Abul Khair Steel、PHP steels、KDS Group、
Appollo Ispat、S. Alam groupなどが主な
製造企業として挙げられる。
バングラデシュは、冷間圧延や亜鉛めっ
き平鋼製品の原材料として、バルク鋼コ
イル/ HRCを輸入するため、
日本にとって
重要なスチールコイル輸出先国として認
識されている。2019年、
日本はバングラデ
シュへの鉄鋼総輸入量の51％（51万4,767

鉄筋の利用者割合15
商業用
1.13m トン
15%

7.5m
トン

家庭用
1.88m トン 25%

インフラプロジェクト
政府関連プロジェクト
4.5m トン
60%

トン）を占めており、台湾、インド、マレーシア、インドネシア、
中国、韓国もバングラデシュにスチールコイルを輸出してい
る。

バングラデシュ政府の政策ポリシー・目標
l

l

l

バングラデシュ政府は、鉄鋼業界に対する具体的
な政策を発表していない。
外国企業は、完成した鉄鋼製品の免税輸入措置
を利用して、経済特区、発電所、LNG工場を設置す
ることができる。
外国直接投資を歓迎しており、TAX、VAT、関税の免

除、現地の銀行からの外国企業への融資枠など、
投資家に柔軟なインセンティブを提供してい
る。
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将来の展望

日系企業の投資機会
l
l

l

l

バングラデシュ政府は、
ダッカ近郊の
1,000エーカーの土地に日本専用経済特
区（アライハザール経済特区（SEZ））の建
設を進めており、2021年〜2022年までに
投資を開始できるよう準備が進められて
いる。
チョットグラム県ミルショライ地区には、
も
う一つの経済特区が開発されており、
こち
らも日系企業向けの特別な経済特区とし
て準備が進められている。
ミルショライ経
済特区は、沿岸地域に位置しているため
航路を利用して河川輸送が可能であり、
日
鉄住金物産とバングラデシュの地場建設・
建設資材販売大手マクドナルドスチール・
ビルディング・プロダクツ（MS）が出資する
合弁企業は、すでに50億タカ（約5,870万
6,350ドル）の契約を締結している。
プレハブ鉄鋼市場は、外国企業にとって注
目すべきバングラデシュのもう1つの潜在
的な市場であり、国内需要は約100万トン
と推定されている。
しかしながら、地場製
造業者は40万〜50万トンしか供給できて
おらず、需要を満たすためにインド、オー
ストラリア、
日本、韓国、台湾などから輸入
している。
日本専用経済特区に製造工場
を設立することにより、
プレハブ鋼市場に
おいて競争上の優位性を持つことができ
る。

l

l

1億6400万人の人口を抱えるバングラデシ
ュは、10年以上にわたって大規模な経済成
長を遂げてきた南アジアの小さな国である
。現在は、インフラ整備のために、
メガプロ
ジェクトがいくつも進行しており、
ダッカ高
架高速道路（16億5000万ドル）、
ダッカ都市
高速鉄道（MRT6号線）
（26億ドル）、パドマ
多目的橋建設事業（35億ドル）、ルプール原
子力発電所（126.5億ドル）などが代表的な
プロジェクトである。
これは、バングラデシュ
がアジアの新興国になることが期待されて
いることを示しているようである。
鉄鋼業界の需要は、政府のインフラ整備計
画（100の経済特区、橋、道路、産業建築物
など）の実施と、特に不動産セクターの需要
の拡大により、年々増加している。
2030年までに予測される1,800万トン（ビレ
ット）の需要に対して、バングラデシュは
2021年に900万トンの生産能力を持ってい
る。将来の需要能力を満たすためには、生
産能力の強化が非常に重要であり、バング
ラデシュ政府も様々な取り組みを始めてい
る。バングラデシュの鉄鋼産業への投資は、
今後成長する市場を獲得するために適切
な時期だと言えるだろう。
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概要

製薬産業
バングラデシュの主要産業

3.0 billion

136 million

Domestic market

製薬産業は、バングラデシュが誇る産
業の1つであり、製薬業界の発展は、
「
薬物管理条例1982」の導入によって
さらに加速したと言われている。バン
グラデシュ医薬品工業協会（Bangladesh Association of Pharmaceutical
Industries: BAPI）
と医薬品管理局（
Directorate General of Drug Administration: DGDA）によると、バングラデ
シュの様々な製薬企業が200以上の
さまざまなカテゴリーの医薬品を製
造している。同国の製薬企業は、世界
120ヵ国以上に輸出しながら、医薬品
の国内需要のうち98％を満たしてい
る。バングラデシュでは、製薬会社が
製造する医薬品の約80％はジェネリ
ック医薬品であり、残りの20％が特許
を取得した医薬品となる。医薬品の
国内市場規模は、2016年の18億ドル
から、2020年には約30億ドルに大幅
に増加し、年平均成長率（CAGR）は
10.76％を記録している。
現地財閥企業Square Groupの主要な
事業の一つである医薬品事業（子会
社Square Pharmaceuticals Ltd）は、バ
ングラデシュ国内市場の17.3％のシェ

Export market

1.87%

10.8%
CAGR
2016-2020

Contribution
to GDP

国内市場（10億ドル）16(a,b)
3.0
3.0

2.7
2.4

2.5

2.0

1.5

2.2
1.8

2016

2017

2018

2019

2020

アを持つ大手製薬企業であり、1987年以来、
42ヵ国に抗生物質などの医薬品を輸出して
いる。その他、Inceptapharma（11.5％）、
Beximco（9.1％）、Renata（6.27％）、Opsonin（
4.75％）は、バングラデシュの主要製薬企業と
して有名である。
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Export of Pharmacuetical
Products - in billion USD17

医薬品産業は、2019年会計年度に
118ヵ国に医薬品を輸出したため、
1980年代後半から現在まで急速に
成長してきた産業であり、2019年会
計年度中に、1億3,579万ドル相当の
医薬品を輸出しており、2020年会計
年度には6月までにすでに8,633万ド
ル相当の製品を輸出（前年度比63
％）
している。医薬品の主な輸出先
は、
スリランカ（15.6％）、
ミャンマー（
14.49％）、
アメリカ（11.19％）、
フィリ
ピン（9.82％）、ケニア
（6.13％）など
である。

150
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89.82

90

86.33
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2019-20

2020-2021
JulyDecember

利益

いくつかの大手製薬会社の財務状況を確認したところ、多くの会社が過去2年間で成長を遂げて
おり、2019年会計年度に比べて2020年会計年度は、企業利益が大幅に増加していることが確認で
きる。

原薬（原材料）の輸入

大手企業の利益比較（百万ドル）18
100

91.9
81.5

2018-19
2019-20

80

バングラデシュでは、医薬品の生産
に毎年約13億ドル相当の原材料が
必要であり、その90％は海外（主に中
国とインド）から輸入されている。

60
40
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20
0
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医薬品産業への外国投資
2020年9月時点で、バングラデシュは、世界各国か
らの外国投資として、化学薬品や医薬品セクター
に2億9,000万ドルの投資を受けており、イギリス（
44％）が医薬品産業に最も投資している国である。

日本からの投資は約1,830万ドルであり、2020年の
医薬品産業への外国投資は、総額1,608万ドルで
あった。

バングラデシュ政府の政策、
ポリシーや目標
l

l

l

人々が安全で効果的で高品質の医薬品に
手頃な価格で容易に手に入れられるよう、
バングラデシュ政府は、
「国家薬物政策
2005」を発表し、2016年に改訂している。
2030年までにすべての年齢のすべての人
々の健康的な生活を確保し、幸福を促進す
る。
原材料の輸入依存を減らすために、ムンシ
ゴンジ県ガザリア地区に原薬経済特区（
Active Pharmaceutical Ingredients: API）を
建設している。同経済特区は、原材料の輸
入関税を70％免税し、その他さまざまな優
遇措置を講じ、医薬品の国内需要を100％
満たすとともに、輸出を促進したい考えで
ある。

Opportunity for Japanese companies

l

l

l

l

l
l

数十億ドル（1億6,400万人以上）の消費者市場へ
のアクセス
原薬（API）輸出業者は20％の現金インセンティブ
を享受できる
完成品の輸出業者は、10％の現金インセンティブ
を享受できる
外国人投資家の株式保有、利益・所得の本国送還
無制限
免税期間と加速償却の許可
商品・サービスのうち最低80％を輸出する企業に
対する機械・スペアパーツの免税、輸入・保税倉庫
施設保有資格の提供
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バングラデシュの経済は、7〜8％の成長率で成長し
てきたが、新型コロナウイルスの影響により、前年度
の成長率は低下していた。世界銀行、IMF、ADBは、
バングラデシュの経済の急速な回復を期待しており
、バングラデシュの経済的安定も投資家にとって重
要な要素の一つである。輸送施設の開発、経済特区
の設立、有利な投資インセンティブにより、バングラ

デシュは世界、特にアジア大陸の主要な経済・投資
ハブとしての役割を担い始めている。

自動車産業
成長し続けている市場と国内生産の可能性
かつて世界で最も貧しい
国の1つとして知られてい
たバングラデシュは、過去
数十年にわたって目覚ま
しい進歩を遂げてきた。輸
出事業と海外労働者から
の海外送金によ理、GDPは
一定の成長を遂げており、
中・高所得者層の消費者
の数も増加傾向にある。近
年、
自家用車や二輪車の
需要が飛躍的に伸びてい
る。2012年以来、
自動車セ
クターは毎年平均8％成長
しており、
ライドシェアリン
グプラットフォームの台頭

01

0.003%

Per capita
registered vehicle

03

02

23,000

Car Sales/year

8%
Per year

も、乗用車やバイクの売上増加に大きく貢献している
。バングラデシュ道路交通局（Bangladesh Road
Transport Authority: BRTA）に登録されている車両の
うち、68％がバイクで、続いて自家用車8％、
自動人力
車（三輪車）6％、マイクロバス2％、
ジープ1％という
内訳になっている。
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二輪車市場

三輪車市場

2019年には、2015年のほぼ2倍である40
万台のバイクが登録されました。
しかし、
2020年の新型コロナウイルス の影響に
より、その登録台数が、24万台にまで半減
している。
現在、二輪車の需要はバングラデシュの
二輪車の年間生産台数に相当する約50
万台であり、バイクの需要は2025年まで
に150万台を超えると期待されている。ホ
ンダ（現地生産）、
スズキ、ヤマハもバング
ラデシュで非常に人気があるブランドで
あり、バングラデシュ国内ブランドの中で
は、
ランナー、
ウォルトンなどが挙げられ
る。
ウォルトンは、10年間バイクを製造し
てきたが、大きな市場シェアを獲得する
ができなかった。
日本の人気ブランドで
あるホンダは、2018年に製造工場（組み
立て）を開設し、バイク市場での事業を拡
大している。ヤマハのCKD組立工場は、バ
ングラデシュの財閥企業ACI Groupの子
会社であるACI Motorsよって2019年に設
立された。

3.12

million units
Registered in
BRTA
(2020)

バングラデシュの三輪車市場は、1970年代後
半に始まり、
ガソリンやディーゼルの代替品で
ある圧縮天然ガス（CNG）を活用した構造によ
り手頃な価格で入手できるようになり、市場は
大幅に成長してきた。2017年の三輪車の年間
生産量は4万台であったが、新型コロナウイル
スの影響により、2020年には2万5,000台〜3万
台に減少している。三輪車は、圧縮天然ガス（
CNG）以外に、
ガソリン、ディーゼル、LPGなども
使用しているタイプのものもあり、近年では、
よ
り便利で清潔な液化石油ガス（LPG）が人気を
集めている。インドの自動車メーカー、バジャ
ージ（Bajaj）は、バングラデシュの三輪車市場の
シェアを獲得しており、インドのTVSとイタリア
のピアジオ
（Piaggio）
も主要なプレーヤーであ
る。バングラデシュのRunner Automobileや
Uttara Motorsは、バジャージ（Bajaj）からCNG、
ディーゼル、
ガソリン、LPG対応の三輪車を輸入
しており、Uttara Motorsは、CNGで走る三輪車
の3分の2を輸入している。2020年、Runnerと
Bajajは、バングラデシュで二輪車・三輪車を生
産するための約3,571万ドルの製造工場を設
立する契約に署名している。

market share captured by
Bajaj for CNG and LPG run vehicles

02

units
Registered in BRTA (2020)

90%

Locally
assembled
or
manufactured

30%
Per year

90%

03

296,350
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自動車市場
バングラデシュの自動車市場は、主に輸入車両
が多く、
日本、
インド、韓国、中国、
ドイツ、
フラン
ス、マレーシア、イギリス、
アメリカなどから輸入
している。その中でも、最も輸入車両が多い輸
出国は、
日本であり、バングラデシュで走行して
いる自動車の約50％が輸入中古車（95％が日
本から輸入）
、45％が国内中古車、残りの5％が
新車である。現在、
トヨタの市場シェアは80％で
、その後ホンダ（7％）、
日産（6％）などが続く。そ
の他、Ashok LeylandやTataなどのインド企業も
順調に市場を獲得している。近年、Pragati社は
三菱自動車が設計した自動車の組み立てを行
なっている。
また、PHP Motorsはマレーシアのプ
ロトン車を製造し、IFAD MotorはインドのAshok
Leyland車の組み立てを行なっている。Indian
Tata MotorsとMahindra＆Mahindraも同様のパ
ートナーシップに関心を持っており、
自動車市
場は今後も拡大が期待される市場として注目さ
れている。その一方で、輸入車に対する政府の
不利な政策により、
自動車消費量は国内需要を
はるかに下回っており、
自動車の購入価格が高
額な点が課題として挙げられる。
自動車業界関
係者は、
自動車の販売価格を抑えるために、バ
ングラデシュ国内に製造工場を設立することを
勧めており、販売価格を下げることにより、年間

Brand
new car market

595

million
Annual market
size

3,000

Units/year

Microbus

64,936
Private car

Registered
in BRTA (2020)

103,428
Microbus

103,428
販売台数は10万台を超える見込みであ
る。
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バングラデシュの政策
l バングラデシュ政府は、
2030年までに生産量が
GDPの10％に達する自動
車および自動車部品の製
造において国民経済に大
きく貢献する国の主要セ
クターとして浮上すること
を目指して、2020年の自
動車産業開発政策を策
定している。
l 提案された自動車政策の
主な目的は、5年間で再
生車の輸入を減らすこと
であり、国内の自動車製
造への投資を奨励する動
きである。

日本からの投資機会
l 急速に成長している自動車市場への投資機会
l 経済特区における世界クラスのインフラ設備
l バングラデシュ市場は日本車が独占しており、
日
本の自動車メーカーと自動車部品メーカーから
の投資に期待が寄せられている
l ハイブリッド車（電気+ガソリン）はバングラデシ
ュでも人気が高まっており、電気自動車の生産に
関心を示す企業も出てきている。
日系企業がすで
に開発している電気自動車の生産をバングラデ
シュで行うこともできる
l 自動車製品をインドや中国に輸出することで利
益を獲得できる
バングラデシュでは中・高所得者層が増加している
ため、人々はより快適で安全な交通手段を好み、バ
ングラデシュの自動車市場は今後より成長されると
予測されている。
また、2020年に発表が予定されている自動車産業
開発政策は、外国人投資家にとって投資に優しい環
境を作り出すことが期待されており、今後数年間で、
バングラデシュの自動車市場は、同国の経済発展の
主要な産業の1つになるだろう。

36

農産加工食品産業
近年、農産食品加工産業はバングラデシュ経済
の主要な貢献産業となっている。同国の国内総
生産（GDP）の20％を占める製造業のうち、食品
加工産業からの貢献率は8％。
しかしながら、過去10年間にわたって持続的な
成長を維持しているにも関わらず、GDP全体に占
める同産業のシェアは2％未満である。一方、輸
出収益は、2018-19 会計年度中に約7億ドルに達
し、増加傾向にあるが、新型コロナウイルスのパ
ンデミックの影響により、輸出収入は大幅に減少
している。
さまざまな種類のスパイス、
フルーツジュース、
ビスケット、加工ナッツ、ポテトチップス、ピクル
ス等が世界100か国以上に輸出されており、
アメ
リカ、
カナダ、
イギリス、
日本、オーストラリア、EU
諸国、中東の国々に住むバングラデシュ人は、同
製品の主要な消費者である。

1億6,400万人以上の消費者を抱えるバングラデ
シュの国内市場も急速に成長しており、人々は簡
単に調理ができる加工食品を好むようになって
きている。購買力の急激な増加と急速な都市化
は、特に核家族化を促進し、食品加工産業の成長
にも大きく貢献している。

30億ドルの市場規模
国内総生産（GDP）貢献率

2%

国内需要

30 億ドル

輸出収益
億ドル
2018-19年会計年度

7

輸出先国

100+

関連企業

500+

500以上の企業（主に中小企業）が農産食品加工
に従事しているにも関わらず、本質的に寡占的で
あり、業界は限られた数の大企業によって支配さ
れている。バングラデシュでスパイス、
シリアル、
スナック、菓子、冷凍食品など、
さまざまな製品を
提供する主要なプレーヤーは、Pran Foods、ACI
FOODs、AKiJ Food and Beverage、Kazi Farms、
Golden Harvestであり、Pran Foodsは、世界110
か国に製品を輸出しながら、約200種の製品を生
産している。
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主な
プレイヤー

農産食品加工産業の主な有利性
優先産業の一つであり、バングラデシュ政府は、農
産物と食料安全保障への適切な付加価値を確保す
るために、
ダイナミックな食品加工部門の発展が不
可欠であると認識しており、適切なインセンティブと
支援も期待されている。
同セクターの主な利点は、原材料の入手可能性と多
様な農業気候帯であり、耕作可能面積は845万ヘク
タールにのぼる。
また、バングラデシュには、大規模
な灌漑ネットワーク、内陸水路（約700の河川）、全国
に張り巡らされた道路網も整備されている。

