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＜本調査の概要・目的＞

概要：ジェトロは2010年3月、アジアの主要16ヵ国22都市において、電気製品、食料・飲料、サ

ービスに関連する合計14品目について、売れ筋商品（サービス）の価格を調査した。

目的：日本の中小企業の海外市場開拓のための基礎データの提供

調査時期：2010年3月

対象都市：北京、上海、大連、青島、広州、香港、ソウル、シンガポール、クアラルンプール、

バンコク、ジャカルタ、マニラ、ハノイ、ホーチミン、ヤンゴン、ビエンチャン、ニューデリー

、コロンボ、ダッカ、カラチ、シドニー、オークランド（16ヵ国22都市）

調査品目：液晶テレビ、冷蔵庫、洗濯機、携帯電話機、牛乳、ミネラルウォーター、缶ビール、

缶コーラ、卵、ハンバーガー、タクシー初乗料金、映画鑑賞、ベビーシッター、ワイシャツクリ

ーニング （計14品目）

調査方法：各都市のスーパーマーケット、ショッピングセンター等の店舗１ヵ所で店員から売れ

筋商品及びその価格を聞き取り。

備考：データの制約から、本調査はあくまでアジア地域における売れ筋商品やその価格のおおまかな傾

向をつかむものとして、ご利用いただきたい。



調査対象国①
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国名 人口（08年） 国民1人当たりGＮＩ（08年) 一般ワーカーの月額賃金（09年） GDPに占める消費支出の割合（09年） 消費者物価指数（09年、注２）
中国 １３億1,436万人 3,213ドル 217ドル 34.0% 131.7
香港 698万人 3万2,969ドル 1,306ドル 61.3% 109.0
韓国 4,815万人 1万9,422ドル 1,220ドル 52.0% 161.4

シンガポール 462万人 3万8,347ドル 967ドル 38.6% 118.8
マレーシア 2,701万人 7,921ドル 257ドル 50.7% 142.6

タイ 6,739万人 4,046ドル 231ドル 54.9% 154.0
インドネシア 2億2,735万人 2,150ドル 151ドル 57.9% 494.3
フィリピン 9,035万人 2,063ドル 221ドル 72.0% 218.6
ベトナム 8,710万人 1,019ドル 101ドル 68.0% 228.3
ラオス 621万人 790ドル n.a. n.a. 1,541.2

ミャンマー 4,956万人 578ドル 23ドル n.a. 1,800.8
インド 11億8,141万人 1,054ドル 188ドル 56.0% 237.3

スリランカ 2,000万人 2,007ドル 102ドル n.a. 398..3
バングラデシュ 1億6,000万人 533ドル 47ドル n.a. 213.6

パキスタン 1億7,700万人 1,031ドル 136ドル 67.2% 289.8
オーストラリア 2,107万人 4万6,574ドル 3,246ドル 55.8% 143.8

ニュージーランド 423万人 3万447ドル 2,314ドル 60.1% 136.4
（参考）日本 1億2,729万人 3万9,853ドル 2965ドル（注１） 57.6% 99.6

（出所）：
・作業員の平均賃金：「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2009年度調査）」、ジェトロ。横浜市「平成21年度職種別民間給与実態調査(４月実施)」

（注）： ①　横浜市の賃金の場合　　②1995年を100とする

調査対象国・主要経済指標

・GDPに占める消費支出の割合、消費者物価指数：Euromonitor International

・人口、国民1人当たりGNI："United Nations Statistics Divisions"   GNI=国民総所得
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 エアコン カラーTV 携帯電話 二輪車 乗用車 パソコン 冷蔵庫 洗濯機

インド 1.8 33.8 18.4 5.6 3.9 6.2 17.9 21.1 

中国 53.0 96.5 87.8 10.0 3.9 30.9 60.1 71.4 

香港 83.5 99.5 99.3 31.3 20.5 77.0 99.6 95.0 

インドネシア 6.7 86.5 44.7 9.6 7.8 14.6 25.1 28.0 

日本 84.7 99.0 92.5 17.6 87.3 91.7 98.6 99.0 

マレーシア 26.2 96.5 92.8 50.4 61.5 37.7 84.8 91.8 

韓国 50.8 99.4 96.3 40.8 67.9 81.3 99.7 98.7

タイ 13.6 96.6 80.0 22.2 13.3 27.5 87.3 50.8

ベトナム 4.5 86.0 27.5 11.7 1.1 11.0 29.9 12.6

パキスタン 15.8 36.6 27.8 15.8 6.9 13.0 38.9 17.5

フィリピン 10.6 90.3 66.2 31.3 11.8 23.8 47.5 37.9

シンガポール 73.7 99.4 99.0 7.2 35.0 81.9 99.1 93.2
オーストラリア 68.9 99.2 90.7 13.5 87.4 79.3 99.9 96.7
ニュージーランド 63.5 98.6 81.3 4.0 82.8 81.5 86.8 97.2

表：主要各国の世帯当たり耐久消費財普及率(2009年）

出所：Euromonitor International 
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図：主要国・地域の消費支出の年平均伸び率 (2003年～2008年、ドルベース）

調査対象国②

i. 新興国の可処分所得は、日本、
欧米、韓国･台湾などの先進国
市場に比べ、近年、高い伸び率
を誇る。

ii. 新興国市場の耐久消費財普及率
は依然として低く、インド、中
国、インドネシアなどを中心
に、巨大な未開拓市場が眠る。
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家電製品
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①液晶テレビ：32インチが主流。

・多くの都市で、32インチが売れ筋。価格は日本円換算（以下同じ）で2万8,752円（ハ
ノイ）から8万8,000円（コロンボ）まで幅がある。都市により日本ブランドまたは韓国ブ
ランドが選ばれている。
・所得水準の高いソウル、シンガポール、シドニー、オークランドでは、40～42インチ
の大型サイズが売れ筋。

日本ブランド（11都市）
●上海 ●大連 ●香港
●クアラルンプール

●シンガポール
●バンコク ●ホーチミン

●ヤンゴン ●ダッカ
●シドニー 

●オークランド

韓国ブランド（9都市）
●北京 ●ソウル

●ジャカルタ ●マニラ
●ハノイ ●ビエンチャン

●ニューデリー
●コロンボ
●カラチ

中国ブランド（2都市）
●青島 ●広州

●日本製品は、品質面での信頼が高い。
「アフターサービスが良い」（大連）
「長持ちする」（クアラルンプール）
「パソコンにも接続可能」（ヤンゴン）など
●韓国製品には、価格面での評価が高い。

42インチ（4都市） 40インチ（3都市）

●北京（14万6,057円）
●広州（5万9,672円）
●ソウル（8万1,920円）
●シンガポール（6万1,533円）

●大連（8万6,385円）
●シドニー（11万3,947円）
●オークランド（9万8,409円）

32インチ（12都市） その他（3都市）

●上海（3万5,870円）
●香港（6万9,906円）
●クアラルンプール（5万7,324円）
●バンコク（4万6,137円）
●マニラ（5万5,521円）
●ハノイ（2万8,752円）
●ホーチミン（5万2,320円）
●ヤンゴン（3万6,000～5万4,000円）
●ニューデリー（8万5,570円）
●コロンボ（8万8,000円）
●ダッカ（15万650円）
●カラチ（4万3,200～4万8,600円）

●青島（46インチ、10万991円）
●ジャカルタ（26インチ、3万9,990円）
●ビエンチャン（22インチ、2万7,820円）

国名・価格

国名・価格
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液晶テレビ（主要国の状況）：
Point① 所得水準の高い国では大型テレビが売れ筋

オーストラリア

40インチが売れ筋

価格：11万3,947円

●国民1人当たりGNI：
4万6,574ドル

●カラーテレビの普及率：99.2%

ソウル

42インチが売れ筋

●国民1人当たりGNI：
1万9,422ドル

●カラーテレビの普及率：99.4%

価格：8万1,920円

シンガポール
42インチが売れ筋

●国民1人当たりGNI：
3万8,347ドル
●カラーテレビの普及率：99.4%

価格：6万1,533円

オークランド

40インチが売れ筋

●国民1人当たりGNI：
3万447ドル
●カラーテレビの普及率：98.6％

価格：9万8,409円

Point② ジャカルタ、ビエンチャンでは小ぶりサイズが売れ筋

ジャカルタ

26インチが売れ筋

●国民1人当たりGNI：
2,150ドル

●カラーテレビの普及率：86.5％

価格：3万9,990円

ビエンチャン
22インチが売れ筋

●国民1人当たりGNI：
790ドル

●ブラウン管が主流

価格：2万7,820円

●各地で積極的なプロモーション活動を展開
①北京：韓国メーカーが42インチを買うと32インチの

液晶テレビも付けるというプロモーションを行って
いる。

②上海：「以旧換新（都市向け買い替え補助金政
策）」の影響で、売上増加。

（ご参考）日本：13万8,000円
32型、録画機能付きの場合
⇒32型、録画機能付きの液晶テレビが人気。

なお、32型で録画機能が付いていない場合は
94,800円 となる。 （東京の家電量販店の店員へのヒアリング）

GNI=国民総所得を指す
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液晶テレビ（各国データ）
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都市名 価格（現地通貨建て） 価格（円建て）
売れ筋企業

仕様、売れ筋理由など
調査場所 為替レート

(2010年3月平均レート）

北京 1万990元 14万6,057円 韓国企業

①42インチ
②新製品
③このテレビを買うと32インチ
液晶テレビが付いてくる。

国美電器双井店 円/元：13.29

上海 2,699元 3万5,870円 日本企業
①32インチ
②「以旧換新（都市向け買い
替え補助金政策）」のため。

世紀聯華蘆湾店 円/元：13.29

大連 6,500元 8万6385円 日本企業

①40インチ
②品質
③アフターサービスが良い
④液晶が良い。

蘇寧電器 円/元：13.29

青島 7,599元 10万991円 中国企業 ①46インチ 蘇寧電器　南京路店 円/元：13.29

広州 4,490元 5万9,672円 中国企業
①42インチ
②安価
③多機能

国美電器 円/元：13.29

香港 5,980香港ドル 6万9,906円 日本企業 ①32インチ フォートレス（Fortress） 円/香港ドル：11.69

ソウル 102万4,000ウォン 8万1,920円 韓国企業 ①42インチ 円/ウォン：0.08

シンガポール 949シンガポール・ドル 6万1,533円 日本企業 ①42インチ コート（Courts） 円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 2,099リンギット 5万7,324円 日本企業
①32インチ
②長持ちする
③手ごろな値段