30

845

700

農業気候帯

耕作可能面積

内陸河川

農産食品加工産業の課題
多くの加工食品が輸入されているが、輸入製品だけ
では巨大な国内需要を満たすことはできていない。
また、国内生産の課題として、生産性向上のための
知識不足、技術的専門知識の不足、熟練した人材不
足などが挙げられる。
それに加えて、品質管理、革新的な技術、
コールドチ
ェーン、保管施設・試験施設の不足も以前から課題
として挙げられており、効果的な廃棄物管理やマー
ケティングに関する情報への限られたアクセスも、
同セクターの持続可能な成長に対する主要な障壁
と見なされている。

バングラデシュの農産食品加工産業が世界市場で
競争力を維持するためには、上記の課題を克服す
るための政府、民間部門、海外企業・パートナーによ
る適切に設計されたアプローチと戦略的介入が必
要だろう。
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農産食品加工産業の課題
農産食品加工産業を促進するために、バング
ラデシュの産業省はすでに「農産食品加工産
業促進政策2020」の草案を作成しており、具
体的な目標は下記のとおり。

l

2025年までに同産業に対する50億ドル相
当の新規投資の促進

l

2025年までに同産業における10万人の新
規雇用機会の創出

l

農産物のより良い利用と付加価値を通じ
て、2025年までに国内総生産（GDP）貢献
率を既存の2％から4％へ強化

l

2025年までに国内外の市場における食品加工産
業の競争力を強化するために、BSCICおよびBSFIC
による最低8つの能力開発プロジェクト
（各部門に
最低1つ）を実施

インセンティブ
提案された「農産食品加工産業促進政策2020」
で
は、下記の主なインセンティブを利用する資格を
得るためには、
プロジェクトコストの最低10％を
銀行または金融機関から借り入れる必要がある
と規定されている。
l

l

政府の許可を得て食品加工工場を設置した
企業を対象に非農地査定（NALA）税の免除（5
年間）
新規の食品加工製品に対する政府からの融

資（プロジェクト費用の50％）
（工場、機械、技術
的な土木工事などを含む最大586万ドル）
l

l

既存の食品加工工場を増築・改築に対する政
府からの融資（新規で追加された機会等され
た機器の25％、最大586万ドル）
一次処理センター（PPC）および一次収集セン
ター（PCC）の設置費用に対する政府からの融
資（費用の50％、最大586万ドル）
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l

農業/園芸/乳製品/肉製品のコールドチェーン
の設置に対する政府からの融資（費用の35％、
最大586万ドル）

l

産業用地購入・借用にかかる印紙税・譲渡税
の50％免税。土地/小屋/建物、住宅ローンなど
に対する印紙税の50％免税。

食品加工工場とコールドチェーン設備の構築
に対する政府からの融資（5年間）
（最大234万
ドルの固定資本投資のための融資、年5％利子
）

l

免税インセンティブ

l

l

l

中小企業に対する、商業生産開始日から5年間、VATの100％
が払い戻される。
中小企業の場合、純VATの75％（生産開始から7年間）
または
100％の固定資本投資の実現までのいずれか早い期間に対
するキャッシュバック
大企業の場合、純VATの50％（生産開始から7年間）
または
100％の固定資本投資の実現までのいずれか早い期間に対
するキャッシュバック

前述のインセンティブとは別に、BSCIC経済特区、
ダッカ県・チョットグラム県市街地外の経済特区における農
産食品製造業の発展に対するさらなる支援を提案している。
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SDGsへの貢献
食品加工産業は、食料安全保障と栄養改
善の達成に向けてバングラデシュの発展
を推進し、持続可能な農業を促進してい
る
（SDG2：飢餓をゼロに）
。持続可能な食
品加工産業は、バングラデシュが2030年
までに、土地その他の生産資源や、投入
財、知識、金融サービス、市場および高付
加価値や非農業雇用の機会への確実か
つ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民
族、小規模な家族経営の農家、牧畜家および漁師をは
じめとする、小規模食糧生産者の農業生産性および
所得を倍増させることに貢献する。
（SDG：2、Target 2.3
）。
SDG2に加えて、
この業界は小規模農家に力を与え、
ジ
ェンダー平等を促進し、農村部の貧困を終わらせ、健
康的なライフスタイルを確保し、気候変動に取り組み
、17の持続可能な開発目標のセット内で取り組むその
他の問題に取り組んでいる。

加工食品産業に
参入している日系企業
バ
ングラデシュの農産食品加工業を営む日本企業
もあり、数十億ドル規模の食品会社である
「味の
素株式会社」は、味の素の調味料を販売しており
、現在、バングラデシュの28地区（64地区中）に販
売代理店を持つ。
同産業に進出している日本企業は、下記の通り。
ABEC Bangla Co., Ltd, Chosi Chittagong Food
Corporation, Fukuya Health Food Co., Ltd.,
Hirohama Bd Ltd., Ichiban Life Bangladesh Ltd.,
Japatech Corporation Ltd., JBEC Ltd.,
Miyoshi-Akafuji Enterprise Co., Ltd., Oota Oil &
Food (Bd), Seven Seas Trader, Shuvo Food
Processing Industries.

日系企業に対する農産食品加工産業の優位性
l

l

l

日系企業のパートナー企業としても有力なバングラデシ
ュの地場企業は、現在、
「食品バリューチェーン改善プロ
ジェクト」に伴う5％金利で1億ドル相当のJICA融資を受
けることができる。
30億ドル（8-10％の成長）の国内市場があり、同産業への
投資することにより、日本の投資家はバングラデシュの
数十億ドル規模の加工農業食品市場にアクセスすること
ができる。
日本の食糧不安の解決。世界的に主要な食品輸入国の1
つであるバングラデシュは、日本の食品生産者・加工業
者にとって優れた供給源となる可能性があります。バン
グラデシュ屋内の適切な環境で製造・処理された食品は
、二国間DFQFスキームの下、ゼロ関税で食品を輸入する

ことができる。
l
同産業への投資によって、バングラデシュの7億ドルの
加工食品輸出市場の一部になることができます。
l
バングラデシュでは、20種類の農産物加工製品が現金
インセンティブの対象となっている。
l
.9 億5,000万ドルの急成長している電子商取引市場（E
コマース）は、バングラデシュの農産食品加工業者にと
って、デジタルプラットフォームを使用して、最小限の運
用コストで農業プロセス食品を販売することができる
ため、投資家にとって絶好の機会となる可能性がある。
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パイラ港
バングラデシュには、チョットグラム港、モングラ
港、パイラ港の3港あり、パイラ港は、同国西岸に
位置し、主要港の長さは11km、全面積6,500エー
カー、他2港への貿易負担を軽減することで、バ
ングラデシュの輸出入産業において重要な役割
を担う事が期待されている。パイラ港は、G to G
と外国直接投資（FDI）によって建設が進められ
ており、2013年11月10日に初めて議論され、
2016年にハシナ首相によって、正式にプロジェ
クト開始が決定した。

パイラ港の現状
現在、パイラ港は小規模で運営
されており、2013年〜2018年に
かけて約27台の車両が同港を
利用し、輸送された製品のほと
んどは、石片、セメントクリンカ
ー、浚渫材、工場機械などであっ
た[4]。2016年には、中国からの
商船がパイラ港停泊地に到着し
、パドマ橋プロジェクトのために
5万3,300トンの黒砕石を輸送し
た。

総面積

7,000エーカー

プロジェクト費用

4億6,840万ドル

パイラ港完成予定

2022年

バングラデシュ政府機関

バングラデシュ海運省
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プロジェクト費用の算出と
期間延長による増資
2015年11月、国家経済評議会（NEC）は、初
期インフラ整備の構築に112万8,000万タカ
（約145億4,350万円）を承認した[2]。ただし
、実現可能性調査の欠如と誤ったコスト計
算により、初期推定コストは3倍に膨れ上が
り、398億2,000万タカ（約513億4,059万円）
となった。その後のバングラデシュ工科大
学（BUET）へのヒアリングによると、桟橋と
提案された橋を建設するための推定コス
トは、
さらに84億7,000万タカ（約109億
2,140万円）増額されたとも言われる[7]。
コスト計算の遅れ、ローン契約、用地取得、
贈賄などの問題により、建設の全体的な進
捗が遅れており、例えば、1,200メートルの
多目的ターミナルの費用承認（521億9,000
万タカ/約672億8,515万円）のために延期さ
れている。
インド政府からの融資（494億
6,000万タカ/約637億6,990万円）
とバングラ
デシュ政府からの投資（27億3,000万タカ/
約35億1,985万円）
で進められている。
イギリス企業のHR Wallingfordの実現可能
性調査によると、パイラ港の推定コストは
200億ドル（約2兆1,959億6,000万円）になり
、
プロジェクト完了予定は2021年であった
が、
さらに時間を要すると考えられている。

プロジェクト費用の算出と
期間延長による増資
バングラデシュ政府には、バングラデシュ南部に
パイラ港を基盤とする経済水域建設の意向があ
り[2]、その周辺には、空港、鉄道、経済特区の開発
も予定され、衣料品、製薬会社、石油精製所、セメ
ント工場、水産加工、肥料工場など、
さまざまな産
業の参入が予定されている。
さらに、増大するエ
ネルギー需要を満たすため、
より多くの原油輸入
に貢献し、観光地としての発展も期待されている
。
現在、チョットグラム港湾局（CPA）は、
カルナフリ
川に大型船を収容できておらず、小型船に荷降
ろしをしてから運搬している。パイラ港は潮汐に
依存しておらず、モングラ港やチョットグラム港と
は異なり水深が深いため、大型船の航行可能性
が高い。そのため、荷降ろし時間が短縮され、船
舶の輸送コストは3分の1に削減されると予想さ
れている。
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チョットグラム‐コックスバザール幹線道路整備事業
JICAのウェブサイトによると、チョットグラム・コ
ックスバザール鉄道専用橋建設プロジェクトに
は、国道 1 号線のチョットグラム‐コックスバザ
ール間の主要市街地にフライオーバーやバイ
パス道路等を建設することにより、同区間の交
通の円滑化とマタバリ港へのアクセス向上を図
り、沿線地域の経済発展やバングラデシュの物
流促進に貢献することが期待されている。約
128kmの旅客鉄道路線には[15]、Dohazari,
Satkania, Lohagara, Harbang, Chakaria,
Dulahazra, Islamabad, Ramu, Cox’s Bazarなどの
地域を通る予定となっている
（アジア開発銀行（
ADB）、2019年）
世界最長の砂浜（ビーチ）があるコックスバザ
ールにも、
貝がらの形をした現代的な鉄道の駅

プロジェクト費用総額

20億1,000万ドル

アジア開発銀行からの支援額

2億1,000万ドル

アジア開発基金からの支援額

9,000万ドル

バングラデシュ政府からの出資額

5億1,200万ドル

プロジェクト完了予定

2022年6月

バングラデシュ政府機関

バングラデシュ鉄道省

が建設される予定になっており、その他にも大橋4
橋、中橋39橋、小橋（カルバート）145橋を建設する
計画である。

プロジェクトの進捗
新型コロナウイルスの影響により、建設機械
の移動が難しくなったため建設工事が遅れて
おり、
また用地取得手続きの煩雑さも建設工
事を遅らせる原因となっている[6]。鉄道省（
Minister or Railways）によると、2020年4月まで
に鉄道プロジェクトの38％が完了しており、そ
の後2020年6月以降の都市封鎖（ロックダウン
）緩和によりさらに建設工事が進み、鉄道大臣
Nurul Islam Sujan氏は、声明の中で、2020年9
月までに橋と小橋（カルバート）の約90％の建
設工事が完了したと述べた。これまでのとこ
ろ、
フィールドワークの60％が完了し、残りの

タスクは2021年3月までに完了する予定であ
る。チョットグラム・コックスバザール鉄道専用
橋建設プロジェクト全体の56％が完了し、
2022年6月までに完了する予定である。
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経済効果
バングラデシュ政府は、社会経済開発の
ために、
ダッカ県、チョットグラム県、
コ
ックスバザール県で、
より速く安全な交
通網を構築したいと考えており、チョット
グラム・コックスバザール鉄道専用橋建
設プロジェクトは、
この構想の実現に大
きく貢献すると期待されている。チョット
グラム県からコックスバザール県への
移動時間は4時間短縮され、
ダッカ県か
らチョットグラム県までの移動時間はわ
ずか1時間であると検討されている。現
在、
ダッカ県からコックスバザール県ま
での移動時間は12時間であり、同プロジ
ェクトの完成により、移動時間は半分以
下の５時間に短縮されることになる。
チョットグラム・コックスバザール鉄道
専用橋建設プロジェクトは、2024年から
年間290万人の乗客を予測しており、ハ
シナ首相は、同プロジェクトに基づいて、
ダッカ県からコックスバザール県に高速
観光列車を導入することを計画してい
る。今後、
より多くの観光客がコックスバ
ザールを周回する観光スポットを訪れ
ることができるようになるだろう。
さらに
、同プロジェクトは、港町のチョットグラ
ム県と首都ダッカ県、その他バングラデ
シュの地方都市との交通網を強化し、
ア

ジア横断鉄道（TAR）の計画によると、同プロジェクトはマ
タバリ港湾地域とミャンマー国境沿いにまで拡大される
予定となっており、港湾における輸出入のプロセスもよ
りスムーズに行われることが期待されている。
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マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業
マタバリ超々臨界圧石炭火力発電計画は
、バングラデシュ南東部チッタゴン管区マ
タバリ地区に位置する。同発電所は、それ
ぞれ600メガワットの発電能力を持つ2基
の発電設備が計画されており、総面積は
1,500エーカー。同メガプロジェクトの建
設工事は、JICAとの融資契約が締結され
たのち2017年に開始され、バングラデシ
ュで増大する電力需要に対応できるよう
計画されている。バングラデシュの電力
消費量は、2021年に20,000メガワットに
達すると予測されている。
マタバリ超々臨界圧石炭火力発電所は、
これまでバングラデシュで行われてきた
天然ガスを使用してきた発電所の代替供
給源として重要な役割を果たすことが期

Estimated cost
Capacity
JICA fundinng
Government of Bangladesh
Date of completion
Implementing authority

$4.23 billion
1,200MW
$3.4 billion
$579.5 million
2023
Coal Power Generation
Company Bangladesh
Limited (CPGCBL

待されており[9]、同発電所の電力能力は、同国の
電力需要の10％を満たすと予想されている。

48

環境への影響
石炭火力発電所は、環境（特
に空気、水、騒音、熱汚染・熱
公害など）に大きな影響を及
ぼし、同発電施設の稼働によ
る大気汚染により、約3万人が
死亡すると推定される報告も
ある。死亡原因の予想には 、
慢性閉塞性肺疾患4,100人、虚
血性聴覚疾患7,000人、呼吸器
感染症2,900人、肺がん1,300
人、脳卒中6,400人などが挙げ
られている。

Construction work of Matarbari Power Plant

の報告によると、マタバリ超々臨界圧石炭火力発電計
画による環境への被害を最小限に抑えるために、いく
つかの取り組みが取り上げられており、大気汚染防止
システム、騒音管理、水の再利用、排水廃水処理、熱公
害防止、廃棄物管理、取水構造などに取り組むことが
明記されている。

その一方で、バングラデシュ
石炭火力発電会社（CPGCBL）

ハズラット・シャージャラール国際空港拡張事業（第3ターミナル）
ハズラット・シャージャラール国際空港拡張事業（第3
ターミナル）は、2017年10月24日に国家経済評議会（
ECNEC）によって承認された。ハシナ首相は、2019年12
月28日にダッカ空港拡張の建設工事開始を宣言して
いる。
ターミナルビルの床面積全体は225万sqft（約20
万9,031㎡）
であり、現在のターミナルの2倍以上となる
。第3ターミナルは、登録建築家でありシンガポールの
CPG Corporation（Private）Limitedの代表を務める
Rohani Baharin氏によって設計された。

Estimated cost

$2.51 billion

JICA Funding

$1.89 billion

Government of Bangladesh

$618 million

Date of completion

Implementing authority

June 2023
Ministry of Civil
Aviation and Tourism
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プロジェクトの概要
l
l

l

l

24箇所の搭乗ブリッジ（12箇所は第１期で建設予定）
115箇所の出口カウンター（15箇所のセルフチェックカウン
ター含む）
66箇所の出入国管理カウンター（10箇所の自動出入国管理
カウンター含む）
59箇所の到着入国管理デスク
（5箇所の自動チェックインカ
ウンターと19箇所のチェックイン到着カウンターを含む）
と
16本の到着手荷物ベルト[4]

l

35機分の航空機置き場

l

輸入貨物置き場（35,863㎡）

l

輸出貨物置き場（27,144㎡）

l

Diagram of Dhaka International
Airport 3rd Terminal

ダッカ高架高速道路とメトロレールを結ぶ地下道路とフラ
イオーバー

プロジェクトの進捗
民間航空観光省のMahbub Ali国務大臣に
よると、空港用地取得が完了し、杭打ち作
業が進められており、2020年の時点で、
3,000本のうち464本が設置されている。
ま
た、新型コロナウイルス の影響により工事
が1日でも遅れたことはなかったと述べて
おり、建設労働者は健康安全対策を維持

しながら、建設工事を続けていた。2019年
に着工開始した空港プロジェクトは、2020
年8月までに6.4％の工事が完了しており、
2023年6月の完成を目指している。
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第3ターミナルの重要性
バングラデシュのフライトは大幅に増加し
ており、世界銀行の統計によると、1996年
〜2009年にかけて、
シャージャラール国際
空港を利用した乗客は年間平均141万人
であった。2010年の航空旅客総数は190万
人であったが、2018年には598万人に劇的
に増加している。
このような状況の中で、近
代的な設備を備えた国際標準の空港ター
ミナルを建設することが求められており、
同プロジェクト完了により、空港当局はター
ミナルから年間1,200万人の乗客にサービ
スを提供できるようになる。民間航空観光

省のMahibul Haque上級書記によると、
ダッカ空港の第3ターミナルには、近代
的な設備を備えた輸出入貨物置き場
を設置する予定であり、空港施設の大
部分が自動化される。高架道路や高架
道路の施設は、空港からの交通渋滞を
減らすのに役立ち、乗客は第3ターミナ
ルを快適に利用できると期待されてい
る。
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衣 Fashion
日本人が選んだ、現地の素敵な洋
服屋さん Nice local fashion store
chosen by the Japanese people

民族衣装 Traditional Cloth
現地の民族衣装は、女性
用がサロワカミューズ、
男性用がパンジャビと呼
ばれている。サロワカミ
ューズは、女性用の民族
衣装で、
ワンピース、
ズボ
ン、
ストールの３点セット
である。価格帯は様々で、
3点セットで1,000タカ〜
3,000タカが相場である。
現地の小売店で購入す
る際には、交渉力が重要
な鍵を握り、言い値の半
額くらいから始めて、納
得のいく価格で購入する
のがバングラデシュの習
慣である。商品を選定す
るときに、あらかじめ購
入価格を自分の中に設
定してから交渉すると、
購入するかどうかの基準
となって良いかもしれな （サロワカミューズ店の店員さん 撮影：福嶋）
い。

バングラデシュ滞在経験のある日本人に聞いた「よく行く洋服屋さんラン
キング」では、ダントツ１位でAarong（https://www.aarong.com/）が選ば
れている。Aarongは、世界最大のバングラデシュ現地NGOであるBrac（
http://www.brac.net/）が運営しており、農村部で農業を営む女性の収入
源を増やすため、手工芸を教え、職人として少しでも収入を得られるように
設立された会社である。1978年の創業以来、現在ではバングラデシュ全土
に 13 のセンターと 541 のサブセンターを構え、32万人以上の職人が
Aarongの商品を生産している。

男性用民族衣装のパンジャビも、サロワカミューズ同様にワンピー
スのような丈の長い上着に、ユルっとしたズボン（パイジャマ）を合
わせて着る事が多いが、ジーンズやジャージと合わせて着こなす現
地人の姿も良く目にする。
また、
ストールを巻くとオシャレ感アップ。

（テジガオン地区にあるAarong新店舗 撮影：福嶋）

よく行く洋服屋さんはどこですか？
Aarong
現地の民族衣装を売っている小売店
道端の洋服売り屋台
Yellow
Astorion
Chondon
行かない
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

（出典：アンケート調査より
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日本人御用達！よく行く洋服屋さんリスト
ブランド名・URL

主要店舗名・住所

1

Aarong
(https://www.aarong.
com/)

Tejgaon Multi-Brand Outlet
(210/B Tejgaon - Gulshan Link Road,
Dhaka - 1208)
Tel: +880-2-48811239 & 48811221

10am – 8pm

有

2

Artisan
(https://artisan-outﬁtte
rs.com/)

Artisan Gulshan 2, Dhaka
Putul House Ground Floor NJW, Kemal Ataturk
Ave, Dhaka 1212, Phone: 02-9895695

9.30am-9.30pm

無

海外向けの衣料品が多く
扱われており、
日本人にも
人気のブランドの一つ。

Jatra a journey into
craft
(https://www.facebook.
com/JatraWorld/)

2nd ﬂoor 60, Kemal Ataturk Avenue, Banani,
Banani Model Town, 1213, Bangladesh.
01731818268

10am-9pm

無

カラフルな製品が多く、雑
貨などは見ているだけで
も気分が高まる。屋上には
おしゃれなカフェも。

Aranya
(https://www.aranya.co
m.bd/shop/)

Floor 2nd, Plot 60, Sector 9,
Sonargaon Janapath, Uttara, Dhaka 1230,
Bangladesh, Phone- 01715502215

3

4

Flagship Showroom
60 Kemal Ataturk Avenue
Block E, Banani, Dhaka 1213, Bangladesh
Phone- 01787659277

営業時間

オンライン・
ショップ

NO.

9:30AM-8:30PM

有

備考
現地の手工芸品なども売
られており、
日本へのお土
産の調達に最適。

エシカル製品の取り扱い
店舗。
自然由来の染色技
術で高級感のある落ち着
いた民族衣装を提供。生
活雑貨も一部取り扱いあ
り。

5

Yellow
(https://yellowclothing.
net/)

House# 15(CEN), Road Number 103, Pink City,
Gulshan Ave, Dhaka 1212
Phone: 02-8881376

10:30AM–7PM

有

スタイリッシュな民族衣装
が手に入るブランド。現地
大手製薬会社が運営。

6

Sailor
(https://www.sailor.clot
hing/)

NINAKABBO, 227/A, TEJGAON I/A,
TEJGAON- GULSHAN LINK ROAD,
TEJGAON, DHAKA-1208
+88 01777-702000

10AM–8PM

有

民族衣装や洋服、子ども服
などを豊富に取り揃えた
おしゃれブランド。店舗に
よってセール品が異なる。

7

Astorion
(https://astorionclothin
gstore.weebly.com/)

Artisan Gulshan 2
Address: Putul House Ground Floor NJW,
Kemal Ataturk Ave, Dhaka 1212
Phone: 02-9895695

9:30AM–9:30PM

無

海外向け衣料品などが扱
われ、清潔感のある店舗。
男性に人気のブランド。

8

New Market
(https://www.facebook.
com/new.market.bd/)

New Market, Dhaka-1205

10AM–8:30PM

無

あらゆるものが安価に手
に入るバングラデシュ最大
級の洋服・生活雑貨市場。

Chondon
(https://www.facebook.c
om/chondondhaka/sho
p/?ref_code=view_shop
_cta&ref_surface=page)

Road 103, Plot 9, Gulshan 2 (6.95 km)
1212 Dhaka, Dhaka Division, Bangladesh
+88 01552-379735

10AM–8PM

無

カラフルな民族衣装や石
鹸などを取り扱っており、
伝統的なアクセサリーも
豊富。

10AM–8PM

有

モノクロの製品が手に入
る民族衣装取扱店。小物
も白黒デザイン。

9

10

Sada Kalo
(https://sadakalo.net/)

House # 61, Block # B(2nd ﬂoor) Road # 3,
Niketon, Gulshan-1 Dhaka-1212, Bangladesh
+88029898135
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縫製大国ならでは、洋服マーケット

オーダーメイド文化 Order Made

A Clothing Market Unique to
a Sewing Powerhouse

道端で洋服を売っている屋台や一部の洋服屋さんでは、掘り出し物
のブランド品が安く手に入ることもある。様々な理由（作りすぎ、オー
ダーのキャンセル、粗悪品など）
で輸出できなかった衣料品が売られ
ており、現地の民族衣装だけでなく、
ヨーロッパや日本に輸出予定だ
った洋服を調達できるため、
日本から衣類を持ってこなくても良いだ
ろう。
ブランド品を安価に購入できるのは、縫製大国として知られる
バングラデシュの便利なところかもしれない。

例えば、女性用の民族衣装のサロワカミューズの販売方法は、①すでにサ
イズ毎に縫製されている完成品、②自分の体型に合わせて仕立てられる半
成品、③生地を購入して体型に合わせて仕立てられる場合の3つに分類さ
れる。現地では、オーダーメイド文化が根強く、半成品や生地を購入して、地
元の仕立屋さん（テーラー）で仕立ててもらうことが多い。仕立屋さんで寸
法を測ってもらうこともできるが、自分の体型に合ったサイズの服を見本と
して持参すれば、そのサイズと同じサイズで仕立ててくれる。自分にピッタリ
な着心地なため、完成品の購入よりも時間はかかるが、
こだわりのある服を
着て過ごす時間も楽しい。男性の場合は、民族衣装や洋服の完成品を購入
する場合も多いが、生地を購入して、スーツやシャツ、スーツ用ズボンなど
を仕立ててもらうこともある。日本のオーダーメイドスーツよりも手頃な価
格で注文できるため、一度試してみる価値あり。

（洋服マーケット 撮影：福嶋）

食 Food
食材 Food
スーパーマーケットがここ10年ほどで普及し始めたバン
グラデシュ。
グルシャン・ボナニ地域以外にも、一部の農
村部でスーパーマーケットを見かけるようになった。
ダッ
カ市内在住の日本人がよく行くスーパーマーケットや利
用しているオンライン・ショップは下記の通り。

（道端の仕立屋さん 撮影：福嶋）
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主なスーパーマーケット一覧
NO.

1

2

3

4

5

主要店舗名
・住所

営業時間

オンライン・ショ
ップURL

ユニマート
（Uni Mart）

バングラデシュの現地財閥企業ユナイテッド・グ
ループ（United Group）傘下のスーパーマーケッ
ト。
グルシャン・ボナニ地区では最大級のスーパ
ーマーケットであり、現地の食材や輸入品など、
幅広く手に入る。同建物の上階にはフードコート
も完備されており、買い物をした後に家族や友
人とゆったり過ごせる環境が整備されている。

Gulshan
Address:
Gulshan Centre
Point, Dhaka
1212.
Phone:
01955-550000

9AM‒10PM

https://www.unimart.online/

ショプノ
（Shwapno）
（ベンガル語で「夢」の意）

バングラデシュ全国に約150店舗を構える同国
最大のスーパーマーケット店舗数を誇る。運営は
現地財閥企業のACI（https://www.aci-bd.com/our-businesses/retail-chain-shwapno.html）が行っており、農家との強く幅広いネッ
トワークが特徴。
スーパーマーケット市場シェア
は45%を占める。ACI自社製品の取り扱いが多い
が、
その他ブランドの製品も取り扱う。食品以外
にも日用品や化粧品、衣類なども販売している。

Gulshan
Address: Hosna
Center, Plot-6,
109, Road No:
SW(H, Gulshan
Ave, Dhaka
1212.
Phone:
08802-16469

グルシャン・ファームゲート・ミルプールなど、
ダ
ッカ圏内の主要地域に大きな店舗を構えるスー
パーマーケット。現地で製造されたものが中心
に置かれているが、輸入製品もあり。

Gulshan
37, RM Center,
Plot-5, 101
Gulshan Ave,
Dhaka 1212
09612-311166

韓国製品が手に入るお店で、食品以外に文房具
や生活用品など幅広く取り扱っている。
日本食用
の調味料や豆腐なども手に入る。

Banani
House 114,
Block E, Road No
12, Dhaka,
Bangladesh
Phone:
01752-721901

9:00 am 8:00 pm

Banani
House.
134,Road
No.112,Block-E,
Banani,Dhaka
-1213
Phone:
+88-02-985941
2,
Mobile:
+88-01796268
444

9AM‒9PM

会社名

アゴラ
（Agora）

コリアン・マート
（Korean
Mart）

ソウル・マート
（Soul
Mart）

会社概要

韓国製品が手に入るお店。
コリアン・マートより
も規模が小さいが、
ここでしか手に入らない製品
もある。

8AM‒10PM

08:30 - 22:00

https://www.shwapno.c
om/

https://agorasuperstores.com/

NA

https://seoulmart.co
m.bd/
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NO.

6

7

8

9

会社概要

主要店舗名
・住所

ジャーマン・ブッチャー
（German Butcher）

主にソーセージなどの加工肉や生肉を店舗で、
豚肉も手に入る。野菜や輸入製品なども取り扱っ
ている。

House 1, Road
54/A, Gulshan 2,
Dhaka | Tel: (02)
8837753,
8837754 | Mob:
01911080825,
01404009000 |
E-mail:
germanbutcher
bd@gmail.com

チャールダール
（Chaldal）

現地スタートアップ企業の一つで、海外からの資
金調達にも成功している現地企業。バングラデシ
ュ最大のEコマースサイトといっても過言ではな
い。配達地域は、
ダッカ県内（オールドダッカ地区
の一部を除く）はカバーされているため、
ダッカ
県にお住まいの方なら、
どこに住んでいても配達
してくれる。

実店舗なし

自然食品や食の安全に配慮した食品を提供する
現地スタートアップ企業の一つ。オンライン販売
以外に店舗販売も行っており、農家との直接契約
で販売しているスパイスや蜂蜜などの食品が並
ぶ。

Khaas Food
Gulshan, K-72,
Tower, 4 C Gazi
Ln, Dhaka 1212
+88
01730-715059

会社名

カシュフード
（
Kaashfood）
（カシュは、ベンガル語
で「ススキ」の意）

フードパンダ
（Foodpanda）

2021年に日本上陸したオランダ発のフードデリ
バリー企業。高級レストランから現地のローカル
フードまで、幅広い店舗の取り扱いがあり、おう
ちで気軽にレストランの味が楽しめる宅配サー
ビスを提供。

実店舗なし

営業時間

9:00 am - 8:00
pm

24 時間

9AM‒9PM

24時間

オンライン・ショ
ップURL
https://germanbutcherbd.com/?fbclid=IwAR27E7Tocnbq5wIh̲msh8YRK2IfoK01yNw0
yNuj̲xF-CNr05ykw6hr̲6
HDU

https://chaldal.com/

https://www.khaasfood.com/

https://www.foodpanda.
com.bd/?gclid=Cj0KCQj
wweyFBhDvARIsAA67M
73u1pTcKZ̲6V3Ue-ANU
3yk5HX8J̲3GCWzYY̲b5
8Bgs8C65i6Y9lpmEaAsP
YEALw̲wcB

飲料水 Drinking water
水道水は飲料用ではないため、ペットボトルの水を購入したり、定期的に飲料水の宅配サービスを行ってくれる業者に発注し
たり、フィルターの設置が必要となる。
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主な飲料水提供企業一覧
会社名

NO.

1

Japatech Cleaning
Service Ltd.

2

Alpine Fresh Water
System Limited

URL

Shishir Water (YY
venture Limited)

3

連絡先

https://japatechbd.net/water-puriﬁer/

Tel: +880-28415-823, or
-926
E-mail:
info@japatechbd.com

https://www.alpinefreshwater.org/

Tel: +880-1711-615625,
58151336(Hunting),
58152122
Email:
f.alpinefresh@gmail.com

https://www.shishirwater.com/#!/up

お酒 Alcohol
イスラム教徒が国民の90％以上を占めるバングラデシュで、お酒はあまり
容易に手に入らない。また、
レストランによっては、酒類の持ち込みOKな場
合もあるが、個室などの特定の席に案内されることも多い。2019年に政府
によるカジノの摘発が盛んに行われていたこともあり、カジノ摘発以降、お
酒の持ち込みが厳しくなっているレストランもある。お酒の購入は、下記の
取扱店舗・機関から行われている。Oﬀ Shopでは、バングラデシュ国産ビー
ルのハンター（Hunter）も手に入るそうだ。
お酒はどこから購入していますか？

Tel: +880 1308986396
Email: info@yy.ventures

住所
Flat #6, House #124,
Lane #1, DOHS,
Baridhara,
Dhaka-1206,
Bangladesh

その他

事務所や家庭の清掃サー
ビスも提供。

35/2, Monipuri para
(4th & 5th ﬂoor),
Gate-2, Sangsad
Avenue,Dhaka
1215, Bangladesh
9th ﬂoor, Grameen
Telecom Bhaban,
Zoo Road, Mirpur 1,
Dhaka, Bangladesh

ダワット
（おうちご飯のお誘い）
Dawatto
バングラデシュの人々は、お客さんを自宅でもてなす「ダワット」
という文化
を大切にしている。家で一緒に食べると安く美味しくたくさん食べられる。
また農村部はレストランも少なく、お客さんを喜ばせるために家に来ても
らうのも、一緒に時間を過ごして家で食べるだけではないのが良い。お話
が大好きなバングラデシュ人は、ダワットのあとで人に話すことがあり、ど
んな家かみたいし、
どんな人がきてくれたかなどが話題になることもある。
現地の人がダワットに招待してくれた時には、是非、おうちに遊びに行くと
喜ばれるだろう。

STL
H. Kabir & Co., Ltd.

29%
2%
2%

免税店
Gulshan F.L. Oﬀ shop

46%

Tosbond
Local shop

2%

Nordic Club
Gulshan club

3%
3%
3%

買ったことはない

10%
（出典：アンケート調査より）

ワンポイントアドバイス
現地では手土産に旬のフルーツや
ミスティ
（バングラデシュの伝統的
な甘いお菓子）、ソフトドリンク等を
持って行く事が多く、手ぶらで遊び
に行くよりも、簡単な手土産を用意
しておくとさらに喜んでもらえる。日
本のお菓子や文房具などのお土産
も喜ばれるだろう。

（バングラデシュの定番ミスティ 撮影：福嶋）
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外食 Restaurant
よく行くレストランはどこですか？

3%

2%

1%

1%

4%

1%
10%

4%

4%

22%
7%
8%

14%
8%

Izumi

Koreana

ICHI
Bamboo Shoot

Sushi Tei
EI Toro

Bistro E

Sura

Nagasaki
Lucknow

American burger

Soi 71

Others

Bangladesh dokan

Chows

11%

（出典：アンケート調査より）

日本食レストラン一覧 List of Japanese Restaurant
NO. レストラン名

URL

連絡先

1

Izumi

https://www.faceboo
k.com/izumiBD/

01933-446677
Highlights info row image
Contact Izumi on Messenger
Highlights info row image
www.izumi.com.bd

2

Ichi

https://www.faceboo
k.com/ICHI.Banani/

01759-317926
ichibanani.com

3

Nagasaki

https://www.facebook.c
om/Nagasaki.Japanese.
Restaurant/?ref=py̲c

4

Sushi Tei

https://www.faceboo
k.com/SushiteiBD/

5

Tokyo Express

https://www.facebook.c
om/ILoveTokyoExpress

01921-802477
nagasakiajisai.wixsite.com/Nagasaki.
01999-030415
Phone: 01713-058888
Order: foodpanda.com.bd
www.sushiteibd.com
01776-009911
Order: foodpanda.com.bd

住所
House 24, Road 113 Gulshan-2,
Dhaka City Bangladesh.