ベスト電器店 円/リンギット：27.31

バンコク １万6,900バーツ 4万6,137円 日本企業

①32インチ
②ブランド
③音が良い
④耐久性
⑤高画質

ビッグシー（Big C） 円/バーツ：2.73

ジャカルタ 399万9,000ルピア 3万9,990円 韓国企業 ①26インチ カルフール 円/ルピア：0.01

マニラ 2万7,900ペソ 5万5,521円 韓国企業 ①32インチ
アンソンス　電化製品センター
（Ansons Appliance Center）

円/ペソ：1.99

ハノイ 599万ドン 2万8,752円 韓国企業
①32インチ
②安くて品質も良い

ベスト電器 円/ドン：0.0048

ホーチミン 1千90万ドン 5万2,320円 日本企業
①32インチ
②ブランド名
③高画質

家電量販店 円/ドン：0.0048

ビエンチャン 260万キープ 2万7,820円 韓国企業
①22インチ
②ブラウン管が主流

ラオス・モバイル・グループ
（Lao Mobile Group）

円/キープ：0.0107

ヤンゴン 40万チャット～60万チャット 3万6,000円～5万4,000円 日本企業
①32インチ
②Sony製は品質が良い
③パソコンにも接続可能

シティー・マート（City Mart） 円/チャット：0.09

ニューデリー 4万3,000ルピー 8万5,570円 韓国企業
①32インチ
②安くて品質そこそこ

デリー市内 円/ルピー：1.99

コロンボ 11万スリランカ・ﾙﾋﾟｰ 8万8,000円 韓国企業
①32インチ
②ミドルクラスが購入可能な
価格、分割払いも出来る

アバンス（大手家電販売店） 円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 11万5,000タカ 15万650円 日本企業
①32インチ
②品質　③ブランド

ラングス電機株式会社
（Rangs Electronics Ltd. ）

円/タカ：1.31

カラチ
4万～4万5,000

パキスタン・ルピー
4万3,200円～4万8,600円 韓国企業

①32インチ　②価格
③品質　④ブランド

サダル地区 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー 1,376オーストラリア・ドル 11万3,947円 日本企業 ①40インチ　②新モデル
ジェイ・ビー・ハイフィー
（JBHifi）

円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド 1,499ニュージーランド・ドル 9万8,409円 日本企業
①40インチ　②性能　③価格
④ブランド

ノエル・リーミング
（家電量販店）

円/ニュージーランド・ドル：65.65
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②冷蔵庫：日本ブランドのワンドアが人気。価格帯は1万8,000～3万3,000円

・ASEAN、南西アジア諸国ではほとんどの都市でワンドア冷蔵庫が売れ筋。日本ブ
ランドがほとんどの都市で選ばれている。価格帯は1万8,000円～3万3,000円の範
囲が多い。ただし、ハノイでは3ドア（5万5,152円、日本ブランド）が売れ筋に挙がって
いる。

ASEAN 南西アジア

日本ブランド（8都市）
●シンガポール 

●クアラルンプール ●バンコク
●ジャカルタ ●マニラ
●ハノイ ●ホーチミン

●ビエンチャン

韓国ブランド（3都市）
●ヤンゴン

●ニューデリー
●コロンボ

中国ブランド（1都市）
●ダッカ

地場ブランド（１都市）
●カラチ

１ドア（4都市） 2ドア（1都市） ３ドア（1都市）

●バンコク（１万6,899円）
●ジャカルタ（1万8,090円）
●マニラ（2万4,873円）
●ビエンチャン（2万1,175円）
●ヤンゴン（1万6,200～1万8,000円）

●シンガポール（7万9,688円）
●コロンボ（5万2,000円）

●ハノイ（5万5,152円）
国名・価格

ASEAN 、南西アジア各国の仕様比較
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冷蔵庫（主要国の状況）：
Point① 所得水準の高い国では、大型で高価格な冷蔵庫が選ばれる

クアラルンプール

470Ｌが売れ筋

価格：6万5,517円

●国民1人当たりGNI：
7,921ドル

●冷蔵庫の普及率：84.8％

ソウル

●国民1人当たりGNI：
1万9,422ドル

●冷蔵庫の普及率：99.7%

価格：6万9,082円

シンガポール

508Lが売れ筋
●国民1人当たりGNI：
3万8,347ドル
●冷蔵庫の普及率：99.1%

価格：７万9,688円

766Ｌが売れ筋

Point② ハノイでは3ドアも人気、各国で嗜好は異なる

●３ドアが人気
・345Ｌ、取っ手が無く収納も容易、冷蔵庫の商品

ブースが一番充実。
●色はシルバー、質感はメタリックなものが人気
●両開きの冷蔵庫も人気だが、345Lの2倍以上の

価格となってしまう。
（ハノイ ベスト電器店より聞き取り）

ハノイ

●「丸みのあるデザイン、メタリック、ゴールドなどの
色が人気」（バンコク）

●「両門型、節電型が良い」（ソウル）

各国の嗜好も異なる
（ご参考）日本：32,000円
137L、エコポイント対象商品のため（要量が250L以下）

人気。（都内の家電量販店の店員へのヒアリング）

価格：5万5,152円
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冷蔵庫（各国データ）
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都市名 価格（現地通貨建て）
価格（円建て） 売れ筋企業

仕様、売れ筋理由など 調査場所
為替レート

（2010年3月平均レート）

北京 4,180元 5万5,552円 地場企業
①温度調整が自動的になされ
る。

国美電器 円/元：13.29

上海 1,259元 1万6,732円 地場企業
①「以旧換新（都市向け買い替
え補助金政策）」のため。
②170リットル

国美電器老西門店 円/元：13.29

大連 5,980元 7万9,474円 地場企業

①ブランド力
②保障制度あり、品質良い
③値段が安い
④アフターサービスが良い
⑤耐久性、⑥美観

蘇寧電器 円/元：13.29

青島 5,980元 7万9,474円 地場企業 ①消費電力　0.81kwh
蘇寧電器
南京路店

円/元：13.29

広州 2,218元 2万9,477円 ドイツ企業 ①2ドア、西門子 蘇寧電器 円/元：13.29

香港 2,730香港ドル 3万1,914円 日本企業 ①2ドア フォートレス（Fortress） 円/香港ドル：11.69

ソウル 86万3,530ウォン 6万9,082円 地場企業
①両門型、②766リットル
③節電型

円/ウォン：0.08

シンガポール 1,229シンガポール・ドル 7万9,688円 日本企業 ①2ドア、②508リットル コート（Courts） 円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 2,399リンギット 6万5,517円 日本企業
①長持ちする
②手頃な値段
③470リットル

ベスト電器 円/リンギット：27.31

バンコク 6,190バーツ 1万6,899円 日本企業

①1ドアが主流
②省エネ
③丸みのあるデザイン
④色（メタリック、ゴールドなど）
⑤殺菌機能

ビッグシー（Big C） 円/バーツ：2.73

ジャカルタ 180万9,000ルピア 1万8,090円 日本企業 ①1ドア　②170リットル カルフール 円/ルピア：0.01

マニラ 1万2,499ペソ 2万4,873円 日本企業 ①１ドア

アンソンス　電化製品セン
ター

（Ansons Appliance
Center）

円/ペソ：1.99

ハノイ 1,149万ドン 5万5,152円 日本企業

①取っ手が無く、収納が容易。
②色はシルバーが人気、質感
はメタリックなものが人気。
③345リットル　④3ドア

両開きの冷蔵庫が欲しいが、
345Lの2倍以上の価格となって
しまう。冷蔵庫の商品ブースが
一番充実。

ベスト電器 円/ドン：0.0048

ホーチミン 538万ドン 2万5,824円 日本企業
①ブランド名
②モーター音が静か
③188リットル

家電量販店 円/ドン：0.0048

ビエンチャン 197万9,000キープ 2万1,175円 日本企業
①１ドアタイプが主流
②147リットル

Kプラザ 円/キープ：0.0107

ヤンゴン

18万チャット～20万チャット
1万6,200円～1万8,000

円
韓国企業

①電力容量が多いため人気
②1ドアが主流

シティー・マート
（City Mart）

円/チャット：0.09

ニューデリー 1万6,500ルピー 3万2,835円 韓国企業 ①260リットル デリー市内 円/ルピー：1.99

コロンボ 6万5,000スリランカ・ﾙﾋﾟｰ 5万2,000円 韓国企業
①ミドルクラスが分割払いで購
入可能な価格    ②2ドア

アバンス（大手家電販売
店）

円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 1万9,800タカ～2万4,000タカ 2万5,938円～3万1,440円 中国企業 ①低価格
スター電器

（Star Electronics）
円/タカ：1.31

カラチ
2万4,000パキスタン・ﾙﾋﾟｰ 2万5,920円 地場企業

①中古売却価格の優位性
②停電に強い（耐久力） サダル地区 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー 879オーストラリア・ドル 7万2,790円 地場企業 ①人気ブランド  ②300リットル
ハービー　ノーマン
（Harvey Norman）

円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド 1,300ニュージーランド・ドル 8万5,345円 地場企業
①価格、②サイズ　③ブランド
④373リットル

ノエル・リーミング
（家電量販店）

円/ニュージーランド・ドル：65.65
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③洗濯機：3万円台の全自動洗濯機が多数派

・およそ半数の都市の売れ筋商品は、2万7,000～3万7,000円の価格帯に属する。
仕様は全自動タイプがほとんどを占めるが容量は6.5キロから12キロまで幅がある。
ドラム式も多い。カラチでは6,912円という超低価格品が選ばれた。

各国 価格分布

②6,000～2万円

（計6都市）

①2万7,000～3万7,000円

（計11都市）

③3万7,000～10万円

（計5都市）

・クアラルンプール
（2万7,283円）
・マニラ（2万8,853円）
・ニューデリー（2万8,855円）
・ハノイ（3万3,072円）
・ホーチミン（2万9,664円）
・コロンボ（3万2,000円）
・ダッカ（3万7,990円）
・バンコク（3万3円）
・香港（3万2,498円）
・北京（3万6,946円）
・広州（3万4,395円）