House # 32, Road # 11,
Level # 2,Banani, Dhaka
House - 13, Road -7 /D,
Sector #9 Uttara, Dhaka -1230,
Bangladesh.

営業時間
12:00 PM - 2:00 PM
6:00 PM - 10:00 PM

Always open
Monday: 12:00 - 14:00

House-21, CEN(E), Road-112,
Gulshan-2 (5.20 km)
1212 Dhaka, Dhaka Division,
Bangladesh.

12PM‒12AM

House 16B, Road 112, Gulshan 2
• Dhaka, (6.74 km)
1212 Dhaka, Dhaka Division,
Bangladesh

12:00 - 03:00
12‒11PM

10
多国籍レストラン一覧 List of International Restaurant
URL

連絡先

Bamboo SHoot

https://bamboo-shoo
t.business.site/

01781-923965

1st Floor, RM Center, 101
Gulshan Ave, Dhaka 1212

2

Bistro E

https://www.faceboo
k.com/bistro.e.bd/

01799-337700
www.bistro-e.com

Bay's Edgewater, 1st Floor,
NE(N) 12, North Avenue,
Gulshan 2 (7.33 km)
1212 Dhaka, Dhaka Division,
Bangladesh.

3

Lucknow

4

Soi 71

5

Chows

6

NO. レストラン名
1

https://www.facebook.
com/LucknowDhaka/

01874-050405
Order: foodpanda.com.bd

http://www.soi71.net
/contact-us

01730315706
nashra@soi71.net
soi71.net

https://www.faceboo
k.com/chowsdhaka/

Koreana

https://www.faceboo
k.com/bdkoreana/

7

El Toro

https://www.facebook.c
om/pages/category/Me
xican-Restaurant/El-Tor
o-Mexican-Restaurant-4
31284914087132/

8

Sura

https://www.faceboo
k.com/SuraKoreanRes
taurantDhaka/

9

10

住所

60 E Kemal Ataturk Avenue,
Banani (7.05 km)
1213 Dhaka, Dhaka Division,
Bangladesh.

営業時間
12‒10:30PM

08:00 - 23:00

12:30 - 15:00,
18:00 - 21:30

House 11/A, Road 48, Gulshan 2
Dhaka 1212.

12:00 PM to 10:00 PM

Menu: chowsbd.com
Phone: 01730-644444
Order: foodpanda.com.bd
www.chowsbd.com

Plot 6, Rd19A, Block E,
Banani (6.81 km)
1212 Dhaka, Dhaka Division,
Bangladesh

Always open • Pick-up,
Delivery, Online
services.

01621-212334
www.bdkoreana.com

Road 123, House 22,
Gulshan 1 (6.13 km)
1212 Dhaka, Dhaka Division,
Bangladesh.

11:00 - 22:30

01717-040005
Contact El Toro Mexican
Restaurant on Messenger
www.eltorobd.com

RD # 36. H # 9.
Gulshan - 2. (6.87 km)
1212 Dhaka, Dhaka Division,
Bangladesh.

11:30 - 22:30

02-8821043
Phone: 02-9843042

HOUSE NO 32,ROAD NO43,
GULSHAN NO2
1212 Dhaka, Dhaka Division,
Bangladesh

12‒3PM, 6‒10:30PM

Amarican Burger

https://www.faceboo
k.com/pages/categor
y/Burger-Restaurant/
American-Burger-221
913228018665/

01749-221814

Gulshan 2 round (7.12 km)
1212 Dhaka, Dhaka Division,
Bangladesh

08:00 - 23:45

Ginza

https://www.faceboo
k.com/GinzaBD/

01791-406080

4th Floor, Point 11, House # 25,
block # H, Road # 11 (6.73 km)
Banani Model Town.

12:00 - 23:00
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よく行くカフェはどこですか？

6%

2%

Norty End Coffee Roasters

4%

Holey
Bistro E

5%

Crimson Cup

50%
5%

The Coffee bean & tea leaf

13%

Butlers chocolate café
Art Café

15%

Others
（出典：アンケート調査より）

Othersの中には、
「Cream de la Cream」
「Bangla Boi」
「Groria Jeans Coﬀee」やホテルのカフェを利用する方や道端にある喫茶店（チャエルドカン）でお茶を楽しむとの
回答も。

カフェリスト

NO.

会社名

1

North End Coﬀee
Roasters

2

Holey

3

Bistro E

4

URL

連絡先

主な店舗名・住所

営業時間

https://www.facebook.c
om/NORTHENDcoﬀee/

01313-361600
www.northendcoﬀee.com

https://www.facebook.c
om/bistro.e.bd/

01799-337700
www.bistro-e.com

Bay's Edgewater, 1st Floor, NE(N)
12, North Avenue, Gulshan 2
(7.33 km), 1212 Dhaka.

Crimson Cup

https://www.facebook.c
om/crimsoncupdhanm
ondi/

01788-609654
www.crimsoncup.com.

Dhanmondi Road 27 (5.31 km)
1209 Dhaka.

08:30 - 00:00

5

The Coﬀee Bean
& Tea Leaf

https://www.facebook.c
om/coﬀeebeanbanglad
esh/

09638-995995
01721-046885
www.coﬀeebean.com.bd

Plot# 11A Road# 117 Gulshan-2
(6.48 km), 1212 Dhaka.

08:00 am - 01:00pm

6

Butlers Chocolate
Café

https://www.facebook.c
om/butlersbd/

01740-651559
www.butlerschocolates.com

175 Gulshan Avenue, Gulshan 2
(7.81 km), 1212 Dhaka.

11:00 - 02:00

7

Art Cafe

https://www.facebook.c
om/artcafedhaka/

01874-050404
www.bengalexpressbd.com

TAJWAR CENTRE, H- 34, R- 19/A,
BANANI, DHAKA 1213 (7.02 km)
1213 Dhaka.

53 Gulshan Ave, Dhaka 1212.

7AM‒11PM

08:00 - 23:00

09:00 - 21:00

12
現地の道端の喫茶店（チャエルドカン）は、現地の人々のしゃべり場として好まれ
ている。お茶屋さんでお茶を飲んでいる時には、政治・社会・家族・スポーツ・教
育など様々なトピックについて知り合いでも、見知らぬ人とでも心を開いて話を
する機会として大切にされている。また、外国人に対する現地の人々の関心は特

に高いため、個人的な情報も質問（名前、国籍、住所、家族、結婚歴、職業など）を
される場合がある。あまり答えたくない質問には、
「またの機会に（ポレ ボルボ）
」
と言って回避することもできる。

バングラデシュ人のお茶の飲み方
Tea Time in Bangladesh

ベンガル料理とかんたんレシピ
Bengali Food and Simple Recipes

バングラデシュでは、おやつの時間を2回設ける企業も多く、バングラデシ
ュ人の慣習からお茶タイムが設置されている。お腹が空くということもある
が、
リフレッシュの時間としてお茶を飲む場面もあるだろう。また、お客様に
もお茶を出す習慣がある。家でお茶を飲むこともあるがチャドカンでお茶
を飲むことも多い。新型コロナウイルスの影響で、最近では使い捨てカップ
を使うお店も増えてきている。農村部ではあまりお茶を飲まないそうだが、
お客さんがくる時にはお茶を出すし、都市部からのお客さんはお茶を飲む
習慣があると知っているため、もてなすためにお茶を振る舞う。農村部でガ
スがない時代には、薪でお茶を沸かすのが面倒だったこともあり、都市部
でのお茶文化が発達してきたのではないかとも言われている

簡単に美味しくバングラデシュの家庭の味をご自宅で！今回はご飯のおか
ずを2人前のレシピでご紹介。
バングラデシュのお袋の味、お豆スープ

（撮影：福嶋）

（バングラデシュの喫茶店「チャエルドカン」撮影：福嶋）

＜材料＞
レンズ豆またはムング豆 250g
玉ねぎ（細切り） 4個
にんにく
（みじん切り）2個
青唐辛子 2本
塩 適量
ターメリック 適量
カモミール 2粒程度
クミン粉末 適量
クローブホール 5粒程度
油 大さじ4（好み）

1)
2)
3)
4)
5)

レンズ豆またはムング豆（両方一緒に入れても
GOOD）を洗う

玉ねぎを細切りに切り、にんにくをみじん切りに切る
豆以外の全てのスパイスを油で炒める

玉ねぎが茶色くなったら、豆と水を入れ蓋をして煮込
む（水の量は豆に対して2〜3倍が目安）

豆が煮崩れするくらい柔らかくなったら、塩で味を整
えて完成
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朝ごはんの定番、ベンガル風マッシュポテト
＜材料＞
じゃがいも 2
個
玉ねぎ 1個
青唐辛子 1本
パクチー 2本
（好み）
塩 小さじ1（
好み）
菜種油（マスタ
ードオイル）
小さじ2（好み）

＜レシピ＞

1) じゃがいもの皮
をむき、柔らかく
なるまで煮る
2)

玉ねぎを細切り
にし、青唐辛子
を細かい小口切
りにする

3) じゃがいもがゆ
であがったら、ボ
ウルに入れる
4)
5)
6)

手のひらやヘラ
などで、
じゃがいもをなめらかに潰す

その他の材料を入れ、なめらかによく混ぜる

塩加減や辛さ加減を調節し、ボールのように形を整えたら出来上がり

＜アレンジ＞
青唐辛子の代わりに乾燥赤唐辛子（鷹の爪）を使うと良い香りがして美味しい。鷹の爪は、フライパンに油をしいてゆっくりと炒め、黒ずむ前に油からあげて、下
ごしらえしておく必要がある。

イタリア風おかず？トマトボッダ
＜材料＞

トマト 小さめ4個
（大きめなら2個）
玉ねぎ 2個

青唐辛子 1本
塩 適量

パクチー 2本

菜種油（マスタード
オイル） 小さじ1

＜アレンジ＞

＜レシピ＞
1)

玉ねぎを細切りに切り、青
唐辛子を細かく小口切り
にする

2) トマトを茹でる

3) トマトが柔らかくなったら
、ボウルに移し、冷やす
4) トマトが冷めたら、その他
の材料をすべてボウルに
入れ、手やヘラなどでしっ
かりもみ混ぜて完成

青唐辛子の代わりに乾燥赤唐辛子（鷹の爪）を使うと良い香りがして美味しい。鷹の爪は、フライパンに油をしいてゆっくりと炒め、黒ずむ前に油からあげて、下
ごしらえしておく必要がある。
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日本でも簡単に、
オクラ炒め
＜材料＞

オクラ 10本
玉ねぎ 2個

青唐辛子 2本

ターメリック 小さ
じ半分
塩 適量
油 適量

＜レシピ＞
1)

2)
3)
4)

オクラをさっと洗い、薄切
りにし、玉ねぎを薄切りに
切る

油をフライパンで熱し、オ
クラを入れて炒める

オクラが乾燥し始めたら、
その他の材料を全て入れ
て炒め合わせる

時々混ぜながら味を整え、
全体に火が通れば完成

カレーの定番！チキンカレー
＜材料＞
鶏肉 1羽
玉ねぎ 2個
にんにく 2個
生姜 1かけ
シナモン 1かけ
クミン（粉末） 小さじ1
カモミール 4粒
クローブホール 5粒
黒胡椒 4粒
赤唐辛子（粉末） 小さじ1（好み）
塩 大さじ2
油 大さじ4

＜レシピ＞
1)
2)

玉ねぎを細切りに切り、にんにくと生姜をみじん切りにする

鶏肉は丸ごと骨つきをぶつ切りにし、ターメリック、塩、赤唐辛子（粉末）で
和えてしばらく置いておく

3) フライパンで油を熱し、玉ねぎを炒める
4)
5)
6)
7)

玉ねぎが茶色くなったら、②の鶏肉を入れて軽く炒める

鶏肉に軽く火が通ったら、その他のスパイスをすべて入れて、強火で水分
を飛ばす
水分が少なくなったら、鶏肉全体が浸るくらいの水を入れて煮立てる
鶏肉に火が通ったら、味を整えて完成
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住
住居探し Finding a Residence
「To-Let」の看板があるところが貸出中の物件。直接大家さんと交渉して賃
貸契約を締結しても良いが、不動産業者や職場の同僚などに手伝ってもら
うと面倒な手続きなども心強い。悪徳不動産業者もいるため、不動産業者
を探すときにも信頼できるパートナー企業を見つけることも大切。

インターネット環境
Internet Environment
Wi-Fiを契約し、自宅に設置しておくと自宅待機中や在宅勤務中に便利であ
る。インターネット接続現地企業はいくつかあるが、サービス料と接続環境
にあまり相関関係はないのか、高額な契約をしても接続が悪い場合もある
ようだ。

家具・電化製品
Furniture/ Electrical Appliances
バングラデシ
ュに は 、地 場
企業で電化製
品等を製造し
ている企業が
いくつかあり、
最 大 手 は「ウ
ォ ル ト ン（
Walton）
（
https://waltonbd.com/）
」である。ウォ
ルトン製の製
品は比較的安
価で、品質は海外製のものよりも劣るかもしれないが、一部の現地の人々
から人気を集めている。ショールームも街中でたくさん見かけるため、時間
のあるときに足を運んでみても良いだろう。

公共サービス Public Services
(Water, Electronic, Gas, Paper etc.)
ガス・電気・水道の契約は、賃貸契約に含まれる場合が多く、支払いは家賃
とともにまとめて大家さんに支払うようにすると便利である。

バングラデシュのインターネット契約企業一覧
NO.

会社名

URL

1

Aamra

https://www.aamra.com.bd/

2

ICC communication

https://icc.com.bd/

3

Link-3 Technology Ltd.

https://www.link3.net/

4

Grameen Cybernet

https://www.citechco.net

5

KS Network

https://ksnetworkbd.com/

6

Triangle Service Limited

http://www.triangle.com.bd

7

QUBEE Bangladesh

https://www.facebook.com/QubeeFan/

バングラデシュ
のおしゃれな家
具 屋さん は、
I S H O （

（ISHOの店舗の様子 撮影：福嶋

https://www.isho.com/）やBOHU（https://bohubd.com/）が挙げられる。洋
風な家具やバングラデシュらしさが詰まった小物など、幅広い商品の取り扱
いがあり、
どちらの店舗も高級な雰囲気がある。
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入浴 Bathing
バングラデシュには、浴槽が付いている物件が少なく、お風呂で入浴
する時間を大切にしたい方にとっては、物件選びの際の重要な選定
ポイントになるだろう。もしくは、子ども用のバスタブを購入してプチ
お風呂タイムを楽しむこともできるかもしれない。

（Bohuの店舗の様子 撮影：福嶋）

ワンポイントアドバイス

見知らぬ人を採用するよりも、誰かの紹介で採用するとリスクが少な
く、後々問題になった時にも紹介者に相談することができるためオス
スメ。前任者がいる駐在員の場合には、引き継ぎ事項として引き継が
れることもある。

お手伝いさん
（家事手伝い）Maid
通常は、都市部において、家事手伝いさんを雇うことが多く、雇用主と従業
員のような主従関係が多いが、家族のような親しい関係になることもある。
また、直接雇用の関係になるため、給与金額を直接交渉する必要があり、
時給・日給で換算する場合や、仕事内容によって計算することもある。雇用
する前に、給与の交渉を行い、相互理解をはかる必要がある。

自宅待機 Stay Home
外出規制がある期間（ホルタル、テ
ロ対策、都市封鎖など）には、それ
ぞれ自宅で過ごすことも多い。バン
グラデシュの住宅は比較的広い物
件（約185㎡（2,000sqf程度）〜）が
多いため、 屋内外スポーツ（卓球、
バスケットボールetc.）や家庭菜園
など、ステイホームを快適に過ごす
工夫も様々。駐在員の住居が集まる
場所は比較的、バリダラ、グルシャ
ン、ボナニ地域に多いが、縫製関連
企業は、ウットラ地域に住居を構え
る事も多く、工業地帯ガジプール県
（ダッカ県から北に位置する縫製工
場が集まる）への移動を考慮して住
居を探すこともある。子ども同伴家
庭などは、遊ぶスペースも確保でき
、外に出られないストレスを家の中
で発散するための工夫も幅広い。
ジャングルジムを設置する事もで
きるし、卓球台やブランコが置いて
ある家庭も。ホームパーティを開く
事も日本に比べて容易な環境であ
るとも言える。

ステイホームの楽しみ方を教えてください。

3%
4%

2%

2%

5%
3%
60%

7%
（野菜を切るお手伝いさん 撮影：福嶋）

7%
（出典：アンケート調査より）

7%

行

TV
な

を買って

屋
り
と

（グルシャン地区でよく見かける物件 撮影：福嶋）

（出典：アンケート調査より）
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医療 Medical
予防接種 Vaccinations
日本政府から推奨されている渡航
前の予防接種は、①A型肝炎、②B
型肝炎、③日本脳炎、④狂犬病、⑤
腸 チ フ ス（ h t t p s : / / w w w .
m o f a . g o . j p / m o f a j /
toko/medi/asia/bangla.html）
であ
るが、摂取は渡航の必須事項では
な い 。最 新 情 報 は 、検 疫 所（
https://www.mhlw.go.jp/
general/sosiki/sisetu/
ken-eki.html）に確認するとなお良
い。また、一部予防接種は、現地医
療機関でも対応可。

バングラデシュ渡航前に予防接種を受けましたか？

A
0%

10%

20%

30%

40%
た

50%

60%

ていない

70%

80%

90%

100%

（出典：アンケート調査より）

バングラデシュで予防接種を受けたことはありますか？
6%

1%

1%

10%

たことはない
69%
A

9%

4%

り

（狂犬病にかからないよう接近注意 撮影：福嶋
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医療機関
Hospital

る
1%

1%
1%
1%
1%

日本人がよく利用する医療機関は、
ダッカ山形病院（日本語対応）、シッ
プ愛知病院（日本語対応）、ユナイ
テッド病院（英語対応）、アポロ病
院（英語対応）などが挙げられる。
新型コロナウイルス対策で、病院と
病棟予約契約を締結している企業
もある。
（参照：在バ日本大使館医
療情報（https://www. mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/bangla.html））

は
4%

1%
1%

1% 1%

Park Road Dental/ Baridhara dental?

4%

37%

5%

Wahab Clinic
Praava Health

9%

Ibn Sina

Amira

Labaid

Delta
Bio

Maple

28%

行ったこと

ない

（出典：アンケート調査より）
新型コロナウイルスの感染拡大により、PCR検査を受ける必要がある渡航者・滞在者の中で、最も多く利用している医療機関は、ユナイテッド病院（7名）、DNCCマ
ーケットモハカリ
（5名）、シップ愛知病院（5名）、Praava Health（3名）であったが、その他にダッカ県外の医療機関でもPCR検査を受けたとの回答もあった。

日本語対応の病院一覧 List of Hospitals (Support Japanese)
NO.

1

2

3

会社名
山形ダッカ病院（
Yamagata Dhaka
Friendship Hospital）

シップ愛知病院（Aichi
Hospital）

日本バングラデシュ友
好病院（Japan
Bangladesh
Friendship Hospital）

URL

https://ydfgh.org/contact/

https://ﬁndoutadoctor.blogsp
ot.com/2016/07/aichi-hospital
-location-address-phone.html

https://jbfh.org.bd/contact

連絡先
01876-069762
01876-069763
info@ydfgh.org, Website:
www.ydfgh.org

住所
Yamagata-Dhaka
Friendship General
Hospital, Plot # 823,
Road # 3, Avenue #
8, Banasree,
Rampura,
Dhaka-1219,
Bangladesh.

Land Phone: (+88)
028920165, 028916290
Hot Line: (+88) 01744
463766-8, 01748
488559
aichi_hospital@yahoo.co
m
Web:
http://aichihospital.com

Hospital Complex,
Plot- 35 & 37,
Sector-08,
Abdullahpur, Uttara
Dhaka-1230

Phone
02-9672277
Email
info@jbfh.org.bd

Zigatola Bus Stand,
55 Satmasjid
Road, Dhaka 1209

備考

日本人の看護師さんもい
らっしゃる病院。
これまで
多くの日本人がお世話に
なってきた。

日系企業とJICAの投資に
よって設立された病院。新
型コロナウイルス専用病
院としても機能。

ダンモンディ地区になる病
院。ベンガル人医師とその
友人の日本人医師の協力
で設立。
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英語対応の病院一覧 List of Hospitals (Support English)
NO.
1

2

3

4

5

会社名
United Hospital

Apollo Hospital Dhaka

Labaid Gulshan

Square Hospital

Praava Health
Hospital

連絡先

URL

住所

備考

https://www.facebook.com/u
hlbd/

09666-710666
www.uhlbd.com

Plot #15, Road #71,
Gulshan #02 (8.29
km) 1212 Dhaka.

現地財閥のユナイテッドグ
ループ傘下の病院で、バング
ラデシュ国内で最も高い医
療基準を誇る病院の一つ。

https://www.facebook.com/a
pollodhaka

01729-276556
www.apollodhaka.com

Plot: 81, Block: E,
Bashundhara R/A
(9.16 km)
1229 Dhaka.

裕福なバングラデシュ
人も利用する病院で、
設備も整っている。

http://labaid.com.bd/en/cont
actUs
http://labaid.com.bd/en/diag
nostic/labaid-diagnostic-guls
han-2

+88 02 9676356, +88 02
Gulshan Medical
58610793-8
Center
info@labaidgroup.com
House-13/A, Road-35,
10606,
Gulshan-02, Dhaka ‒
+8801766662525
1212

https://www.squarehospital.c
om/

10616, 01313718687,
09610707334
info@squarehospital.com

https://www.facebook.com/pr
aavahealth/

09666-710648
www.praavahealth.com

予防接種や健康診断
なども行なっている
病院。

House # 1, Road #
11,
Block # F, Banani,
Dhaka- 1213

現地大手製薬会社が
管轄している病院で
、清潔な病棟と医療
機器が整っている。

Plot 9, Road 17,
Block C, Banani
Dhaka 1212,
Bangladesh.

現地スタートアップ企
業だが、海外からの資
金調達にも成功し、今
後はチョットグラム県
にも展開予定。新型コ
ロナウイルスのPCR検
査対応病院。

歯医者 Dental Clinic
NO.

会社名

URL

連絡先

住所

1

Aiko Dental Clinic

https://aikodental.com/

+8801838-409841,
+8801779988303

House No. 155/E (5th ﬂoor) Road No. 11 Banani,
Dhaka 1213

2

Sapporo Dental Clinic

https://vymaps.com/BD/Sapp
oro-Dental-Clinic-68550/

+880 1772-984459

House 88 Rd No # 23, Dhaka 1213, Bangladesh

3

Park Road Dental

https://www.facebook.com/p
arkroad.dental/

+8801741-332244,
+880 1741-332244

4

Bio Dental

5

Maple Dental

https://www.facebook.com/mapl
edentalcarebd/,
www.fb.com/mapledentalcarebd

+88 01796-636596

42 Park Road, Baridhara, Block , Dhaka-1212

Road 50, House 14, 5th Floor, Gulshan 2,
Dhaka-1212
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バングラデシュの薬局事情 Medicine in Bangladesh
バングラデシュでは、医療機関にかかる人も多く、医師に対す
る絶対的な信頼がある。
しかし、製薬会社と医師との契約によ
って処方している薬が変わるとの噂もあり、処方箋に記載さ
れている薬量を守らず少なめに摂取する現地人も多いとい
う。また、予防医療ではなく、病気になってから薬を飲んで治
療すれば良いという楽観的な考え方が一般的であり、例えば

、糖尿病にならないために砂糖を控えるのではなく、
「糖尿病
になったら砂糖を摂取できないのだから今のうちにたくさん
摂取しておこう！」
といった具合である。バングラデシュの薬局
では、日本では簡単には手に入らない薬も一般的に販売され
ていることもあり、医師からの診断をもらわずに、薬局のカウ
ンターで、薬剤師から薬を処方してもらう場合もある。

1. 位：胃腸薬、整腸薬（正露丸、ビオフェルミン製薬、太田胃散など）

5. 位：のど飴、喉スプレー

3. 位：頭痛薬（バファリン、ロキソニン、イブクイックなど）

7. 位：目薬

2. 位：虫刺され薬、虫除けスプレー（キンカン、ムヒなど）

4. 位：風邪薬（パブロン、葛根湯、風邪シロップ、ルルなど）

6. 位：解熱シート

その他
オロナインH軟膏、酔い止め、優幼児用鼻水吸引器、抗ヒスタミン剤、ポカリスエット、化膿予防軟膏

（バングラデシュの薬局 撮影：福嶋
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環境 Environment
気候 Climate
熱帯モンスーン気候に分類され、大きく雨季と乾季に分け
られるが、春夏秋冬もあり、日本の沖縄のような気候にも
感じられる。緯度は、台湾や沖縄県（日本最南端の沖ノ鳥
島の北緯は20度 ）
とほぼ同じ北緯23度に位置し 、乾季で
ある秋冬は、特に朝晩が冷え込む（最低気温10度前後）が、
バングラデシュには暖房設備がほぼ無いため、セーターや
パーカーなど、厚手の服装で調整する必要がある 。

豪雨 Heavy Rain
バングラデシュには雨季があり、6つの季節のうちの一つとして、古くから現地の人々にと
って大切にされてきた。農耕民族であるバングラデシュは、雨は神の恵みとして大切にさ
れ、多様な食物が育つための重要な役割を担ってきた。また、洪水などの水害に見舞わ
れることも多く、水害で農耕地を無くした農村部の住民が、都市に出てきて出稼ぎをする
場合もある。川の多い国でもあるバングラデシュだが、川が浅いため、洪水が多いらしい。
ダッカ市内でも、豪雨によって道路が水没し、通行できない状況になる箇所がいくつかあ
る。立ち往生した車の後ろに列が伸び、いつもよりも更に酷い渋滞になることもある。

ワンポイントアドバイス
豪雨は30分ほどの短時間で晴天に変わることが多いため、豪雨の際には屋内で少し様子をみてから、水没していないルートで目的地まで行けるかどうか、
ド
ライバーや近隣の人に聞いてみても良いかもしれない。

花粉症 Pollinizes

湿度 Moisture

バングラデシュは熱帯気候のため、杉などの針葉樹が少な
く、花粉はあまり飛んでいない。日本で花粉症にお困りの
方は、バングラデシュに来ると少し楽な生活が送れるので
はないだろうか。

バングラデシュは湿度が高く、乾燥しにくい気候であるが、その分、家の中がしっと
りとした印象があり、カビが生えやすい。
日本の梅雨のような気候である。8月の湿
度が最も高くなりやすいとのデータ もあり、蒸し暑く寝苦しい時期には、エアコン
が欠かせない家庭もあるだろう。湿気対策で除湿機を設置するのも良い。

ワンポイントアドバイス
お菓子の中に入っている乾燥剤（シリカゲルなど）が半年ほどでずっしりしたり、ポテトチップスなどの乾燥した菓子が湿気ったりするため、早めに消費するの
が良いだろう。

1.
2.

3.
4.

5.
7.
8.

日本のすがた（https://www.gakusho.com/kihon-ki/asset/pdf/pdf_shakai-text-chu02.pdf ）
発展が続くバングラデシュの今後の展望と日本とのビジネスチャンスについて（https://www.jetro.go.jp/ext̲images/world/asia/bd/seminar̲reports/20160413/s1.pdf）、沖縄と同
緯度にある国や地域の世界地図（https://www.city.okinawa.okinawa.jp/userﬁles/ﬁles/page/about/699/MW.pdf）
バングラデシュの雨季と乾季（https://teikokushoin.co.jp/journals/geography/pdf/200412/geography200412-11.pdf）
Weather Sparkバングラデシュの平均的な気候（
https://ja.weatherspark.com/y/111858/%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%AB%E3%80%81%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%87%E3%82%B7
%E3%83%A5%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%B0%9
7%E5%80%99#Sections-Humidity）
AQICNウェブサイト
（https://aqicn.org/city/dhaka/jp/）
IQ Airウェブサイト
（https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries）
現地報道機関The Daily Star社記事（2021年3月18日）
（https://www.thedailystar.net/frontpage/news/world-air-quality-report-2020-bangladesh-most-polluted-2062349）
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大気汚染 Pollution
、現地報道機関のThe Daily Star社の記事 では、新型コロナウイルスの感染
拡大による4ヶ月間の都市封鎖（2020年3月〜7月）の影響により、バングラ
デシュ全土の大気汚染度が80%改善したと報告されており、輸送や交通機
関からの大気汚染による影響が大きいと考えられる

地報道機関でも大きく取り上げられることがあるバングラデシュの大気汚
染。大気汚染指数（AQI）をリアルタイムで表示しているウェブサイト
「IQ Air 」
の2020年のAQIランキング （106カ国対象）では、バングラデシュが最下位
だった。ちなみに、PM2.5が話題となっている中国は14位、日本は82位。また

蚊の発生 Mosquito
蚊が多く、街中で蚊対策の白いモクモクとしたスプレーを政府機関が散布しても、なかなか減らず、デン
グ熱、チコングニア、マラリアなどの蚊を媒介とした病気も蔓延している。バングラデシュに住む日本人
が蚊対策として最も活用しているのが、蚊帳（かや）である。6月・7月の雨季に蚊の発生がもっとも多いと
言われているが、3月〜11月が蚊の発生する時期であり、ほぼ1年中、蚊と戦い続ける必要がある。
76%

71%
61%

防犯対策
Security Measures

虫除け・蚊対策はどうしていますか？

29%

24%
18%

15%
2%

2%

（出典：アンケート調査より）

美容院 Hair Salon
バングラデシュでは、男女兼用の美容院は少ない。現地の人が通う美容院の価格帯は、男性用でカッ
トのみ40タカ（約52円）、女性用のカットは400タカ（約520円）が相場である。女性用の美容院には、洋
服や化粧品などの製品を取り扱っているところもある。糸を使って眉毛を整えてくれるサービスもある
。女性用の美容室は、主に結婚式の花嫁さんが派手なメイクをするために利用する場所でもあり、バ
ングラメイクをお願いしてみると、バングラデシュの良い記念になるかもしれない。
高級な美容院もいくつかあるが、日本人や外国人が利用する美容院の数は限られている。
S t u d i o S a l o n（ h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / s t u d i o s a l o n d h a k a / ）や P e r s o n a（
https://www.facebook.com/yourpersona/）は、外国人も利用する美容院として知られているが
、その他にもグルシャン・ボナニ地区を中心に美容院が増えているため、
自分の好みに合わせて
開拓してみても良い。

ひったくり、スリなどの盗難事件もあるため、
手持ちバッグには必要最低限の貴重品を入
れての外出がオススメ。口の大きなバッグな
どはスリなどの盗難に遭いやすいため、チャ
ック付きのもので開け閉めができるようなも
のが良い。
リキシャに乗車中のひったくりも
要注意で、
リュックを後ろから襲われ気が付
かないまま盗まれる場合や、手持ちのカバン
ごと引きずられて大怪我を負うケースもある
。
リキシャ乗車中にはカバンを足元に置き、
盗まれないように対策する必要がある。
また、
夜はあまり外を出歩かず、一人での外出は極
力避けた方が安全である。現地女性を狙った
性犯罪も起きており、女性は特に一人での外
出に気をつける必要があるだろう。ただ、外
国人に対しては「お客様（ゲスト）」
という意識
もあるため、直接的に犯罪に巻き込まれるこ
とは少ないかもしれない。
自宅での防犯対策としては、
「訪問客が来た時に
すぐにドアを開けない」
「ドアのチェーンロックや
ビデオ付きインターフォンを活用する」
「毎日同じ
時間に外出しない」などが考えられる。寝ている
間に窓から釣り具のようなもので盗まれることも
あるため、貴重品は引き出しなどに閉まってから
就寝した方が良いだろう。
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教育機関 Education
バングラデシュの教育事情
バングラデシュの義務教育制度は、小学5年生までであり、中学からは
男子校・女子校に分かれて勉強するのが一般的である。小学校入学は5
〜6歳からと定められているが、様々な事情により遅くなったり、早まっ
たりすることもある。また、小学校から進級試験が設けられているため、
合格できないと留年する制度になっている。そのせいか、現地の人の同
級生の認識は、年齢ではなく大学卒業年度で確かめられることが多い。
バングラデシュの小学校入学率は、ほぼ100%に達しており、女子の児
童数が男子の児童数を上回っている。イスラム教の国々で問題視され
る女子の教育機会の欠如は、解決されつつあるとも考えられる。中学
高校に入学率は、小学校に比べると低く、中学校40〜45%、高校20〜

25%となっている。
また、識字率も向上しており、74％の国民が識字教
育を受けている。若者（15〜24歳）の識字率は95％に達しているもの
の、65歳以上の方の識字率は現在（2019年）で40%に留まり、女性は
25%と特に低い値を示している。
現地の学校は、土曜日から木曜日の6日制であり、1月1日から新学期が
始まる。1年間の休暇は、85日と定められており、春休み（4月バングラ
歴の正月）、夏休み（6月の1週間）、冬休み（10月の1週間）、
ラマダン・イ
ード（不定期で1ヶ月）や試験休みなどがある。新型コロナウイルス の
影響により2020年3月から現在（2021年6月）まで、休校措置が講じら
れており、一部の学校ではオンライン授業が実施されている。

教育機関一覧

日本人を含むバングラデシュ在住外国人が子どもたちを通わせている教育機関は、主に下記の通り

NO.