・ジャカルタ（1万5,290円）
・上海（1万5,403円）
・ソウル（1万8,336円）
・ビエンチャン（1万7,430円）
・ヤンゴン（9,000円）

・大連（4万7,884円）
・青島（9万8,080円）
・シンガポール
（6万2,830円）
・シドニー（9万1,008円）
・オークランド
（6万2,368円）

容量5～7kg
容量7～8kg

容量8～10kg

容量10kg以上
全
自
動

・上海：6kg  ・カラチ：5kg

・香港：6.5kg 

・オークランド：6.6kg

・ビエンチャン：6kg

・ニューデリー：6.5kg

・青島：8kg

・マニラ：7kg

・シドニー：7.5kg

・ソウル：10kg

・シンガポール：12kg

・バンコク：12kg

クアラルンプール：8kg

ジャカルタ：8kg

ハノイ：9kg

ホーチミン：8.5kg

売れ筋の容量

・カラチ（6,912円）
超低価格品！
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洗濯機（主要国の状況）：
Point① 所得水準の高い国では、高級品が人気

シンガポール

12kg

価格：6万2,830円

●国民1人当たりGNI：
3万8,347ドル

●洗濯機の普及率：93.1％

シドニー

●国民1人当たりGNI：
4万6,574ドル
●洗濯機の普及率：96.7％

価格：9万1,008円

オークランド

6.6kg
●国民1人当たりGNI：
3万447ドル
●洗濯機の普及率：97.2％

価格：6万2,368円

Point② 中国では中国ブランドが圧巻、価格は1～9万円台とバラツキあり。

北京
●中国ブランドが人気
●「売れ筋理由」：洗浄力が抜群

7.5kg、省エネ型

価格：3万6,946円

大連
●中国ブランドが人気
●「売れ筋理由」：保証制度あり

青島
●中国ブランドが人気
●ドラム式

広州
●韓国ブランドが人気
●「売れ筋理由」：簡単に操作出来る

香港
●日本ブランドが人気
●6.5kg

価格：4万7,844円 価格：3万4,395円

価格：9万8,080円 価格：3万2,498円

上海
●日本ブランドが人気
●「売れ筋理由」：「以旧換新（都市
向け買い替え補助金政策）」のため。

価格：1万5,403円

●中国では、中国ブランドが圧巻してい
るものの、香港と上海では日本ブラン
ドが人気。

「日本製品はブランド力がある」（香港）と
の声あり。

（ご参考）日本：78,800円
縦型、乾燥機付き、節水型の場合
ドラム式よりは縦型の方が人気。ドラム式の価格は
12～13万円と縦型よりは高くなる
（都内の家電量販店の店員へのヒアリング）
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洗濯機（各国データ）

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載

都市名 価格（現地通貨建て） 単価（円建て） 売れ筋企業 調査場所
為替レート

（2010年3月平均レート）

北京 2,780元 3万6,946円 地場企業 国美電器 円/元：13.29

上海 1,159元 1万5,403円 日本企業 国美電器 円/元：13.29

大連 3,600元 4万7,844円 地場企業 蘇寧電器 円/元：13.29

青島 7,380元 9万8,080円 地場企業
蘇寧電器
南京路店

円/元：13.29

広州 999元 1万3,277円 韓国企業 蘇寧電器 円/元：13.29

香港 2,780香港ドル 3万2,498円 日本企業 フォートレス（Fortress） 円/香港ドル：11.69

ソウル 22万9,200ウォン 1万8,336円 韓国企業 円/ウォン：0.08

シンガポール 969シンガポール・ドル 6万2,830円 日本企業 コート（Courts） 円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 999リンギット 2万7,283円 日本企業 ベスト電器店 円/リンギット：27.31

バンコク 1万990バーツ 3万3円 韓国企業 ビッグシー（Big C） 円/バーツ：2.73

ジャカルタ 152万9,000ルピア 1万5,290円 地場企業 カルフール 円/ルピア：0.01

マニラ 1万4,499ペソ 2万8,853円 日本企業 円/ペソ：1.99

ハノイ 689万ドン 3万3,072円 日本企業 ベスト電器 円/ドン：0.0048

ホーチミン 618万ドン 2万9,664円 日本企業
家電量販店

円/ドン：0.0048

ビエンチャン 162万9,000キープ 1万7,430円 日本企業 Kプラザ 円/キープ：0.0107

ヤンゴン
10万チャット 9,000円 日本企業

シティー・マート（City
Mart）

円/チャット：0.09

ニューデリー 1万4,500ルピー 2万8,855円 韓国企業 デリー市内 円/ルピー：1.99

コロンボ 4万スリランカ・ルピー 3万2,000円 韓国企業 アバンス 円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 2万9,000タカ 3万7,990円 韓国企業

ニューベンガル家電
量販店

（New Bengal Home
Appliance）

円/タカ：1.31

カラチ 6,400パキスタン・ルピー 6,912円 地場企業 サダル地区 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー 1,099オーストラリア・ドル 9万1,008円 イタリア企業
ハービー　ノーマン
（Harvey Norman）

円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド 950ニュージーランド・ドル 6万2,368円 地場企業
ノエル・リーミング

（家電量販店）
円/ニュージーランド・ドル：65.65

仕様、売れ筋理由など

①水とドラムがともに回る
②手洗いが必要な洗濯物にも対応可
能
③洗浄力は抜群

①6kg
②「以旧換新（都市向け買い替え補助
金政策）」のため。

①ブランド
②保障制度あり、品質も良い
③アフターサービスが良い
④長持ちする

①ドラム式
②8ｋｇ

①縦型　②ブランド

①6.5kg

①6.5kg

①全自動、②10kg、③節電型
④4段階選択

①12kg

①タテ型、②8kg
③長持ちする
④手ごろな値段

①11kg
②一層式全自動型（縦置き）が多い
③洗濯物にやさしい
④防サビ処理がなされている
⑤ターボドラム付き
⑥汚れがよく落ちる

①8kg
②二層式

①価格　　②品質　③ブランド名

①要量5ｋｇ
②細やかなｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ
③1年間のﾓｰﾀｰ保証制度あり

①7.5kg
②水消費が尐ない（省エネ型）
③店員のお薦め品

①6.6kg  ②価格　③サイズ　④ブランド

①全自動　②7 kg

①要量9kg、590×608×1,059mm）
②縦型

①要量8.5ｋｇ,5人用
②丈夫で長持ち。
③斜めドラム（10度）、
④超音波洗浄で汚れが良く落ちる
⑤本来は輸出用に開発されたが、国内
でも人気がある

①二槽式、6kg
②二槽式が主流

①2タンク、②機能面が充実

①ドラム式洗濯機
②ミドルクラスが分割払いで購入可能
な価格
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④携帯電話機：NOKIAが売れ筋商品を席巻。15都市を占める。

・ブランドではフィンランドブランド（NOKIA）が売れ筋を席巻。15都市を占める。価格
帯はニューデリー、ヤンゴン、ビエンチャンが2,388～3,150 円と最も安価なグループ。
ダッカ、ジャカルタ、カラチが9,000円以下でこれに続く。

全
自
動

●地場企業（計1社）
ジャカルタ（6,990円）

低価格品グループ①
（2,388～3,500円）

●ニューデリー（2,388円）
●ヤンゴン（3,150円）
●ビエンチャン（2,557円）

低価格品グループ②
（3,500～9,000円）

●ダッカ（5,607円）
●カラチ（8,640円）
●ジャカルタ（6,990円）

NOKIA製（計15社） I Phone（計3都市） 韓国製（計２都市）

●上海（2万9,238円）
●大連（2万1,264円）
●青島（3万1,869円）
●広州（2万6,421円）
●クアラルンプール（4万938円）
●マニラ（3万3,830円）
●ハノイ（2万880円）
●ホーチミン（3万4,080円）
●ビエンチャン（2557円）
●ヤンゴン（3,150円）
●ニューデリー（2,388円）
●コロンボ（2万5,952円）
●ダッカ（5,607円）
●カラチ（8,640円）
●オークランド（1万3,130円）

●香港（5万1,997円）
●ソウル（5万8,560円）
●シンガポール（5万3,039円）

所得の高い国では、I phoneが人
気。NOKIA製品に比べると価格
は高くなる。

●北京（1万9,776円）
●バンコク（1万6,353円）

国名・価格
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携帯電話（主要国の状況）：
Point① 高機能携帯電話が人気

ハノイ

Web接続あり、色はシル
バー、ブラック系が人気

価格：2万880円

ホーチミン

●国民1人当たりGNI：
1019ドル

●携帯電話の普及率：27.5%

価格：3万4,080円

クアラルンプール

価格：4万938円

文字盤付、高機能カメラ（5メガピ

クセル）付き、大容量メモリ
（4GB）、3D対応でビジネスマン
に人気

価格：5万3,039円 価格：5万8,560円

Point② I Phoneの普及も進む

●一部の国では、高機能携帯電話とI Phoneの普及が進む。
「カメラ付きのスマートフォンが人気」（バンコク）
「カメラ、FMラジオ付き」（ダッカ）
●シンガポールでは、I Phoneの普及が進む一方で、Nokia製

の携帯も20~30代の若者に人気が高い。

●国民1人当たりGNI：
1,019ドル
●携帯電話の普及率：27.5％

●国民1人当たりGNI：
7,921米ドル

●携帯電話の普及率：92.8%

コロンボ

3G、カメラ付き、
インターネットﾌﾞﾗｳｻﾞ搭載

●国民1人当たりGNI:2,007ドル

高機能

価格：2万5,952円

シンガポール
3GS、32GB

●ビジネスマンを中心に
IPhoneの普及は進む
●国民1人当たりGNI：
3万8,347ドル
●携帯電話の普及率：98.7％

ソウル
3GS、32GB

●国民1人当たりGNI：
1万9,422ドル
●携帯電話の普及率：96.3％

香港

3GS、8GB

●国民1人当たりGNI：
3万2,969ドル
●携帯電話の普及率：99.3%

価格：5万1,997円

（ご参考） 日本：5万7,600円
アイフォン（I Phone）、32GB

の場合。
16GBの価格は4万6,060円。
16GBよりは32GBの方が人気
（都内 家電量販店の店員へのヒアリング）
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携帯電話（各国データ）
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都市名 価格（現地通貨建て） 価格（円建て） 売れ筋企業 調査場所
為替レート

（2010年3月平均レート）

北京 1,488元 1万9,776円 韓国企業 国美電器 円/元：13.29

上海 2,200元 2万9,238円 フィンランド企業 不夜城通信市場 円/元：13.29

大連 1,600元 2万1,264円 フィンランド企業 蘇寧電器 円/元：13.29

青島 2,398元 3万1,869円 フィンランド企業 蘇寧電器 円/元：13.29

広州 1,988元 2万6,421円 フィンランド企業 国美電器 円/元：13.29

香港 4448香港ドル 5万1,997円 米国企業 フォートレス（Fortress） 円/香港ドル：11.69

ソウル 73万2,000ウォン 5万8,560円 米国企業 円/ウォン：0.08

シンガポール
818シンガポール・ドル 5万3,039円 米国企業 モバイルワン（M1） 円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 1,499リンギット 4万938円 フィンランド企業 携帯電話販売店 円/リンギット：27.31

バンコク 5,990バーツ 1万6,353円 韓国企業 エンポリアム　Telwize 円/バーツ：2.73

ジャカルタ 69万9,000ルピア 6,990円 地場企業 円/ルピア：0.01

マニラ 1万7,000ペソ 3万3,830円 フィンランド企業
グロリエタ・パーク

（Glorietta Park Square）
円/ペソ：1.99

ハノイ 435万ドン 2万880円 フィンランド企業 ベスト電器 円/ドン：0.0048

ホーチミン 710万ドン 3万4,080円 フィンランド企業 家電量販店 円/ドン：0.0048

ビエンチャン 23万9,000キープ 2,557円 フィンランド企業
ラオス・モバイル・グループ

（Lao Mobile Group）
円/キープ：0.0107

ヤンゴン 3万5,000チャット 3,150円 フィンランド企業 シティー・マート（City Mart） 円/チャット：0.09

ニューデリー 1200ルピー 2,388円 フィンランド企業 デリー市内 円/ルピー：1.99

コロンボ 32,440スリランカ・ルピー 2万5,952円 フィンランド企業 ソフトロジック社 円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 4,280タカ 5,607円 フィンランド企業 ノキア店 円/タカ：1.31

カラチ 8000パキスタン・ルピー 8,640円 フィンランド企業 サダル地区 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー

オークランド 200ニュージーランド・ドル 1万3,130円 フィンランド企業
ノエル・リーミング

（家電量販店）
円/ニュージーランド・ドル：65.65

①LCD2.8インチ、MP3　②カメラ付き
③ブランド　　　　　　　　④スマートフォン
が人気

①ＷＥＢ接続あり
②色はシルバー、ブラック系

①文字盤付、高機能カメラ（5メガピクセ
ル）付き
②大容量メモリ（４GB)
③３D対応でビジネスマンに人気

①GSM携帯（海外携帯電話）
②多機能

①3G、8GB

①3GS、32GB

①高機能
②世界的に有名なブランド

仕様、売れ筋理由など

①価格の割に高性能
②720元の電話代を還元

①丈夫で、長く使える
②電池が良い
③品質が良い
④有名ブランド
⑤品質が保障されている
⑥操作システムが成熟。　　⑦機能が
完備

①ブランド　②高品質

①3GS、32GB  ②I Phoneは普及は進
む
*Nokia製の携帯も20～30代に人気。
Nokia7230　携帯電話端末のみの場合
は228シンガポール・ドルで売られてい
る。

①3G 携帯　　②特売品が人気

①カラー液晶付き、②安価
③壊れにくい

①３G　②カメラ付き
③インターネットブラウザ搭載

①カメラ付き
②価格が安い
③FMラジオ付き
④1年間の保証付き
⑤ブランド名

①安定した通信状態
②高品質

日本と同じく、商売契約・プリペイド有り。タダ商売契約もある。
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食料・飲料
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①牛乳

・ほとんどの都市で地場企業のブランドが売れ筋になっている。価格は1リットル当た
りにすると、100～170円の間に収まっている。

全
自
動

カラチ
63円（1L）

国民1人当たりGNI:

1,031ドル

「牛乳が相対的に低価格の都市」

ダッカ
17円（250ml）

国民1人当たりGNI:

533ドル

ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ
80円（1L）

国民1人当たりGNI:

1,054ドル

●多くの国で1Lが主流
●北京（243ml）、ホーチミン（180ml×4本パック）など
は尐量販売
●オークランドでは2Lの大サイズが選ばれた。

（ご参考）日本：208円
１Ｌの場合

（都内スーパーマッケト）

地場企業（計16都市） 地場企業以外（計6都市）

●北京（19円、243ml）
●上海（128円、900ml）
●大連（27円、242ml）
●広州（92円、1L）
●ソウル（312円、1,800ml）
●シンガポール（149円、1L）
●クアラルンプール（169円、1L）
●ジャカルタ（119円、1L）
●マニラ（127円、1L）
●ハノイ（104円、1L）
●ホーチミン（95円、180ml×4本)
●ヤンゴン（137円、1L）
●コロンボ（104円、１Ｌ）
●ダッカ（17円、250ml）
●シドニー（182円、１Ｌ）
●オークランド（217円、2L）

スイス企業
●香港（216円、946ml）
●ニューデリー（80円、１Ｌ）
●カラチ（63円、１Ｌ）
日本企業
●青島（276円、1L）
●バンコク（117円、830ml）
米国企業
●ビエンチャン（128円、１Ｌ）

国名・価格
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牛乳（各国データ）
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都市名 価格（現地通貨建て） 価格（円建て） 売れ筋企業 調査場所
為替レート

（2010年3月平均レート）

北京 1.4元 19円 地場企業 物美方庄店 円/元：13.29

上海 9.6元 128円 地場企業 聯華超市淞浜路店 円/元：13.29

大連 2.0元 27円 地場企業 ニューマート 円/元：13.29

青島 20.8元 276円 日系企業 イオン 円/元：13.29

広州 6.9元 92円 地場企業 ジャスコ 円/元：13.29

香港 18.5香港ドル 216円 スイス企業 恵康（Wellcome） 円/香港ドル：11.69

ソウル 3,900ウォン 312円 地場企業 現代デパート 円/ウォン：0.08

シンガポール 2.3シンガポール・ドル 149円 地場企業 フェアープライス（Fairprice） 円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 6.2リンギット 169円 地場企業 ジャスコ 円/リンギット：27.31

バンコク 43バーツ 117円 日本企業
トップス・スーパー
（Tops Supermarket）

円/バーツ：2.73

ジャカルタ 1万1,900ルピア 119円 地場企業
グランドラッキースーパー
（Grand Lucky Supermarket ）

円/ルピア：0.01

マニラ 63.8ペソ 127円 地場企業
ランドマークスーパー
（Landmark Supermarket）

円/ペソ：1.99

ハノイ 2万1,700ﾄﾞﾝ 104円 地場企業
シティーマート
（Citymart）

円/ドン：0.0048

ホーチミン 1万9,700ﾄﾞﾝ 95円 地場企業 コープマート 円/ドン：0.0048

ビエンチャン 1万2,000キープ 128円 米国企業 市内スーパー 円/キープ：0.0107

ヤンゴン 1,520チャット 137円 地場企業
シティーマート
（Citymart）

円/チャット：0.09

ニューデリー 40ルピー 80円 スイス企業 デリー市内 円/ルピー：1.99

コロンボ 130スリランカ・ルピー 104円 地場企業
キールズ
スーパーマーケット

円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 13タカ 17円 地場企業
アゴラ・メガ・ショップ
（Agora Mega Shop）

円/タカ：1.31

カラチ 58パキスタン・ルピー 63円 スイス企業 クリフトン地区 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー 2.2オーストラリア・ﾄﾞﾙ 182円 地場企業
コールズ
（Coles World Square）

円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド 3.3ニュージーランド・ドル 217円 地場企業
プログレッシブ・グループ
（Progressive(Foodtown)
Group）

円/ニュージーランド・ドル：65.65

仕様、売れ筋理由など

①243ml

①大手ブランドで安心。
②美味しい。    ③242ml

①900ml

①高品質　　　②1L

①1L

①１Ｌ

①946ml

①一等級フレッシュ牛乳   ②1,800ml

①1L

①マレーシアでの酪農業者トップ3に入るため
②1L

①低温殺菌  ②830ml

①1L

①フルクリーム
②大手スーパーで取り扱われているため　　　③1L

①価格
②品質
③配送システム　　④250ml

①ミルクパック
②品質への信頼性  ③1L

①有名ブランドのため    ②1L

①自社ブランドが人気
②家族向けは2-3Lが人気   ③2L

①1L

①1L

①ロングライフ砂糖入り
②当地では１Lパックより、180mlパックが多く売られ
ている
③180ml ×4本パック

①1L

①味
②ブランド力　　③1L
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②缶ビール

・ほとんどの都市で地場企業のブランドが売れ筋。価格は多くの都市で一缶
（320～330ml）当たり100円以下。

全
自
動

北京
28円（330ml）
燕京ビール

国民1人当たりGNI:

3,213ドル

「ビールの価格が相対的に安い国」

シドニー
248円（375ml）

国民1人当たりGNI:

4万6,574ドル

ホーチミン
37円（330ml）

国民1人当たりGNI:

1,019ドル

●北京、ホーチミンでは低価格ビールが人気。

●ダッカではビールの輸入が厳しく制限され、限られた輸入業者のみ
が高額な輸入税を払うことでビールを輸入出来る。その為、ビールの
価格も他国と比べて抜群に高くなっている、

（ご参考） 日本：210円
500mlの場合
（都内スーパーマーケット）

「ビールの価格が相対的に高い国」
ダッカ

786円（350ml）
国民1人当たりGNI:

533ドル

地場企業（計17都市） 地場企業以外（計4都市）

●北京（28円、330ml）
●上海（60円、330ml）
●大連（45円、330ml）
●青島（44円、330ml）
●広州（78円、500ml）
●ソウル（104円、335ml）
●シンガポール（169円、323ｍｌ）
●バンコク（98円、330ml）
●ジャカルタ（100円、330ml）
●マニラ（58円、330ml）
●ハノイ（48円、330ml）
●ホーチミン（37円、330ml）
●ビエンチャン（64円、330ml）
●ニューデリー（70円、500ml）
●コロンボ（96円、375ml）
●シドニー（248円、375ml）
●オークランド（131円、330ｍｌ)