教育機関名

1

在バングラデシュ日本
国大使館附属ダッカ日
本人学校（JSD）

2

American
International School
Dhaka

3

International School
Dhaka

4

French International
School of Dhaka

URL

連絡先

http://www.jsdhaka.com/

Tel: +880-1-729090673
E-mail:
jsdshokuin@yahoo.co.jp

https://www.aisdhaka.org/

Tel: +88-02-41081-837 to
850
Fax: +8802-41081-836
Email: info@aisdhaka.org
aisdadmissions@aisdhaka.org

https://www.isdbd.org/

Landline: (+88 02) 8431101 – 7
Mob: +8801819231100
Email: info@isdbd.org

http://eﬁd.org/en/welcome/

Mobile phone: +88
01726128630
Email:
assist-direction.dacca.eﬁd@a
efe.fr (Secrétariat)
daﬀ.dacca.eﬁd@aefe.fr
(accounting)

住所

その他

Plot No. 9, Block-H,
Pragati Sarani,
Baridhara,
Dhaka-1212

バングラデシュで唯一の日
本人教師による授業が受
けられる教育機関。附属幼
稚園あり。
テロ事件後、セ
キュリティを強化し、一部
改築工事済み。

12 United Nations
Road
Dhaka, Bangladesh
1212

バリダラ地区内にあり、一
部日本人も通っているイン
ターナショナルスクール。
広い校庭は、休日に条件付
きで解放され、
ソフトボー
ルを楽しむことも。

Plot 80, Block E,
Bashundhara R/A,
Dhaka-1229
Plot 13 ‒ Embassy
Road, Baridhara,
Dhaka‒1212,
Bangladesh

就学前の日本人の子ども
も通う学校。授業はフラン
ス語で実施されるため、子
どもたちもフランス語が上
達するのだとか。
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NO.
5

6

7

8

教育機関名
Grace International
School

Canadian
International School

URL

連絡先

https://grace.school/

Admissions: +88 0171 330
3468
admissions@grace.edu.bd

63 Gulshan North
Ave, Dhaka 1212

+8801841 461000
+8801841 461999
Email:
info@canadaeducationbd.
com

Senior Campus
Plot-110, Road - 27
Block - A, Banani,
Dhaka 1213

https://www.canadaeduc
ationbd.com/

住所

Jingle Bells Pre School

https://jinglebellspreschool.or
g/admission.html

+88 01711-398900
bd.rehana.akter@gmail.com

House # 29, Road #
11, Baridhara,
Dhaka-1212

Pixieland Playgroup

無

+88 02 8813110

House 4, Road 43,
Gulshan 2 Dhaka,
Dhaka Division

その他

日本人会こども会の参加
者で通学している子どもも
多いため、詳細に関しては
こども会に問い合わせて
みるのも良い。
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娯楽 Entertainment
宗教行事
Religious Events/Holidays
イード休暇Eid-holidays (年2回)
2回のイード休暇には、それぞれ異なる意味があり、どちらもイスラム教
の主教行事の中で、最も大切にされているお祭りの一つである。
①断食後のイード休暇（ロジャル・イード）
1ヶ月の断食の後に祝うイードで、休暇中は、家族と過ごすことが多く、農
村部に帰省するラッシュもすごい。バングラデシュでは電車の上に人が
乗っている写真が有名だが、イード休暇前の帰省ラッシュ時に撮影でき
る光景である。1ヶ月の断食は、日の出前から日没頃までの日中に食事や
水分を一切摂らずに過ごす。貧しい人々の気持ちを理解するために行わ
れると言われており、断食期間中は、貧しい人々への施しや、穏やかに平
和的に過ごそうと努める人も多い。
②犠牲祭（イード・アル・アドハ、Eid al-Adha）のイード休暇（コルバニ・イ
ード）
イスラム教の聖典であるコーランに出てくるお話の一つを元に、最も大
切にしているものを神に捧げる意味をもつ犠牲祭。バングラデシュでは、
牛やヤギをさばき、3分割して親戚や貧しい人々に振る舞う。
Puja (13 times)
ヒンドゥー教のお祭り。
Buddha Purnima (5/19)
ブッダの誕生日。
Christmas Day (12/25)
キリスト教徒にとって、教会でお祈りをして縁日のようなお祭りを楽しむ
日。ただ、日本のようなクリスマスムードはあまりなく、クリスマスソング
が流れてくる気配も少ない。ダッカ市内の一部の高級ホテルでは、
クリス
マスツリーが飾られ、サンタさんの置物などが設置される。

その他の祝日
Other Government Holidays
Language Martyrʼs day (2/21)
「国際母語デー」
と呼ばれるユネスコ認定国際デーの一つ。パキスタンから
の独立を訴え、ベンガル語を守るために立ち上がった青年たちがデモを起
こし、死者が出たことから、国際母語デーとして制定された。アイデンティテ
ィとしての母語の大切さを考える日でもある。白黒の服を着る慣習もある。
Sheikh Mujibur Rahmanʼs Birthday (3/17)建国の父でありシェイク・ハシ
ナ現首相の父であるシェイク・モジブル・ラーマン（ボンゴボンドゥ）の誕生
日。2020年で生誕100周年を迎えた。
Bengali New Year (4/14)
ベンガル歴のお正月。紅白色の服を着て、伝統的な冷やご飯（パンタバッド
）を食べる。日本でも、東京池袋で盛大に祝われるバングラデシュの文化行
事の一つ。
National Mourning Day (8/15)
建国の父であるボンゴボンドゥがバングラデシュ軍によって暗殺された日。
Independence Day/Victory Day (12/16)
バングラデシュが独立した日。赤と緑の服を着る慣習もある。
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祝日・お祭りカレンダー2021 Festival Calendar 2021
January
Mogha

1

Dhaka
International
Trade Fair (DITF)
New Year’s Day
(O)

February
Uttorfalguni

March
Chitra

April
Bishakha

May
Jeshtha

June
Uttorasharha

Book Fair (Boi
Mela)
Maundy Thursday
(O)

2

National Flag Day

May Day (P)

Good Friday (O)

3

Holy Saturday (O)

4

Easter Day (O)

5

Easter Monday (O)

6
7
8
9
10

Mother’s Day (O)
Bangabandhu
Homecoming Day
Maha Shuvaratri
(O)
Shab-e-meraj (O)

11
12
13
14

Pohela Falgun

Eid ul-Fitr (P)
Bengali New Year
(P)
Baishakh Mela

Valentine’s Day

Eid ul-Fitr
Holiday (P)
Eid ul-Fitr
Holiday (P)

15
16

Saraswati Puja (O)

17

Ash Wednesday (O)

18
19
20
21

Eid ul-Fitr
Holiday (P)

Sheikh Mujibur
Rahman’s Birthday
(P)

March Equinox

Father’s Day

Language Martyrs’
Day (P)

June Solstice

22
23
24
25
Independent Day
(P)

26
27
28
29
30
31

Meghi Purnima (O)
Doljatra (O)
Holi (Hindu
Holiday)

Buddha
Purnima/Vesak (P)

27
July
Srobona

August
Purbobhabropod

September
Oshshini

October
Krittika

November
Mrigoshira

December
Pushsha

Harvesting
Celebration
(Nabanna Utshob)
1

Bank Holiday (Bank
Holiday)

2
Akhari Chahar
Somba (O)

3

Lakshmi Puja (O)
Sri Shayama Puja
(O)

4
5
6
First Day of
Navaratri (Hindu
Holiday)

7
8
9
Ganesh Chaturthi
(Hindu Holiday)

10
11
12
13
14
National Mourning Day
(P)

15

Durga Puja (P)

16

Victory Day (P)
Fateha-i-Yajdaham
(O)

17
18
Ashura (Tentative
Date) (P)

19
20

Eid al-Adha

21

Eid al-Adha Day 2

22

Eid al-Adha Day 3

23

Eid al-Adha Day 4

24

Ashari Purnima (O)

Eid e-Milad-un
Nabi (P)
Prabarana Purnima
(O)
December Solstice

Raksha Bandhan (Hindu
Holiday)
September Equinox
Christmas Eve (O)

25

Christmas Day (P)

26

Boxing Day (O)

27
28
29
30
31

Janmashtami (P)
Halloween

New Year’s Eve
(Bank Holiday)

(Source: Government National Holiday, Timeanddate.com (https://www.timeanddate.com/holidays/bangladesh/)
Beautiful Bengal (https://beautifulbengal.com/bengali-calendar.html))
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休日の過ごし方
How to Spend the Holidays (Japanese People)
娯楽が少ないバングラデシュだが、日本人コミュニティを通して、様々なイベントやスポーツ同好会が
活動しており、親子で楽しめるイベントなども開催されている。日本人会の同好会には、
ソフトボール、
テニス、ゴルフ、サッカー、
ノクシカタ（バングラデシュの伝統的な刺繍）、合唱団などがあり、日本人会
加盟は、同会ホームページ（https://dhakanihonjinkai.jimdofree.com/日本人会について/入会-退会
のご案内/）から所定の書式に必要事項を記入し提出、年会費を支払うことによって入会できる。活動期
間や日程等に変更がある可能性もあるため、入会時には、代表の方と事前に連絡を取っておくと良い。
●
●
●
●
●
●
●
●

ゴルフ同好会 月1回の例会（クルミトラ・ゴルフクラブ）
テニス同好会 週１〜2回の練習、
月1回の例会、キッズ・初心者テニス
ソフトボール同好会 9月〜5月
（毎週金曜）のインターリーグ参加、年間通して練習会 開催
サッカー同好会 練習会：金曜 15:30〜18:00 場所：日本人学校グランドほか。サッカー教室
も開催
子ども会 毎月1回火曜 10:00〜12:00幼稚園入園前の子どもとお母さんの 集まり ※場所は
持ち回り
ノクシカタ 毎週日曜 10：30〜12:30 ※場所は持ち回り
ビーズ 毎週月曜 10：00〜12:30 ※場所は持ち回り
手芸 毎週火曜 10:00〜12:30 ※場所は持ち回り

観光地 Tourist Spot
＜カップルで行きたいバングラデシュ＞
カフェ巡り・ショドルガット・ローズガーデ
ンパレス・ピンクパレス・バリダラパーク・
リゾートホテル・ジャハンギナゴール大学
＜歴史的なバングラデシュ＞
国会議事堂・ラルバクフォート・ダケッシュ
リ寺院・ダッカ国立博物館・独立記念塔・
お金の博物館
＜家族で行きたいバングラデシュ＞
ニューマーケット・ニルケット・ベンガルボ
イ（https://bengalfoundation.org/
bengal-boi/）
・グラミン銀行本社資料館・
遊園地（Fantasy Kingdom, Nandan Park）
・動物園・植物園・サファリパーク
私のオススメたっぷり一日観光 in Dhaka

出典：日本人会ホームページ）

バングラデシュで一度は行った方が良いオススメの場所・観光スポット
Recommendation of Tourist Spot Chosen by Japanese People
第1位：オールドダッカ
ピンクパレス
ニューマーケット
ショヒドミナール
ダッカ大学
第2位：ローカルマーケット
Aarong、Bengal boi、New market
アーロンの新店舗
ジャムナフューチャーパーク、アーロン、地元
のスーパー
その他
ダッカの植物園
ダッカ動物園内の資料館（なんでもホルマリ
ンに漬けてます。）
国会議事堂

（サロワカミューズのお店 撮影：福嶋）

コックスバザール
スリモンゴル
ショドルガッド
ボンゴボンドゥ資料館
ジャバツアーさんのリバークルーズ
国立博物館
キルガオンのレストラン通り
ショナルガオン
Panam Nagar
Safari Park
ボナニ
ダケシュワリ寺院
独立記念碑
ミルプール動物園
スタジアム
友人宅でのダワット
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ベンガル人の休暇の過ごし方
How to Spend the Holidays (Bangladeshi Local People)
バングラデシュの週末は、金曜日と土曜日。土曜日は学校が開いており
、現地企業は土曜日も営業している会社も多い。
ちなみに、休日の過ご
し方（バングラデシュ人）は、朝ゆっくり起きて朝ごはん食べて、シャワー
を浴びて、モスク・自宅でお祈りして、お昼ご飯を食べる。金曜日のお昼
のお祈りは特に大切にされており、日常的にお祈りをしない人でも金

曜日にはモスクに出かけて行くこともある。バングラデシュ人にとって
の娯楽は、家族や親戚、仲の良い友達とのおしゃべりであり、
「遊びに出
かける」
と同意で「親戚等の家にお邪魔する」
という言葉が使われるほ
どである。

（夫婦 撮影：福嶋）
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バングラデシュのマメ知識
Trivia of Bangladesh
バングラデシュの宗教観
Religion

バングラデシュ人との関わり方
How to Interact with Bangladeshi People

イスラム教が9割を占めるバングラデシュは、イ
スラム教の国として知られている。ヒンドゥー
教徒もいるし、仏教徒もキリスト教徒もいる。お
祈りの時間にお店を閉めるところも多いが、全
てのお店が閉まるわけではなく、多くの人はお
祈りをすることもない。緩やかなイスラム教な
のである。ヒンドゥー教の人は、自宅の空いた
スペースを使って養豚している場合もあり、ヒ
ンドゥー教のおうちでご馳走になる時には、豚
肉料理が出てくることもある。また、豚肉は市場
に出回ることは少ないが、ダッカ県内の一部の
お店では取り扱っている店舗もある。

おしゃべりChatting
バングラデシュは、お酒やギャンブルなどの娯楽がなく、現地の人にとっての娯楽といえば「おしゃべ
り」
というくらい、たわいもない会話を楽しんでいる。家族との時間も大切にするため、農村部では今
でも2世帯・3世帯での生活が当たり前であり、一緒に生活することで、家族とのおしゃべりの時間も
ゆったりとることができる。また、遠くに住んでいる家族にも、電話で最近の様子を聞くなど、おしゃべ
りによる関係性の構築を大切にしている。バングラデシュの人とおしゃべりを楽しみたい時には、下
記のような質問をして見ると喜ばれるかもしれない。
「バングラデシュの歴史について」
「家族構成とその詳細について」
「日本に対する印象について」
「クリケットの試合状況について」
「バングラデシュの観光地について」
「バングラデシュの食習慣について」
また、バングラデシュ人が日本人に質問したいトピックスもいくつかあり、自分なりの答えや説明を用
意しておくと話が広がりやすいだろう。
「ヒロシマ・ナガサキ」
「地震・ツナミ」
「木製・紙製の建築（日本人は木と紙で作られた家で生活していると思っている）」
「家族」
「電化製品」

ワンポイントアドバイス
仕事の場面でも、
「リラックスした状態だと良い仕事ができる」
という考え方があり、仕事に集中する時間と雑談の時間のバランスをうまくとっている人も多い。
ただ、大好きなおしゃべりが止まらなくなる時もあるので要注意。
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家族の愛し方 Loving Family

日常的に英会話 Speaking English

イスラム教の教えで、お母さんはとても大切。お父さんは仕事で忙しく、子育
てはお母さんがするものという認識が根強く、妊娠中の体調不良や授乳など
による不眠など、母親としての子育ての責任が重いため、母親を大切にする
ようにと教えられているのだという。イスラム教で母の次に大切なものは、母
。その次は、母。そして、母、その後に、父。そのくらいに母親を大切にする文
化で、世代を超えて家族を愛する文化がある。ただ、経済発展に伴い、核家族
化が進んでおり、最近では2世帯・3世帯の家庭が少なくなり始めている。

バングラデシュでは、小学1年生から学校で英語を習っており、高校や
大学の教科書はほぼ英語で書かれているため、進学の必須条件として
英語力が試されている。そのため、基礎的な英語は不自由なく使いこ
なせる人も多く、英語が苦手な方でも、日常的に英語を使って話をしな
がら英語力を鍛えることができるだろう。また、最近では、現地の若者
同士でも英語で会話をすることもあり、英語が一種のファッションのよ
うな役割を担っている場面に出くわすこともある。

スポーツの楽しみ方 Enjoy Sports
バングラデシュで最も人気のあるスポーツ、
クリケット。世界ランキング
でも上位を誇るバングラデシュは、クリケットの試合日には、試合の状
況が気になって勉強も手につかず、仕事どころではないほどである。日
本クリケット協会のウェブサイトには、クリケットのルール説明などが
ハンドブック （https://cricket.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/
Cricket̲WEB%E7%94%A80612.pdf）に詳しく楽しく掲載されているの
で、バングラデシュ滞在を機に、クリケットマニアになってみるのも良
いだろう。
（バングラデシュの日常 撮影：福嶋）

道端でのエチケット
Roadside Manners
道でツバを吐く人を見かけることがある。ティッシュを携帯する習慣は少な
く、タンだけでなく、鼻水を道にかみすてることもある。また、道に吐き捨てた
ツバや鼻水は、雨に流れて自然に還ると考える人もおり、罪の気持ちはなく、
それぞれの快適さを保つために必要な習慣なのである。

神様へのお祈りの仕方 Praying
お祈りは、イスラム教の教えでは、毎日5回行うことになっており、手を
組みながら、決められた言葉と動作によって、神様への尊敬を示す儀
式である。お祈り中は、
「神様への尊敬」以外のことは考えてはいけな
いが、悪魔がいると他のことを考えてしまうらしい。モスクで大人数が
一緒にお祈りすると、お祈りの度に会話が生まれコミュニケーション
の場にもなるといい、会社の就業時間内のお祈りの際にも希望者が
一緒にお祈りする場合もある。日本の「初詣」のような感覚に似ており
、お祈りの際には、神様にお願い事をして、願えば願うほど夢が叶う可
能性が高まるという。毎日5回も初詣に行っていたら、確かにご利益が
ありそうなものである。

お祈りの前には、必ず「オジュ」
という手足や顔を洗って清める必要が
あり、お祈りの度に会社のお手洗いが水浸しになるのは、お祈りする
人が手足などをしっかりと洗っているからである。会社でビーチサン
ダルに履き替える従業員がいるが、
この「オジュ」のために靴や靴下が
ビショビショになることを回避するためである。
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ゴミの捨て方 Disposing of Garbage
分別の概念があまりなく、全て一緒に捨てても、
リサイクルできるものや
販売できそうなものは、ゴミ回収業者の人が拾い集めて分別してくれる
と考えている現地の人も多い。分別がないため、
ゴミの回収日は曜日ごと
に決まっておらず、毎日全てのゴミをまとめて回収してくれる。
また、ゴミを道に捨てることを悪いことだとは思っていない風もあり、道
の端の方に捨てれば問題ないとの認識も強い。そのため、道が汚くなっ
ても問題ないし、汚いと思う人も自分のせいでそうなっていると思ってい
る人は少ない。家の中でも、ゴミ箱よりも窓が近いと、窓からゴミを捨て
ることもある。ただ、
グルシャン・ボナニ地区や軍が管理している地域で
は、あまりゴミが落ちていない。清掃員の人数も多く、綺麗な環境が保た
れている。

チップの払い方 Tip
バングラデシュではチップ「ボクシーシ」を支払う習慣があるが
、払わなくてもOK。
レストランなどのサービスを気に入れば支
払うが、それほど丁寧なサービスでなければ支払わない場合
も多いため、厳しいチップ文化ではない。現地の一般的なベン
ガル料理店なら20タカ程度、高級レストランでは50〜100タカ
が目安だが、
「お気持ち」なので決められた金額はない。外国
人は、
レストランなどの従業員から
「チップを支払ってほしい」
とせがまれることが多いが、笑顔を返して支払わない選択肢も
ある。