デンマーク企業
●香港（58円、330ml）
●クアラルンプール（158円、320ml）
オランダ企業
●ダッカ（786円、350ml）
シンガポールと地場企業の合弁
●ヤンゴン（81円、330ml）

国名・価格
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缶ビール（各国データ）
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都市名 価格（現地通貨建て） 価格（円建て） 売れ筋企業 仕様、売れ筋理由など 調査場所
為替レート

（2010年3月平均レート）

北京 2.1元 28円 地場企業 ①330ml 物美方庄店 円/元：13.29

上海 4.5元 60円 地場企業 ①330ml 聯華超市淞浜路店 円/元：13.29

大連 3.4元 45円 地場企業

①330ml
②評判が良い
③美味しい
④有名ブランド

ニューマート 円/元：13.29

青島 3.3元 44円 地場企業 ①330ml イオン 円/元：13.29

広州 5.9元 78円 地場企業 ①500ml　青島ビール ジャスコ 円/元：13.29

香港 5香港ドル 58円 デンマーク企業 ①330ml 恵康（Wellcome、スーパー） 円/香港ドル：11.69

ソウル 1,300ウォン 104円 地場企業 ①335ml 現代デパート 円/ウォン：0.08

シンガポール 2.6シンガポールドル 169円 地場企業 ①323ml フェアープライス（Fairprice） 円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 5.8リンギット 158円 デンマーク企業 ①320ml ②価格 ジャスコ 円/リンギット：27.31

バンコク 36バーツ 98円 地場企業
①330ml  ②味が飲み慣れている
③価格

セブンイレブン 円/バーツ：2.73

ジャカルタ 9950ルピア 100円 地場企業 ①330ml
グランドラッキースーパー（Grand

Lucky Supermarket ）
円/ルピー：0.01

マニラ 29ペソ 58円 地場企業 ①330ml
ランドマークスーパー

（Landmark Supermarket）
円/ペソ：1.99

ハノイ 1万ドン 48円 地場企業 ①330ml
ビンコムタワー内　シティーマート

（City Mart）
円/ドン：0.0048

ホーチミン 7,800ドン 37円 地場企業 ①330ml コープマート 円/ドン：0.0048

ビエンチャン 6,000キープ 64円 地場企業 ①330ml 市内スーパー 円/キープ：0.0107

ヤンゴン 900チャット 81円
シンガポール企業と地場企業との

合弁
①330ml
②アルコール度は0.5～0.8%

シティーマート（City Mart） 円/チャット：0.09

ニューデリー 35ルピー 70円 地場企業
①500ml
②大抵の酒屋で購入可能なため

デリー市内 円/ルピー：1.99

コロンボ 120スリランカ・ルピー 96円 地場企業
①330ml
②大手スーパーで取り扱われている キールズスーパーマーケット 円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 600タカ 786円 オランダ企業

①350ml
②ビールの輸入は厳しく制限されてい
る、僅かな輸入業者のみが高額な輸
入税を払えばビールを輸入出来る。
③幾つかの免税店では、１カートン（24
缶入り）が2,200タカ(2882円）で売られ
ている。

シェラトンホテル 円/タカ：1.31

カラチ

シドニー 3オーストラリア・ドル 248円 地場企業
①375ml
②有名ブランド
③缶より375ml瓶商売が普通。

リカーランド　ワールド　スクエア
（Liquorland World Square）

円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド ２ニュージーランド・ドル 131円 地場企業

①330ml
②ビールは通常6本、12本、15本、20
本などのパック売りが主流。
③不況の影響で特売品に人気集中。

プログレッシブ・グループ
（Progressive(Foodtown) Group）

円/ニュージーランド・ドル：65.65

n,a,
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③缶コーラ

・ほとんどの都市で1缶（325～355ml）当たりの価格は約30～50円の範囲に入って
いる。今回の調査では最も都市間の価格差が小さい品目となった。

全
自
動

・シドニーでは、缶よりも600mlのペットボトルで売られているのが一般
的。

（ご参考）日本：120円
350mlの場合
（都内スーパーマーケット）

各国 価格分布

②41～60円

（計4都市）

①20～40円

（計14都市）

③60円以上

（計4都市）

・北京（21円、330ml)

・上海（33円、355ml）
・大連（27円、330ml）
・青島（27円、330ml）
・広州（27円、355ml）
・香港（28円、250ml）
・クアラルンプール
（33円、325ml）
・バンコク（38円、330ml）
・マニラ（39円、330ml）
・ハノイ（32円、330ml）
・ホーチミン（30円、330ml）
・ニューデリー（40円、330ml）
・ダッカ（33円、250ml）
・カラチ（38円、330ml）

・ソウル（46円、330ml）
・ジャカルタ（56円、330ml）
・ビエンチャン（43円、325ml）
・ヤンゴン（51円、330ml）

・シンガポール
（78円、325ml）
・コロンボ（88円、330ml）
・シドニー
（248円、600ml）
・オークランド
（72円、200ml）
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缶コーラ（各国データ）
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都市名 価格（現地通貨建て） 価格（円建て） 売れ筋企業 仕様、売れ筋理由など 調査場所 為替レート
（2010年3月平均）

北京 1.6元 21円 地場企業
①330ml
五個を買うと、１個をサービス

物美方庄店 円/元：13.29

上海 2.5元 33円 地場企業 ①355m 聯華超市淞浜路店 円/元：13.29

大連 2元 27円 米国企業

①330ml
②味が美味しい
③習慣でコーラを飲む

ニューマート 円/元：13.29

青島 2元 27円 米国企業 ①330ml イオン 円/元：13.29

広州 2元 27円 米国企業 ①355ml ジャスコ 円/元：13.29

香港 2.4香港ドル 28円 米国企業 ①250ml 恵康（Wellcome，スーパー） 円/香港ドル：11.69

ソウル 580ウォン 46円 米国企業 ①330ml 円/ウォン：0.08

シンガポール 1.2シンガポール・ドル 78円 米国企業 ①325ml チアーズ（Cheers） 円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 1.2リンギット 33円 米国企業
①325ml
②知名度

ジャスコ 円/リンギット：27.31

バンコク 14バーツ 38円 米国企業 ①330ml セブンイレブン 円/バーツ：2.73

ジャカルタ 5,600ルピア 56円 米国企業 ①330ml
グランド・ラッキー・スーパー
（Grand Lucky Supermarket ）

円/ルピア：0.01

マニラ 19.5ペソ 39円 米国企業 ①330ml
ランドマーク・スーパー
（Landmark Supermarket）

円/ペソ：1.99

ハノイ 6,700ドン 32円 米国企業 ①330ml
シティー・マート
（Citymart）

円/ドン：0.0048

ホーチミン 6,200ドン 30円 米国企業 ①330ml
コープマート(当地最大手スー
パー）

円/ドン：0.0048

ビエンチャン 4,000キープ 43円 米国企業
①325ml
②1社の独占状態のため

市内スーパー 円/キープ：0.0107

ヤンゴン 570チャット 51円 米国企業 ①330ml
シティー・マート
（Citymart）

円/チャット：0.09

ニューデリー 20ルピー 40円 米国企業 ①330ml デリー市内 円/ルピー：1.99

コロンボ 110スリランカ・ルピー 88円 米国企業
①330ml
②大手スーパーで取り扱われ
ているため

キールズスーパーマーケット 円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 25タカ 33円 米国企業
①250ml
②ブランド名

アグロ・メガ・ショップ
（Agora Mega Shop）

円/タカ：1.31

カラチ 35パキスタン・ルピー 38円 米国企業
①330ml
②ブランド力

クリフトン地区 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー 3オーストラリア・ドル 248円 米国企業
①375ml
②缶より600mlペットボトルで売
られているのが普通

円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド 1.1ニュージーランド・ドル 72円 地場企業

①200ml
②一缶売りよりパック売りが
常。
③最近は不況のため特売品
が人気

プログレッシブ・グループ
（Progressive(Foodtown)
Group）

円/ニュージーランド・ドル：65.65
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④ミネラルウォーター

・ほとんどの都市で地場企業のブランドが売れ筋。20～60円が主流。100円を超える
のは、シドニー（141円）のみであった。

全
自
動

・「不況のためプライベート・ブランド品が人気」（オークランド）
・「ボトルのデザインが良い」（ダッカ）
などの意見あり。

（参考） 日本：138円
2Lの場合、
都内のスーパーマッケトで調査

各国 価格分布

②31～60円

（計8都市）

①10～30円

（計11都市）

③60円以上

（計3都市）

・香港（92円、500ml、仏）
・シドニー
（141円、600ml、地場）
・オークランド
（92円、750ml、地場）

・北京（16円、550ml、地場）
・上海（16円、380ml、地場）
・大連（16円、550ml、地場）
・青島（23円、600ml、地場）
・ジャカルタ
（17円、600mｌ,地場）
・ハノイ（26円、500ml、仏）
・ホーチミン
（14円、500ml、米国）
・ヤンゴン（21円、1L、米国）
・ニューデリー（26円、1Ｌ、米国）
・ダッカ（16円、500ml、地場）
・カラチ（30円、1.5Ｌ、スイス）

・広州（52円、1L、地場）
・ソウル（31円、500ml、地場）
・シンガポール（45円、500ml、仏）
・クアラルンプール（33円、500ml、
地場）
・バンコク（44円、1.5L、地場）
・マニラ（39円、1L、地場）
・ビエンチャン（32円、600ml、地場）
・コロンボ（40円、1.5L、地場）



26

ミネラルウォーター（各国データ）

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載

都市名 価格（現地通貨建て） 価格（円建て） 売れ筋企業 調査場所
為替レート

（2010年3月平均レート）

北京 1.2元 16円 地場企業 物美方庄店 円/元：13.29

上海 1.2元 16円 地場企業 聯華超市淞浜路店 円/元：13.29

大連 1.2元 16円 地場企業 ニューマート 円/元：13.29

青島 1.7元 23円 地場企業 イオン 円/元：13.29

広州 3.9元 52円 地場企業 ジャスコ 円/元：13.29

香港 7.9香港ドル 92円 フランス企業 恵康（ウェルカム、スーパー） 円/香港ドル：11.69

ソウル 390ウォン 31円 地場企業 現代デパート 円/ウォン：0.08

シンガポール 0.7シンガポール・ドル 45円 フランス企業 フェアープライス（Fairprice） 円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 1.2リンギット 33円 地場企業 ジャスコ 円/リンギット：27.31

バンコク 16バーツ 44円 地場企業
トップス・スーパー
（Tops Supermarket）

円/バーツ：2.73

ジャカルタ 1,700ルピア 17円 地場企業
グランド・ラッキー・。スーパー
Grand Lucky Supermarket

円/ルピア：0.01

マニラ 19.4ペソ 39円 地場企業
ランドマークスーパー
（Landmark Supermarket）

円/ペソ：1.99

ハノイ 5,500ﾄﾞﾝ 26円 フランス企業 シティーマート（Citymart） 円/ドン：0.0048

ホーチミン 3,000ドン 14円 米国企業 コープマート(当地最大手スーパー） 円/ドン：0.0048

ビエンチャン 3,000キープ 32円 地場企業 市内スーパー 円/キープ：0.0107

ヤンゴン 230チャット 21円 米国企業 シティーマート（Citymart） 円/チャット：0.09

ニューデリー 13ルピー 26円 米国企業 デリー市内 円/ルピー：1.99

コロンボ 50スリランカ・ルピー 40円 地場企業 キールズスーパーマーケット 円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 12タカ 16円 地場企業
アゴラ・メガ・ショップ
（Agora Mega Shop）

円/タカ：1.31

カラチ 28パキスタン・ルピー 30円 スイス企業 クリフトン地区 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー 1.7オーストラリア・ドル 141円 地場企業 コールズ（Coles World Square） 円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド 1.4ニュージーランド・ドル 92円 地場企業
プログレッシブ・グループ
（Progressive(Foodtown) Group）

円/ニュージーランド・ドル：65.65

仕様、売れ筋理由など

①550ml　　

①550ml         ②国産品
③有名ブランドで安心　　　④美味しい

①600ml

①380ml

①1,000ml

①1,000ml

①500ml  

①500ml

①500ml  

①500ml
②受賞歴が多いマレーシア最大の
ペットボトル水飲料生産企業

①1,500ml

①600ml

①1,500ml
②大手スーパー取扱商品

①500ml   ②価格
③優れた配送システム

①1,500ml    ②品質への信頼性

 ①600ml
②豪州で1番有名なブランド

①750ml
②不況のため、質とブランド品よりも自
社ベーシックブランド（home brand)、スー
パー自社ブランドや売りだし品が人気
③4-6本パック、1.5L、2L、5L、10Lなど
がある。

①1,000ml

①500ml

①500ml

①600ml

①1,000ml
②輸送・配送システムが発達
③ボトルのデザインが良い
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⑤卵

・卵１パック（12個）の価格はカラチ（66円）が最も安い。その他、ホーチミン（73円）、
ダッカ（98円）など、南アジアやASEANでも低所得国では100円前後となっている。

全
自
動

・ビエンチャンは低所得国でありながら、価格は高めになっている。
・中国は都市ごとに差があるが、全体的に価格は高くなっている。

（ご参考）日本：188円
10個1パック入り
都内のスーパーマーケットで調査

ASEAN・南西アジア主要国価格比較表

（卵１パック12個入り）

カラチ：66円
国民1人当たり
GNI：1,031ドル

ホーチミン：73円
国民1人当たり
GNI：1,019ドル

ダッカ：98円
国民1人当たり
GNI:533ドル

ハノイ：96円
国民1人当たり
GNI：1,019ドル

ニューデリー：90円
国民1人当たり
GNI:1,054ドル

低価格
グループ

高価格
グループ

ビエンチャン：118円
国民1人当たり
GNI：790ドル

コロンボ：147円
国民1人当たり
GNI:2,007ドル

マニラ：122円
国民１人当たり
GNI:2,063ドル

100円未満 100円以上

ジャカルタ：146円
国民1人当たり
GNI:2,150ドル

クアラルンプール：156円
国民1人当たり
GNI：7,921ドル

バンコク：177円
国民1人当たり
GNI:4,046ドル
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卵（各国データ）
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都市名 価格（現地通貨建て） 価格（円建て） 売れ筋企業 仕様、売れ筋理由など
調査場所 為替レート

（2010年3月平均レート）

北京 13.6元 181円 地場企業
①1パック（10個）
②緑色たまご

物美方庄店 円/元：13.29

上海 11.6元 154円 地場企業
①1パック（12個）

聯華超市淞浜路店 円/元：13.29

大連 11元 146円 地場企業
①1パック（15個）
②健康的
③栄養がある。

ニューマート 円/元：13.29

青島 47.8元 635円 地場企業 ①１パック（40個） イオン 円/元：13.29

広州 13.8元 183円 地場企業 ①１パック（12個） ジャスコ 円/元：13.29

香港 14.9香港ドル 174円 ①１パック（12個） テイスト（Taste、スーパー） 円/香港ドル：11.69

ソウル 2,880ウォン 230円 地場企業
①1パック（15個）
②プライベートブランドで安い

イー・マート（E MART） 円/ウォン：0.08

シンガポール 2.5シンガポール・ドル 162円 地場企業
①1パック（12個）

フェアープライス（Fairprice） 円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 5.7リンギット 156円 地場企業

①1パック（12個）
②オメガ3系脂肪酸、ビタミン
Ｅ、ドコサヘキサエン酸などの
栄養素が多く入っているため

ジャスコ 円/リンギット：27.31

バンコク 65ﾊﾞｰﾂ 177円 地場企業 ①1パック（12個）
トップス・スーパー
（Tops Supermarket）

円/バーツ：2.73

ジャカルタ 1万4,550ルピア 146円 地場企業 ①1パック（12個）
ヒーロー・スーパー
（Hero Supermarket）

円/ルピア：001

マニラ 61.5ペソ 122円 地場企業 ①1パック（12個）
ランドマークスーパー
（Landmark Supermarket）

円/ペソ：1.99

ハノイ 2万ドン 96円 米国企業 ①1パック（10個）
シティー・マート
（Citymart）

円/ドン：0.0048

ホーチミン 1万5,300ドン 73円 地場企業

①1パック（12個）
②ブランド力
③最新設備を導入した工場で
製造され、清潔で安心

コープマート(当地最大手スー
パー）

円/ドン：0.0048

ビエンチャン 1万1,000キープ 118円 地場企業 ①1パック（12個） 生鮮市場 円/キープ：0.0107

ヤンゴン 950チャット 86円 地場企業
①1パック（10個）
②ブランド力
③価格

シティー・マート
（Citymart）

円/チャット：0.09

ニューデリー 45ルピー 90円 地場企業
①1パック（10個）
②比較的衛生管理がなされて
いる

デリー市内 円/ルピー：1.99

コロンボ 184スリランカ・ルピー 147円 地場企業
①1パック（12個）
②大手スーパーで取扱われて
いるため

キールズスーパーマーケット 円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 75タカ 98円 地場企業
①1パック（12個）
②現地生産
③全ての食料品店で手に入る

アグロ・メガ・ショップ
（Agora Mega Shop）

円/タカ：1.31

カラチ 61パキスタン・ﾙﾋﾟｰ 66円 地場企業 ①１パック（12個） クリフトン地区 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー 4.6オーストラリア・ドル 381円 地場企業

①1パック（12個入り、700g、養
鶏）
②放し飼い（Free Range）、養
鶏（Cage Egg）の区別有り。
③放し飼いの方が高い。

コールズ
（Coles World Square）

円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド 3ニュージーランド・ドル 197円 地場企業

①１パック（12個）
②最近は不況のため、質、ブ
ランド品より、自社ベーシックブ
ランド（home brand),スーパー
自社ブランド、売りだし品が人
気,

プログレッシブ・グループ
（Progressive(Foodtown)
Group）

円/ニュージーランド・ドル：65.65
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⑥ハンバーガー

・ほとんどの都市にマクドナルドは進出済み。ビッグマックの価格は200円前後と都市
間の差は小さい。その中で、ソウル（272円）、シンガポール（292円）、オークランド
（335円）、シドニー（373円）は価格が高めである。

全
自
動

マクドナルドが進出していない国

①ベトナム
ハノイ：182円
ホーチミン：178円

②ラオス
235円

（ハングリー）

③ミャンマー
144円
（スーパーワン）

④バングラデシュ
358円

（ヘルベティア）

・インドのニューデリーでは牛肉を
使ったビッグマックは販売されてお
らず、チキンマハラジャマック（137

円）が販売されている。
・ダッカではハンバーガーは一般
的ではなく、高級外食と認識され
ており、価格も358円と高い。
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各国のハンバーガー価格比較単位：
円

日本：320円
都内マクドナルドの場合
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ハンバーガー（各国データ）
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都市名 価格（現地通貨建て） 価格（円建て）
売れ筋企業

仕様、売れ筋理由など 調査場所 為替レート
（2010年3月平均）

北京 13元 173円 米国企業 ①ビッグマック マクドナルド建国門店 円/元：13.29

上海 14元 186円 米国企業 ①ビッグマック マクドナルド 円/元：13.29

大連 12.5元 166円 日本企業
①チキンサンドバーガー
②美味しい

ケンタッキーフライドチキン
大連店

円/元：13.29

青島 13.5元 179円 米国企業 マクドナルド　　　佳世客店 円/元：13.29

広州 16元 213円 マクドナルド 円/元：13.29

香港 15.8香港ドル 185円 マクドナルド 円/香港ドル：11.69

ソウル 3,400ウォン 272円 米国企業 ソウル市内 円/ウォン：0.08

シンガポール 4.5シンガポール・ドル 292円 米国企業 ①ビッグマック マクドナルド 円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 7リンギット 191円 米国企業 ①美味しくてお得 マクドナルド 円/リンギット：27.31