タバコの買い方とコミュニケーション
Taba-Communication
バングラデシュでは、小さな道端の店舗でタバコを販売してい
ることが多く、通常は、
タバコ１本から購入することができる。
お茶屋さんでも売っており、お茶を飲みながらタバコを吸う男
性陣は、
タバコミュニケーションで仲良くなることもある（タバ
コ部屋での会議が行われることもある日本の文化と似ている
かもしれない）。バングラデシュでは、歩きタバコをしている人
も多く、バングラデシュはどこでも喫煙できるために、街中に喫
煙所が設けられていない。喫茶店やカフェでは、喫煙席が別途
設けられている分煙式の店舗もではじめている。
（グルシャン・ボナニ地区を清掃している女性 撮影：福嶋）

ベンガル語 Bengali
東 京 外 国 語 大 学 ベ ン ガ ル 語 専 攻（ h t t p : / / w w w . t u f s . a c . j p /
common/fs/asw/ben/ index/index.html）によると、ベンガル語は、イン
ド・ヨーロッパ語族インド語派の言語であり、南アジアに存在する多くの
言語と類縁関係にあるそう。ヒンディー語やウルドゥー語とも共通点が多
く、
これら南アジアの3言語は、相互に学ぶこともできる。
また、ベンガル語
は、
日本人にとって比較的学びやすい言語であるとも言われ、
日本語と同
じ語順をとり、
日本語の「の」にあたる所有格形や「で」にあたる所格形の
使い方が日本語と非常に似ている。

また、1971年にバングラデシュからパキスタンから独立した理由の
一つに、パキスタンの公用語であるウルドゥー語を強要されたこと
が挙げられており、バングラデシュ国民にとって、ベンガル語は、バ
ングラデシュ誕生の歴史と大きく関係するアイデンティティとして大
切にされている。ベンガル語を少し話すだけで、現地の人々に大変
喜ばれるのは、
こういった歴史的な背景もあると考えられる。今回の
ベンガル語一覧では、全て敬語を取り扱うことにする。
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項目

日本語

1

こんにちは

2

こんにちは

3
4

挨拶

こんにちは
お元気です
か？

ベンガル語

アッサラーム・アライク
ム
ワライクム・アッサラー
ム
ノモシュカール
バロアチェン？

5

元気です

バロアチ

6
7

まあまあです
ありがとうご

モタムティ
ドンノバッド

ざいます
どういたしま
して
また会いまし
ょう

9

お元気で

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

移動

その角を右に
曲がってくだ
さい
その角を左に
曲がってくだ
さい
止めてくださ
い
真っ直ぐ進ん
でください
ゆっくり行っ
てください
少し急いでく
ださい
時間に間に合
うように到着
できますか？
ここで降ろし
てください
またここに来
てください
ここで待って
いてください

アプナケオドンノバッド
アバル・デカホベ
バロ・タクベン

用途・意味
自分から挨拶する時
挨拶を返す時
イスラム教徒以外の人に挨拶する時
挨拶代わりにも使われる一言で、毎日交わされるため挨拶の一部と
も言える。「ケモナチェン？」と言うこともある。
現地では、元気でない時でも、「バロアチ」と回答される事もある
くらい、定型文化されている言葉の一つ。
元気ではない時に「まあまあ」と答える事もできる。
感謝を伝える言葉だが、親しい仲間や親族の間ではあまり使われな
い。感謝を伝えることには、よそよそしい感覚があるらしい。
直訳すると「あなたにも有難う」と言う意味になり、感謝の気持ち
を返す素敵な言葉。
別れの時に気軽に使える挨拶の一つ。
「バロ」は健康や良いと言う意味があり、「元気でお過ごしくださ
い」と言う意味の言葉で、別れ際に頻繁に使われる言葉。

エイモレ ダネ ジャン

「モル」は日本語で「角」の意。右手で絵文字のいいね！をすると
「d」に当たるのが d から始まる「ダネ」と覚えると忘れにくい。

エイモレ バメ ジャン

左手で絵文字のいいね！で「b」に当たるのが b から始まる「バ
メ」と覚えると忘れにくい。

タマン

英語で「Stop」と言っても、比較的誰にでも伝わる。

ショジャ ジャン

「ショジャ」は「真っ直ぐ」という意味の他に「分かりやすい」と
いう意味もある。

アステ アステ ジャン

「アステ」は日本語で「ゆっくり」「静かに」と同意。

エクトゥ タラタリ ジ
ャン

「タラタリ」は「早く」という意味で、急いでほしい時によく使う
表現。

ショモエル モト ポウ
チャイテ パルベン？

行き先までの渋滞状況や距離などは、ドライバーさんがよく知って
いることもあるので、質問してみると答えてくれるだろう。

エカネ ナマエ デン
アバル エカネ アシュ
ベン
エカネ ダラン
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9時

ノイ タ

22
23

9 時 15 分
9 時半

ショワ ノイ タ
シャレ ノイ タ

実際に降車する少し手前からこの言葉をかけておくと、ちょうど降
車したかった場所で降りることができる。
長時間待機してもらう場合は、時間とともに、同じ場所から乗車し
たいことを伝えると良い。
短時間の駐車・待機の際に使いたい表現。
9（ノイ）とタ（時）を組み合わせて表現する。その他時刻も同様
に数字と「タ」の組み合わせである。
ショワ=15 分目を意味する。その他時刻の場合も同様。
シャレ=30 分目（半）を意味する。その他時刻の場合も同様。
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項目
24
25
26
27

時間

28

日本語

ベンガル語

9 時 45 分

ポウネ ドシュ タ

1 時半
2 時半
何時ですか？

デル タ
アライ タ
コエタ バジェ？

少し待ってく
ださい

エク ミニッツ
デリ ホベ

32

遅れます
メニューくだ
さい
何がオススメ
ですか
水ください

33

お酒 OK ですか

モッド ケテパリ

辛さ控えめで

ジャル コム デン

29
30
31

34

食事

35
36
37
38
39
40
41
42

病気

何が入ってい
ますか
これはいくつ
ありますか
これはとても
美味しいです
お会計お願い
します
また来ます
具合が悪い
吐き気がする
病院に行きた

43
44
45
46

い
ここが痛い
ここがかゆい
風邪
熱がある

47

下痢

48
49

薬
血液

50

骨折

用途・意味
10 時の 15 分前という表現をするため、ポウネの後には 10 時を意味
する「ドシュ＋タ」が続く。
1 時半には特別な言い方がある。
2 時半には特別な言い方がある。
「バジェ」は、日本語の「鳴る」と同意である。
「ちょっと 1 分時間ください」という意味。ちょっとした用事で席
を外す場合や、電話がかかってきた時に、気軽に時間を頂戴する表
現。英語の表現だが、ベンガル人もよく口にする言葉の一つ。
時間通りに進められない時に使う表現。

メニュー デン
コンタ バロ ホベ
パニ デン

キー キー デワ アチ
ェ

直訳すると「どれが良いですか？」という意味になり、オススメを
聞く表現。
お酒持ち込み OK のレストランで、お酒を飲みたいことを伝える表
現。
基本的に全ての料理に香辛料が入っているため、辛さを抑えてもら
うための表現。
具材や材料などの内容を確認する時に使う表現。

エタ コエタ ホベ

一皿にいくつ乗っているかを確認する表現。

エタ クブ モジャ

「モジャ」だけでも覚えておくと、喜ばれる表現。

ビル デン

通常は、席で会計が行われる。

アバル アシュボ
オシュスト
ブミ ラゲ
ハシュピタレ ジェテ
チャイ
エカネ ベタ
エカネ チュル カイ
タンダ レゲチェ
ジョル アチェ
ペタ カラップ ホエチ
ェ
オウシュド
ロクト
ベンゲ ゲチェ

退室時に、本当にまた来なくても、一言添えると喜ばれる。
気分が悪い時に使う表現で、幅広く体調が悪いことを表現できる。
気持ちが悪い時に使う表現。

指を指し示しながら伝えると伝わる。
指を指し示しながら伝えると伝わる。
鼻水が出るなどの風邪の症状全般に使われる表現。

35
ベンガル数字

１２３４５６７８９０

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ベンガル語を本格的に習いたい方は、ベンガル語を教えてくれる家庭教師の先
生や、ベンガル語学教室などで学ぶ機会もある。日本では、早稲田奉仕園にてベ
ンガル語教室が開催されることもある。家庭教師は、すでに習っている方から紹

NO.

教育機関名

介や現地のネットワークを持っている企業などから情報収集してみても良いだ
ろう。教室での学習は、新型コロナウイルスの影響でオンラインに移行している
場合もあるため、事前に確認する必要がある。

URL

連絡先

住所

Phone:
02-8034119, 02-8034219,
02-48031643, 02-48032724
Fax:
+88-02-8013558
Email:
heed@agni.com

Head Oﬃce:
Plot-19, Main Road, Block-a,
Section-11, Mirpur,
Dhaka-1216.

1

Heed Language
School

https://heed-banglades
h.com/heed-languagecenter/

2

Bangla Language
Center

http://www.banglalang
uagecenter.com/

Mobile: 01712034121,
01912206775; E-mail:
blcdhaka2@gmail.com,
blcdhaka@yahoo.com

http://bli.iub.edu.bd/

Tel: +88 01789596393
Email: info@destinyassoc.com

https://learnbangla.org
/

Phone:+88 02 55042067
Mobile:+8801797546110

http://www.onlinebeng
ali.com/

Phone: +88-02-8431645-53
+88-02-8432065-76
BLI ext- 3111
Fax: +88-02-8431991
E-mail: info.bli@iub.edu.bd

3

Bangla Language
Institute
(Independent
University)

5

Lean Bangla

5

Bengali
Language Center

備考

House # 1/B, North Baridhara,
Road # 13, Gulshan-2,
Dhaka-1212

187 Oikkotan, west Pir Mohollah.
Sylhet

House 57, Road 7/A, Block H
Banani, Dhaka 1213,
Bangladesh
Level-2, Room-2045
Independent University,
Bangladesh(IUB)
Plot 16, Block B, Aftabuddin
Ahmed Road
Bashundhara R/A, Dhaka-1212,
Bangladesh

完全オンライン授業
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日本人が選んだ、バングラデシュの
お気に入り
Favorite of Bangladesh
私が好きなバングラデシュ！Bangladesh which I like!
＜人

PEOPLE＞

人！
人の温かさ
人がフレンドリーなところ
人件費が安い
人、笑顔、活気、食事、雰囲気、前向きさ、適当加減
道ゆく現地の人がにっこり笑ってくれるところ
野良犬に追いかけられたらいつも道にいる人が助け
てくれるところ
95%の真面目で面白い人
人が優しい。特に子どもに優しい。
人がとても懐っこいところ！
人が優しいところ
人柄
素直な人が多い、発展のポテンシャルがある
人々の親密さ
人がすごく親切なところ
何よりも家族や友人を大切にしてるしているところ
人がポジティブなところ
素朴な人が多い、
カオス、親日的
人がやさしい
友好的で素朴な人々
人がおもしろい

ベンガル人が家族や先生を大切にするところ

（道で遊ぶ子ども 撮影：福嶋

人の良さ(時にはお節介)
優しい。人懐こい。
フレンドリー
人が優しい
人柄
知らない日本人なのに家に招待してご飯をご馳走してくれる人柄
よくも悪くも、人が人間臭いところ
人が優しいところ
人がいい（しつこいほどに）
人が親切
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人が温かいところ

ただ、その分、面倒くさい面も沢山
ありますが、相殺可能です）

人々の寛容な所、関心深さ、お節介な程の親切さ

人々が温かいところ

おせっかいな人々

田舎の人たち

もてなしの気持ちがある、好き嫌いをはっきり表現し
ても問題ない、社会の同調圧力が少ない

ベンガル人

人の良さ、親日的な国民性
田舎の人の純朴なところ

規律が緩やかで、人々も大らかなと
ころ

人が優しい、活気に溢れている、熱量がある情熱な
ところ

家族や自分の時間を大切にすると
ころ

困ってる人を放っておけない人達

人が優しいところ

人・人・人。
とにかく人が素晴らしい。自国に誇りを持
っていて、歴史や文化を語ることができる。家族や仲
間を大切にする、本当に素晴らしい要素だと思う。
（

（道で手ぬぐい（ガムチャ）を売っている屋台 撮影：福嶋）

人懐っこい

人／日本人のことを尊敬してくれて
いる

＜環境 Environment＞

＜もの THINGS＞

フルーツが安くて美味しい
野菜果物が安い

子供服が安く手に入る

フルーツがとっても美味しい。

サロワカやサリー、パンジャビやルンギなどの民族衣装。

ご飯

チャドカン、
トルカリ、ビリヤニ

田舎道の路肩のマンゴー売り
（1kg 30BDTとか、めちゃ安い美味しい)

ユニマートの上のフードコートの サラダバー（美味しい野菜が沢山食
べれる)
SUSHITEI ( 特にサーモン巻)

美しいシル
クのサリー（
見るのも買
うのも着る
のも好き)
食事、マン
ゴー

おいしい果
物と野菜

（サリー 撮影：福嶋）

のどかな田園風景、自然が多い
活気がある
エネルギッシュなところ
リキシャでどこまでも行けるところ
１日過ごして夜になると疲れが出てぐったりするぐらいノイズが多くて飽きな
いところ
田舎の風景
チッタゴン丘陵地帯
田舎の風景
モスクの脇に赤い夕陽が見
えた時
混沌とした雰囲気
田舎の田園風景
活気があるところ
日本人のコミュニティが狭い
食用で飼われているヤギ 撮影：福嶋）
ゴルフ場が近い
何も無いところ
コックスバザール 夜の一面の夜空（星がめちゃくちゃキレイ)
野良犬 ( 餌を持ち歩いて餌付けをする)
ダッカの川下りボートツアー（川も夕日もボートの上のBBQも素晴らしい)
バウルシンガー in クスティア (空気が震える感じ)
田舎道の子供が、ヤギをだっこしている風景 (かわいい かわいい)
ご飯が美味しい
外国人が少ない
人はもちろんで、ごちゃごちゃしているところも好きですが、バングラデシュの
農村もゆったりしていて好きです。
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日本人がバングラデシュでお気に入
りの場所 Favorite Place
スリモンゴル 地区
クルミトラゴルフクラブ
自宅のプール
チャドカン
バングラデシュ人の友だちのお家と村
タランゴ（現地のジュート製品屋さん）
地元のスーパー
街
国会議事堂周辺
コックスバザール県
自分が働いていたモハカリのオフィス
バリダラパーク
クルミトラゴルフクラブ
バトラーズカフェがすきです。
（私は）家が一番のお気に入りでした。
オールドダッカ地区
ゴルフ場
ジェラティッシモ（K-mart近くのジェラート屋さん）
ノースエンドコーヒー（カフェ）
chatime（カフェ）
ビストロE（カフェ）
タランゴ（雑貨屋さん）
地方の農村部
ポッダ川
ボナニスーパーマーケット
リキシャからの風景

（リキシャから見た風景 in Dhaka 撮影：福嶋）

ダッカ日本人学校
ジョムナ橋・ジョムナリゾート
田舎（どこでも）
オールドダッカとそこら辺の道端
キルガオン（タウトラマーケットとその周辺）
最近はChefʼs TableとThikana Day Outersがお気に入りです
川辺の水田
チャドカン
チャンドプール県
チャドカン

（バングラデシュで定番のミルクティー 撮影：福嶋）

バハルプール遺跡
ティースタブリッジ、ショプノプリ
バングラデシュ人の友人の家（リラックス出来る）、美容院（安くてリラックス
出来る）、自分の部屋
ゴミの落ちていない田舎
ランガマティ県、バンドルボン県、ちょっとコックスバザール県
ショドルガット、ジョムナフューチャーパーク、ナーセントガーデニアホテル
住んでいたダッカのミルプール
エクマットラアカデミー
農村
シレット県
ランガマティ県、バンドルボン県、シレット県
ショドルバリ
田園風景が広がる地方の村
昔ながらの街並みが残るオールドダッカ周辺
チャドカン
チャドカン
ボナニ地区
ガンジス川
マイメイシン県
家の中
ボナニロード11
田舎の地域（ダッカの喧騒を離れて、電気もわずかしなないような、夜は真っ
暗になる自然豊かな場所）
田舎
シレット県
コックスバザール県

39

バングラデシ
ュの美味しい
食べ物
Favorite
Foods

旬の時だけ市場に出回る果物（終了時期）

ン
2
3
4

）
）（
ン
）
ア
（10 ）
（10 ）
ン（10
）
ー
ー （10 ）
（10 ）
ン ー（9 ）
（
）
（
）
ー （8 ）
（8 ）
ア
（10 ）
ン

日本人おすすめ。バングラ
デシュで絶対に食べた方が
良い美味しいもの
1. 位：果物

5

2. 位：ビリヤニ
3. 位：フスカ
4. 位：カレーいろいろ

6

5. 位：おやつ
1位：果物
バングラデシュでは、旬の果
物が収穫される時期が限ら
れているものも多く、市場に
出回る時期が1ヶ月しかな
い果物もある。日本人に人
気な果物として、マンゴー、
ライチ、パイナップル、ジャッ
クフルーツ（バングラデシュ
の国果であり、
ドリアンのよ
うな見た目だが、風味や味
はメロンにも似ている。タネ
を蒸して食べると栗のよう
な甘みがありカレーに入れ
ても美味しい。）が挙げられ
ていた。それぞれの果物の
旬は、おおよそ下記の時期
に収穫されている。それぞ
れの果物の収穫時期や写真
が載っている現地ウェブサ
イト等もあるので、滞在時期
に合わせて果物の収穫時期
を確認してみても楽しい。