バンコク 70バーツ 191円 米国企業 ①ビッグマック マクドナルド 円/バーツ：2.73

ジャカルタ 2万2,800ルピア 228円 米国企業 マクドナルド 円/ルピア：0.01

マニラ 102ペソ 203円 米国企業 ①ビッグマック マクドナルド 円/ペソ：1.99

ハノイ 3万8,000ドン 182円 韓国企業
①ダブルチーズバーガー

ロッテリア 円/ドン：0.0048

ホーチミン 3万7,000ドン 178円 韓国企業
コープマート(当地最大手スー
パー）

円/ドン：0.0048

ビエンチャン 2万2,000キープ 235円 地場企業 ①マクドナルドは未進出 ハングリー（Hungry） 円/キープ：0.0107

ヤンゴン 1,600チャット 144円 地場企業 スーパーワン（Super One） 円/チャット：0.09

ニューデリー 69ルピー 137円 米国企業 ①チキンマハラジャ デリー市内 円/ルピー：1.99

コロンボ 280スリランカ・ルピー 224円 米国企業 ①チキンビッグマック マクドナルド 円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 273タカ 358円 地場企業
①当地ではハンバーガーは一
般的ではなく、高級外食として
認識されている。

ヘルベティア
（HELVETIA Fast Food）

円/タカ：1.31

カラチ 205パキスタン・ルピー 221円 米国企業 ①ブランド力 クリフトン地区 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー 4.5オーストラリア・ドル 373円 米国企業 ①ビッグマック マクドナルド 円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド 5.1ニュージーランド・ドル 335円 米国企業
①同じマクドナルドでも店舗に
より経営者が異なり、多尐料
金は異なる

マクドナルド 円/ニュージーランド・ドル：65.65
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サービス



32

①タクシー初乗り料金
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・タクシーの初乗り料金の対象となる走行距離が都市によって違うなど、単純な比較
は難しいが、基本的には人件費に比例している。ただし、カラチ、ビエンチャンなど賃
金水準に比較して相対的な価格設定が高い都市もみられる。これは市場での需給状
況や政府の規制などが影響しているものと考えられる。

主要国 タクシー初乗り料金比較表初乗り料金
60円以下の都市

ジャカルタ：30円
30円/km 

一般ワーカーの月額賃金：136

ドル

ニューデリー：30円
30円/km

作業員の月額賃金：188ドル

ハノイ：43円
43円/km

作業員の月額賃金：104ドル

ヤンゴン：45円
タクシーに乗ると45円かかる。そ
の後1マイル毎に14円かかる。
作業員の月額賃金：23ドル

ホーチミン：48円
48円/0.8km

作業員の月額賃金：99.7ドル

ダッカ：52円
52円/2km

作業員の月額賃金：47ドル

価格設定が
相対的に高い

都市

カラチ：180円
180円/km

アッパークラスと外国人のみが
利用するタクシー
作業員の月額賃金：136ドル

ビエンチャン：107円
118円/km

・カラチでは、庶民の利用するタ
クシーは約108円。4～8人で利
用する場合に限られる。

（参考） 日本：710円
東京都のタクシーの場合
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タクシー初乗り料金（各国データ）
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都市名 価格（現地通貨建て） 価格（円建て） 売れ筋企業 仕様、売れ筋理由など 調査場所
為替レート

（2010年3月平均）

北京 10元/3km 133円 地場企業 円/元：13.29

上海 12元/3km 159円 地場企業 ①上海市統一 円/元：13.29

大連 8元/3km 106円 地場企業
①3kmまでは8元(106円 、それ
以降は1kmごとに2元（27円、昼
間の料金）

大連市内 円/元：13.29

青島 8元/3km 106円 地場企業 青島市内 円/元：13.29

広州 7元./2.6km 93円 地場企業 広州市 円/元：13.29

香港 18元/3km 210円 地場企業 香港運輸署のホームページ 円/香港ドル：11.69

ソウル 1,900ウォン/2km 152円 地場企業
①個人タクシー、会社タクシーと
も料金は同一。

ソウル市内 円/ウォン：0.08

シンガポール 2.8シンガポール・ドル 182円 地場企業 円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 3リンギット 82円 地場企業

①タクシーに乗ると3リンギット
（82円）から計算、115m毎に0.1
リンギット（3円）が加算。
②市内には、電車とバスが行き
ゆかない場所もあり。公共交通
機関があまり発達していないた
め、市民はタクシーを良く利用す
る。特に旅行者にはタクシーしか
乗れない

パブリックタクシーのウェブサ
イト

円/リンギット：27.31

バンコク 35バーツ/1km 96円 地場企業 ①初乗りは1km メータータクシー 円/バーツ：2.73

ジャカルタ 3,000ルピア/1km 30円 地場企業
ブルーバード
（Blue Bird Jakarta）

円/ルピア：0.01

マニラ 80ペソ/5km 159円 地場企業

①一般タクシーの場合
②合図しての停車料は30ペソ
(60円）、初乗料金後は250m毎
に2.5ペソ（5円）加算

マニラ首都圏 円/ペソ：1.99

ハノイ 9,000ドン/km 43円 地場企業 円/ドン：0.0048

ホーチミン 1万ドン/0.8km 48円 地場企業 ①最大手で安心 円/ドン：0.0048

ビエンチャン 1万キープ/1km 107円 台湾と地場企業の合弁 ①その後300mあたり1500キープ 本社問合せ 円/キープ：0.0107

ヤンゴン 500チャット 45円

①タクシーに乗ると500チャット
（45円）、その後1マイル毎に
（1.609km）150チャット（14円）か
かる。
②1分待つごとに30チャット（3
円）かかる。

パラミ・タクシー
（Parami Taxi）

円/チャット：0.09

ニューデリー 15ルピー 30円 地場企業
①ラジオタクシー、冷房付き
②メーター通り走るので、運賃交
渉が不要。

円/ルピー：1.99

コロンボ 150スリランカ・ルピー/5km 120円 地場企業
①5㎞以降は40スリランカ・ル
ピー(32円)/kmがかかる。

電話聞き取り 円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 40タカ/2km 52円 地場企業 円/タカ：1.31

カラチ 167パキスタン・ルピー 180円 ヨーロッパ企業

①信頼性の高さ
②清潔
③メーター価格、乗客はアッ
パークラスと外国人のみ。庶民
の利用するタクシーは、約100パ
キスタン・ルピー（108円）。4～8
人で利用する場合に限られる。

クリフトン地区 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー
1.9オーストラリア・ドル＋3.2

オーストラリア・ドル/km
157円＋265円/1km 地場企業

①ニュー・サウス・ウェールズ州
が決定した料金

ニュー・サウス・ウェールズ
（NSW）州交通省

円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド
3ニュージーランド・ドル＋

2ニュージーランド・ドル/1km
197円＋131円/1km 地場企業

①会社により多尐料金の違いが
ある

電話 円/ニュージーランド・ドル：65.65
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②映画鑑賞料金
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・半数の都市で1本当たり200～400円。中国は相対的に高額。

（ご参考）日本 1,800円
大人料金の場合

・ビエンチャン（107円）、コロン
ボ（184円）、ダッカ（197円）、
ジャカルタ（150円）などが特に
安い。
・一方、シドニー（1,408円）、
オークランド（919円）、シンガ
ポール（648円）、香港（643

円）、ソウル（640円）など高所得
国･地域は全般的に高い。
・中国は最も安い上海でも665

円かかり、大連（797円）、北京
（930円）、広州（1063円）、青島
（1,196円）と先進国並みに高額
であるのが特徴。
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映画鑑賞料金（各国データ）
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都市名 価格（現地通貨建て） 価格（円建て） 売れ筋企業 仕様、売れ筋理由など 調査場所
為替レート

（2010年3月平均）

北京 70元 930円 地場企業 ①レベルにより、価格は異なる 広安門店を電話調査 円/元：13.29

上海 50元 665円 地場企業 上海環芸影城 円/元：13.29

大連 60元 797円 地場企業

①映画「アバター」の場合
②画面が美しい
③ストーリも感動的、視覚にも
聴覚にも震撼

大連奥納電影城 円/元：13.29

青島 90元 1,196円 地場企業 ①映画「アバター」の場合 青島華臣映画館 円/元：13.29

広州 80元 1,063円 地場企業 飛揚影城（正佳広場支店） 円/元：13.29

香港 35～55香港ドル 409～643円 地場企業
①放送時間によって料金は異
なる

ホームページ 円/香港ドル：11.69

ソウル 8,000ウォン 640円 地場企業 ①マルチフレックスシアター 円/ウォン：0.08

シンガポール 10シンガポール・ドル 648円 地場企業
①週末価格
*平日は7.50シンガポール・ド
ル（486円）

ゴールデンビレッジ
（Golden Village）

円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 10リンギット 273円 地場企業

①場所や時間帯によって値段
は異なる。6～13リンギット（164
～355円）
②全国に175軒もある大きな映
画館

ゴールデンスクリーンシネマ
社
ウェブサイト

円/リンギット：27.31

バンコク 140バーツ 382円 地場企業
①木～日曜日の場合
②「タイタンの戦い」の場合

エスエフ　ワールド　シネマ
（SF WORLD CINEMA　MBK）

円/バーツ：2.73

ジャカルタ 1万5,000ルピア 150円 地場企業
シネプレックス
（cineplex）

円/ルピア：0.01

マニラ 150ペソ 299円 地場企業
①「不思議の国のアリス」の
場合

Glorietta 4 円/ペソ：1.99

ハノイ 12万ドン 576円 地場企業

①午後の場合
*午前の場合は、8万ドン（384
円）、
水曜日の場合は、5万5,000ド
ン（264円）、学生の場合は　5
万5,000ドン（264円）

ビンコムタワー内　シネプレッ
クス
（CINEPLEX）

円/ドン：0.0048

ホーチミン 8万～20万ドン 384～960円 地場企業 ①3D映画の場合 映画館へのヒアリング 円/ドン：0.0048

ビエンチャン 1万キープ 107円 地場企業 映画館 円/キープ：0.0107

ヤンゴン 700～2,250チャット 63～203円 地場企業

①「サロゲート（Surrogates）」
の場合
②座る席によって料金は異な
る。通常は1ドル程度の席が好
まれる。

映画館 円/チャット：0.09

ニューデリー 225ルピー 448円 地場企業 ①午後の料金 デリー市内 円/ルピー：1.99

コロンボ 230スリランカ・ﾙﾋﾟｰ 184円 地場企業

①バルコニー席は300スリラン
カ・ﾙﾋﾟｰ（240円）
②「僕の名前はカン（My name
is Khan）」の場合

電話聞き取り 円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 150タカ 197円 地場企業
①質が良い
②デジタルシネマ、ドルビー・デ
ジタル対応