年中収穫されている果物

1

7
8

（
（5

（9

）

9
10

11

（

）

12

（出典：バングラデシュの果物の収穫時期（https://steemit.com/
fruits/@talukder/the-season-of-fruits-in-bangladesh）、NewVision調べ）
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4. 位：カレーいろいろ
•

ボッタ全種類（野菜などをふかしてマッシュしたおかず）

•

キチュリ
（ご飯と豆を一緒に炊いた炊き込みご飯）

•

テハリ
（ビリヤニに似た炊き込みご飯）

•

ダール（豆のスープ）

•
•
•

（マンゴーとライチを売っている屋台 撮影：福嶋

2 位：ビリヤニ

バングラデシュのご馳走として代表的な料理「ビリヤニ」。結婚式や
お客さんがお家に遊びに来るときに振舞われる料理で、炊き込み
ご飯のような存在である。
日本ビリヤニ協会の公式サイト （https:
//www.biriyani.info/）のビリヤニの説明には、
「インドやその周辺
国で食べられているスパイスとお肉の炊き込みご飯で、パエリア、
松茸ご飯と並び世界三大炊き込みご飯の１つ」であると記載され
ている。結婚式などで振舞われるビリヤニの肉類は、骨も一緒にぶ
つ切りになっている場合もあるため、小さな骨を間違えて咀嚼して
歯の詰め物などが取れてしまう事故に注意が必要。

•

バングラデシュの代表的な屋台おやつ「フスカ」。ピンポン球のよ
うな揚げ物に豆やジャガイモを煮た具材を詰めて、甘酸っぱいタ
レをかけたおやつ。街中の屋台や移動式のフスカ屋さんもあるの
で、道端で見かけたら、ふらっと立ち寄ってみるのも楽しい。大抵の
お店は、
フスカの持ち帰りもできるので、屋台で使用されているお
皿や水の衛生面が気になる方には、お持ち帰りもおすすめ。店員
さんがビニール袋に入れて持ち帰り用に用意してくれる。

•
•

ポロタと卵焼き朝食

チキンロースト

チャー（コンデンスミルクたっぷりの甘いお茶がバングラデシュの
定番。
レモンティーやジンジャーティーも）
サモサ（春雨などの具材を三角に包んだおやつ）

•

シンガラ
（ジャガイモなどの具材を丸く包んだおやつ）

•

チョッポティ
（ジャガイモ、豆、卵の入ったスープのようなおやつ。道
端の屋台でよく見かけるおやつ）

•

•

•
•
•
•

ジャルムリ
（ポン菓子、玉ねぎ、
スパイスなどを混ぜ合わせた定番
おやつ）

ベルプリ
（
フスカより
も硬い揚げ
物の上にフ
スカのよう
な具材を
乗せたお
やつ）

屋台の揚げ
物（古い油
（あなたはどちら派？シンガラ
（左）
とサモサ（右） 撮影：福嶋）
を使ってい
る場合もあるので、お腹が弱い方は要注意）

ミスティ
（現地でお祝いの時などに振舞われる甘いお菓子。
とにか
く甘い）
ディムチョップ（ゆで卵を揚げたおやつ）

チャナチュール（ピーナッツ入りのベビースターラーメンのような
おやつ。おつまみにもピッタリ）
ルティ
（インドのナンと同様、小麦粉を伸ばして焼いたもの）

•

ドチュワニ（高山地域で取れる蜂蜜）

•

ドイ
（ベンガル語で「ヨーグルト」の意。お祝いの時など、
ご飯に混
ぜて食べることもある）

•

（フスカを食べる少年 撮影：福嶋）

ハリム（お肉をじっくり煮込んだ豆ポタージュ）

5. 位：おやつ等（人気順）

•

3 位：フスカ

家庭料理

•

カバブ（鶏肉をグリルで焼いて、ルティと食べることが多い定番お
やつ）

ショルマ（肉や野菜をルティで巻いたおやつ）
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素敵なバングラデシュ、いろいろ！
Beautiful Bangladesh
冬のバングラ
熱気
他人のミスに対して寛容なところ
チャドカン、お茶(特にkazikazi)、ダッカのごちゃごちゃ感、アザーン、家庭料
理
フルーツが出回る季節
人、笑顔、活気、食事、雰囲気、前向きさ、適当加減
マンゴー
インド料理屋のHandi、Police Plazaとその近くの橋
人。みんなのゆるくて優しい人懐っこいところ。
仕事
マンゴー
かごが好きなので、ジャトラやプロクリティ、サリーアンは安くてかわいい
のですきです。
人！です。
人との出逢い
季節(特に冬季)
野菜が安いところ
果物
バラダラ公園から見えるモスクと夕日
タランゴ
日本には無いような大きな河川
人
ジャバツアーさん
リキシャとリキシャワラ

（道で遊ぶ子どもたち 撮影：福嶋）

ジャハンギルノゴル大学の冬に来る渡り鳥と蓮の花がポンと音をたてて
咲く季節

日本人コミュニティの交流
田舎の風景
家庭料理

野菜と果物
雨季

人懐こい感じの人柄

人が少ない早朝の静けさと昼間の喧騒カオスとのギャップ
川辺の水田

アーロン

田舎(ボリシャル県)の自然の風景

アートリキシャ

アザーン（お祈りの合図）

フスカ

トルカリ

マンゴー

田園風景

田舎の民家

チャドカン
夫の実家

食べ物、明るくホスピタリティ溢れる人々、水平線の田舎の風景
子どもたち

マンゴー食べ放題！
！

チャドカン
田んぼ

チャドカン（みんながベンガル語の先生）

（お客さんを待つリキシャこぎ「リキシャワラ」 撮影：福嶋）
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濃厚なヨーグルト・ドイ
全部

ほとんどあらゆるものが修理できて再利用可能
活気溢れる市場

カラフルな布

リキシャ・CNG

ベンガル地方の風景、ベンガル料理
マンゴーの安さと美味さ
春

田舎の田んぼ

ダッカの公園に上空に飛んでるインコ

ブーゲンビリア
（オシロイバナ科ブーゲンビリア属に属する熱
帯性の低木）

チャドカン
トルカリ
バングラデシュ人
バングラデシュ料理
田舎の風景
寒くないところ
食べ物が意外と美味しい
リキシャでの移動
Eksh February、Boi Mela、Boishakhiなど、季節季節のイベントや
お祭りで、人々をお祝いするのがとてもお気に入りです。

（フルーツを売っている屋台のおじさん 撮影：福嶋）

（道端のお茶屋さん 撮影：福嶋）

ノースエンドコーヒーは正直想像していたより美味しいのでお気
に入りです（高いですが・・）
時よりノスタルジックに感じられる日常
ベンガル料理
樹木
リバークルーズで見る夕陽

（バングラデシュ人の女性 撮影：福嶋）

43

手続き Procedure
渡航前のお手続き
（VISA、郵便、保険、銀行）Pre-travel Procedures
ビザ（査証）VISA

ビジネス目的での渡航の場合、EビザまたはBビザでの入国。その他の
VISAには、旅行者VISAや配偶者VISAなどがある。Bビザ、Eビザの取得方
法 に 関 し て は 、J E T R O 投 資 ハ ン ド ブ ッ ク を 参 照（
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2020/02/5b0e7adf61b548d4.
h t m l）。その 他ビザ 情 報 に関しては、大 使 館 のウェブ サイト情 報（
http://bdembjp.mofa.gov.bd/）を確認し、直接確認してみると良い。新
型コロナウイルスの影響で、到着ビザ（On Arrival VISA）が発行されてい
ない場合もあるため、バングラデシュ入国管理局（https://www.immi.
gov.bd/）の最新情報も確認しておく必要があるだろう。
郵便配達 Postal Delivery

国 際 郵 便 は 、O C S（ h t t p s : / / w w w . o c s . c o . j p / ）、D H L（
https://www.dhl.com/jp-ja/home.html）、FedEx（ https://
www.fedex.com/ja-jp/home.html）等が利用可。郵便局（EMS）を
利用しての郵送は、一般的に郵便局まで荷物を引き取りに行く必要
がある。
日本からバングラデシュまでの輸送は、約10日〜1ヶ月で届
くと言われているが、状況によっては大幅に遅れたり、届かなかっ
たりする場合もある。また、新型コロナウイルスの影響で国際便の
欠便による遅れなどもあるため、輸送前に直接確認することをお勧
めする。宛先に受取人の電話番号を記載すると届きやすい。
国内郵便は、現地郵便局やShundarban Courier Service Pvt. Ltd.（
https://www.sundarbancourierltd.com）、SA Paribahan（https://
www. facebook.com/ notes/desperately-seeking- dhaka-dsd/
s - a - p a r i b a h a n / 8 4 2 2 2 2 5 2 2 5 0 2 8 5 9 / ）、P a t h a o（
h t t p s : / / p a t h a o . c o m / c o u r i e r / ）、e - c o u r i e r（
https://ecourier.com.bd）など、民間の宅配便サービスやスタート
アップ企業等のサービスも充実しはじめている。
保 険 加 入（海 外 居 住、車 両 保 険、生 命 保 険）I n s u r a n c e ( O v e r s e a
residence, Vehicle, life etc.)
日本から渡航する際に、すでに海外居住者用の海外保険に加入し
ている方が多いかもしれないが、バングラデシュにも、メットライ
フアリコ（https://www.metlife.com.bd/）などの保険企業がいくつ
かある。バングラデシュ人で保険に加入している人はとても少なく
、現地の人々は、大病などで治療費が必要なときには、親戚などか
ら支援してもらったり、道端で援助して欲しいと頼んだりしながら、
高額な医療費を用意することが多い。

銀行口座開設とクレジットカード Bank Account Opening and
Credit Card
個人用の銀行口座の開設には、いくつかの条件があり、例えば労
働許可証（Work Permit）の提示が求められることもあるため、短期
・中期滞在者にとってはハードルが高いかもしれない。必要書類や
条件は銀行によって異なるため、口座開設前に銀行に直接問い合
わせる必要がある。代行業務を行っている企業もあるため、代行依
頼をしてみるのも良いだろう。
クレジットカードを使えるレストランや店舗も増えているが、一般
的な店舗では国際クレジットカードの利用が難しい場合が多い。
二重引き落としされる場合もあるため、店舗によっては、現金払い
も選択肢として用意しておくと安心。
日本から持参する銀行のVISA
デビットカードは、カードに「Visa」または「Plus」の表記があると、
海外でもATMが利用できるため、渡航前に登録しておくとバング
ラデシュでも引き出しができて便利。
か

は

ますか？

1%
FedEx
5%
OCS
11%

ったことはない
33%

DHL
21%
EMS
29%

り
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渡航後のお手続き
（SIM、車両、公共機関）Post-travel Procedures
SIM購入

外 国 人 は 、各 キ ャ リ ア 店 舗（ グ ラ ミ ン フ ォ ン（
h t t p s : / / w w w . g r a m e e n p h o n e . c o m ）、ロ ビ（
https://www.robi.com.bd/en）、バングラリンク（
https://www.banglalink.net）など）にて、パスポートを提
示することで購入することができる。SIMフリー携帯を持
っていない場合、SIMフリー携帯を現地調達することも可
能。バングラデシュで販売されている携帯電話は、通常
SIMフリー携帯であるため、現地で携帯電話を調達しても
良いかもしれない。ボタン式携帯電話の相場は1,500タカ
〜（約2,000円〜）、スマートフォンの相場は8,000タカ〜（
約１万円〜）。
車両の購入・レンタル、運転手 Vehicle Purchase/
Rental, Driver

車両をバングラデシュで購入する場合は、いくつかのショ
ールームを見学して決めても良いし、知り合いから車両
取扱企業を紹介してもらうのも良い。日本から車両を輸
送する場合は関税率に注意。

バングラデシュでは、
トヨタの中古車が多く出回っており、
日本と同じ左側通行であるため、交通規則は似ているが、
遵守されているかどうかは別問題である。国際運転免許
を取得しておけば、外国人でもバングラデシュで車を運
転することができるが、いきなりバイクが飛び出してきた
り、人が車道を横断したりすることでの事故が起こりやす
い。また、譲り合っていたらいつまで立っても前に進めな
いため、ほぼ全てのドライバーが、クラクションを鳴らし
ながら自己主張を欠かせない運転をしている。日本で自
動車教習を受けた人にとって、自動車マナーの常識をア
ップデートする必要があり、現地での運転は、あまりオス
スメできない。そのため、車両を購入する場合には、運転
手を自分で探して雇用し、運転してもらうことが多い。運
転手によっては、車両の修理などで高額の請求をしてき
たり、時間を守れなかったり、道に詳しくなかったりと、い
ろいろな課題がある場合もあるので、注意が必要である。
車両を購入せずにレンタルする場合は、レンタカー会社
が運転手を手配するのが一般的。

公共機関（警察、消防など）Public Institutions (Police, Fire
Department etc.)

999に電話をかけすると警察、消防、救急に連絡がいく。家に
いるときに緊急事態になったときには、大家さんか管理人
さんに助けを求めることが多いため、電話番号を入手して
おくと安心。自宅以外の緊急事態の場合は、職場や知り合い
に連絡したり、その場で現地の人に助けを求めたりもできる
。基本的に親切な人が多いため、その場で助けを求めても
助けてくれることが多い

持ち物 Necessary Things
大体のものはバングラデシュで購入可能であり、輸入品も価格を気にしな
ければ、多くのものが手に入る。ただ、日本と同じような生活を送ることは
難しいため、一部の生活必需品は、日本から持って来ている人も多い。
日本から必ず持って来ているものランキング
1.

位：食品（82%）
例：味噌汁、ふりかけ、インスタントラーメン、
レトルト食品、缶詰など

2.

位：調味料（79%）
例：味噌、醤油、みりん、料理酒、ごま油など

3.

位：洗面用具（74.2%）
例：歯ブラシ、歯磨き粉、シャンプー、
リンス、洗顔料、化粧水など

4.

位：お菓子（おつまみ）
（43.5%）

5.

位：お酒類（43.5%）

6.

位：文房具（40.3%）
例：ボールペン、消えるボールペン、
クレヨン、ノートなど

7.

位：キッチン用品（40.3%）
例：サランラップ、食洗スポンジなど

8.

位：お菓子（甘いもの）
（35.5%）

9.

位：小型家電製品（16.1%）
例：ホットプレート、
ミキサー、
ドライヤーなど

10. 位：おもちゃ
（12.9%）
例：ぬいぐるみ、
ドールハウス、絵本、乗り物、パズルなど
その他

衣類（肌着、靴下、靴など）、猫などのペットのおやつ・ペット用品、スリッパ、
衛生用品、電子機器（パソコン、スマホ）、現地の方々へのお土産 等
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持ち物リスト＜参考＞ List of Things of Bring
普段服用している薬

虫除けスプレーや防虫剤など（現地でもオドモスという虫除け塗り薬を購
入可）
日焼け止め（現地ではあまり手に入らない）
パスポート
（渡航用途に応じてビザ取得）
サングラス（現地でも購入可）

クレジットカード（利用可能店舗は増加中）

現金（現地でタカに両替できるため現金を少し持っておくと便利。円も一
部現地換金所で両替可）

携帯電話（できればSIMフリー携帯がオススメ。現地でも携帯電話を購入
可。SIMを購入すると電話番号が変わるので、登録済みの携帯アプリなど
は、メールアドレスなどでの登録に切り替えるとアカウントが引き継げて
便利。）
海外旅行保険

変電プラグ・変圧器（バングラデシュは208V）
航空券（Eチケット）

メガネ（必要に応じて）

コンタクトレンズ・洗浄液（現地では手に入りにくい。洗浄液は、容量によっ
て渡航時に手持ちできないため、スーツケースに詰めて）
洋服（現地でも購入可。必要最低限を詰めて、民族衣装に挑戦してみても
良い）
下着類（現地でも購入できるが、サイズ感は日本のものと異なる）
パジャマ、寝具（現地でも手に入るが、一部店舗に限る）

雨具（局地的な大雨が多いため、少し雨宿りをすれば雨具は必
要ない場合もある。現地でも購入可。現地の人がポリ袋を被って
雨の中を全力疾走する場面に出逢うことも。）

生理用品（現地でも購入可能だが、粘着力が弱かったり、サイズ
が大きめのものが多かったり、品質等も日本のものよりゴワゴワ
ごわごわしている。気になる方は日本からの持参がオススメ）
財布（盗難防止のため、小分けでいくつか持っていると便利）

靴（汚れやすいため、歩きやすくて汚れても良いスニーカーなど
も良い。現地でサンダルを購入すると、約300〜1,000タカ程度（
約390〜1,300円）で手に入る。靴の価格帯は2,000タカ〜（約
2,600円〜））
歯ブラシ（現地でも購入できるが、毛先が硬く大きめのものが多
い。）
小型バッグ（防犯対策でファスナー付きのカバンがオススメ）

化粧品類（現地でも手に入るが、使い慣れたものを持ってくると
良い。化粧水などの基礎化粧品は、手に入りにくい）
ポケットWi-Fi（SIMフリー携帯の場合、現地でインターネット接
続可能なプリペイドSIMも購入可）

洗面用具（安価なホテルには、シャンプーや歯ブラシが用意され
ていない場合が多い。現地コンビニでは小袋シャンプー（2タカ・
約2.6円）など購入可）
日本食（ダッカでも一部の店舗で購入することができるが、価格
帯が高く、品数も限られている）
サランラップ（現地でも購入できるが、弾力があり切りにくいた
め使いにくい）

ストール（女性用、1枚あると外出時の日よけにも便利。現地でも購入可）

（出典：ダッカ日本人会作成Hello Dhaka (https://dhakanihonjinkai.jimdofree.com/hello-dhaka-2013-ダッカ生活情報誌
/)（2013年度版）、地球の歩き方（2015年度版）、アンケート調査等）
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