円/タカ：1.31

カラチ 350パキスタン・ルピー 378円 地場企業 ①安全　②清潔 クリフトン地区、高級映画館 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー 17オーストラリア・ドル 1,408円 地場企業
①大人料金の場合
*小人は13オーストラリア・ドル
（1,077円）

シドニー市内の映画館 円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド 14ニュージーランド・ドル 919円 地場企業
①曜日、時間帯、学生、シニア
などによっても多尐料金は異
なる。

映画館のウェブサイト
円/ニュージーランド・ドル：

65.65
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③ベビーシッター
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・月単位の雇用が一般的。ダッカでは月3,300～6,600円で雇用可能。
個人契約で雇用していることも多い。例えば、ダッカでは月当たり約3,300～6,600円
マニラでは7,000円、ハノイでも月7,000円程度で雇用可能。

（参考） 日本：1,470円
1時間当たり、平日昼間の場合
（東京都内のベビーシッター派遣会社）

低価格でベビーシッターを雇うこと
の出来る都市

ダッカ：3,275~6,550円/月
基本給に加えて、ボーナスと交通
費も別途必要とされる。

マニラ：6,965円/月
住み込みタイプ、有給が月に4日
間の場合

ハノイ：7,200円/月
住み込みで地方から出てきても
らう。
年に3回はベビーシッターを地元

に帰省させる。その際の交通費
は支給する。

・「ベビーシッターのレベルによって価格は異なる」（北京）

・「最近は共稼ぎが多いので、ベビーシッターに子供の世話をさ
せる」（クアラルンプール）
・「料金は仕事内容によって交渉可能」（オークランド）

・「サービスが行き届いている。従業員が専門知識を持っている
ため、子供を預けても安心」（大連）

・「昼食付きで1日8時間勤務」（青島）
・「基本的には1日5時間勤務」（ソウル）
・「利用条件は、1歳未満で1日に最低4時間以上
サービスを利用すること」（バンコク）
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ベビーシッター料金（各国データ）

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載

都市名 価格（現地通貨） 価格（円建て） 売れ筋企業 ④売れ筋理由 ⑤調査場所
為替レート

（2010年3月平均）

北京 15元～/１時間 199円～ 地場企業
①ベビーシッターのレベルにより、
価格が異なる。

広安門店を電話調査 円/元：13.29

上海 20～25元/1時間 266～332円 地場企業 蘆湾店 円/元：13.29

大連 15元/1時間 199円 地場企業
①サービスが行き届いている。
②従業員が専門知識を持っている
ため、子供を預けても安心。

　大連愛君家政服務有限公
司

円/元：13.29

青島 10元/1時間 133円 地場企業
①１日単位では、80元（399円）かか
る。昼食付で1日8時間勤務。

青島親親宝貝托管班にヒヤリ
ング

円/元：13.29

広州 10元/1時間 133円 地場企業
①月払い契約のメイドサービスの
1時間単価。
②個人契約の場合

円/元：13.29

香港 30香港ドル/1時間 351円 地場企業
①ベビーシッターがパートタイマーの
場合

ホームページ 円/香港ドル：11.69

ソウル 8,000ウォン/１時間 640円 地場企業 ①基本的には、1日は5時間勤務。 円/ウォン：0.08

シンガポール
15シンガポール・ドル/

１時間
973円 地場企業

イノボン・サービス
（Innovon services）

円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 3リンギット/１時間 82円 地場企業

①ほとんどが個人契約のベビーシッ
ター
②1ヶ月（1週間5日、１日10時間勤
務で計算）に500リンギット～700リン
ギット（1万3700～２万480円）かか
る。
②最近は共稼ぎが多いので、ベ
ビーシッターに子供の世話をさせる

利用者へのヒヤリング 円/リンギット：27.31

バンコク 200バーツ/１時間 546円 地場企業

①利用条件は、１歳未満、１日に最
低4時間以上サービスを利用するこ
と
②タイでは月単位での契約が一般
的
③1か月では１万バーツ（2万7,900
円）かかる。

キッズ　ホーム　アンド　ファミ
リー　サービス
（Kid's Home and Family
Service）

円/バーツ：2.73

ジャカルタ 2万ルピア/1時間 200円 地場企業
ジャカルタ特別州所在のヤヤ
サン（非営利事業団体）

円/ルピア：0.01

マニラ 3,500ペソ/1ヶ月 6,965円 地場企業

①住み込みタイプ、有給が月に4日
間の
場合
②ベビーシッターは月契約が一般的

マニラセンター所員へのヒア
リング

円/ペソ：1.99

ハノイ 150万ドン/１ヶ月 7,200円 地場企業

①住み込みで地方から出てきてもら
う
②年に３回はベビーシッターも地元
に帰省。その際の交通費は支払っ
てあげる。

利用者へのヒヤリング 円/ドン：0.0048

ホーチミン 200万～250万ドン/１ヶ月 9,600～1万2,000円 地場企業 新聞の求人広告 円/ドン：0.0048

ビエンチャン 5,000キープ/1時間 54円 地場企業 円/キープ：0.0107

ヤンゴン
ニューデリー 20ルピー/１時間 40円 地場企業 駐在員へのヒアリング 円/ルピー：1.99

コロンボ

ダッカ 2,500～5,000タカ/１ヶ月 3,275～6,550円 地場企業

①時間単位で依頼出来るベビー
シッター（当地ではアヤと呼ぶ）はい
ない
②基本給に加えて、ボーナスと交通
費も別途必要とされる。
③駐在員日本人家庭で雇われる場
合

円/タカ：1.31

カラチ
8,000パキスタン・ルピー

/１ヶ月
8,640円 地場企業 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー 18オーストラリア・ドル/１時間 1,491円 地場企業 ホームページ 円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド
8～20ニュージーランド・ドル

/1時間
525～1,313円 地場企業

①料金は経験、仕事内容などによっ
て交渉
可能

ホームページ 円/ニュージーランド・ドル：65.65

n.a.

n.a.
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④Yシャツクリーニング料金
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・低賃金国を中心に8都市で100円以下

単位：円

都市名

・最も安価であったのがハノイ（48

円）、ホーチミン（48円）、ダッカ（59

円）、ビエンチャン（54円）、大連（66

円）、ソウル（79円）、ニューデリー
（80円）、コロンボ（88円）が続く。
・シンガポール（389円）、香港（514

円）、オークランド（985円）などは料
金が高い。

●料金が100円以下の都市（計8都市）
①ハノイ：48円
一般作業員の月額賃金：104ドル
②ホーチミン：48円
一般作業員の月額賃金：99.7ドル
③ビエンチャン：54円
④ダッカ：59円
一般作業員の月額賃金：47ドル
⑤大連：66円
一般作業員の月額賃金：136ドル
⑥ソウル：79円
一般作業員の平均賃金：1,220ドル
⑦ニューデリー：80円
一般作業員の平均賃金：188ドル
⑧コロンボ：88円
一般作業員の平均賃金：102ドル

⇒大連、ソウルは賃金水準に比して
価格は安めになっている。
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Ｙシャツクリーニング料金（各国データ）

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載

都市名 価格（現地通貨建て） 価格（円建て） 売れ筋企業 仕様、売れ筋理由など 調査場所 為替レート
（2010年3月平均）

北京 15元～ 199円～ 地場企業
①無料で洗濯物の収集にきて
くれる。
②デリバリーもしてくれる。

クリーニングショップ 円/元：13.29

上海 10元 133円 地場企業 斜土路店 円/元：13.29

大連 ５元 66円 地場企業
①家から近い店を使用
②便利で、値段が安い。

円/元：13.29

青島 12元 159円 地場企業 クリーニングショップ 円/元：13.29

広州 15元 199円 地場企業 天天洗衣店 円/元：13.29

香港 44元 514円 地場企業と日本企業の合弁
クリーン　リビング
（Clean Living）

円/香港ドル：11.69

ソウル 990ウォン 79円 地場企業 ①料金が安い 円/ウォン：0.08

シンガポール 6シンガポール・ドル 389円 地場企業 クリーニングショップ 円/シンガポール・ドル：64.84

クアラルンプール 9リンギット 246円 スペイン企業
①世界中22カ国に569軒の店
がある大型クリーニング店、マ
レーシアに９軒を有する。

円/リンギット：27.31

バンコク 60バーツ 164円 地場企業
①ハンガーで渡してくれる
②たたみ仕上げが可能

クリーニングショップ 円/バーツ：2.73

ジャカルタ 1万5,000ルピア 150円 地場企業 円/ルピア：0.01

マニラ 100ペソ 199円 地場企業 レビステ・ストリート 円/ペソ：1.99

ハノイ 1万ドン 48円 地場企業 ハノイ市内 円/ドン：0.0048

ホーチミン 1万ドン 48円 地場企業 クリーニングショップ 円/ドン：0.0048

ビエンチャン 5,000キープ 54円 地場企業 クリーニングショップ 円/キープ：0.0107

ヤンゴン 2,000チャット 180円 地場企業 クリーニングショップ 円/チャット：0.09

ニューデリー 40ルピー 80円 地場企業 デリー市内 円/ルピー：1.99

コロンボ 110スリランカ・ルピー 88円 地場企業 電話聞き取り 円/スリランカ・ルピー：0.8

ダッカ 45タカ 59円 地場企業
①2008年にISO9001を取得し
た企業
環境基準を遵守

クリーニングショップ 円/タカ：1.31

カラチ 100パキスタン・ルピー 108円 地場企業 高級地区 円/パキスタン・ルピー：1.08

シドニー 4オーストラリア・ドル 331円 地場企業
①1枚では4オーストラリア・ドル
（331円）、5枚は16オーストラリ
ア・ドル（1,325円）

シドニー市内 円/オーストラリア・ドル：82.81

オークランド 15ニュージーランド・ドル 985円 地場企業

①当地では男性も家事をこな
し、ほとんどが家でアイロンを
かける。
②会社により料金は異なる

ウエブ
円/ニュージーランド・ドル：

65.65
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まとめ
①きめ細かいマーケティングが不可欠
今回対象とした各都市間では一人当たりのGDPに大きな開きがある。最低水準のミャ
ンマーの459ドルと最高のシドニーの4万5,587ドルではその差は100倍に達する。こう
した所得水準に従って、各都市で売れ筋が異なることがわかった。また、冷蔵庫、洗
濯機など白モノ家電では地域性が強い。例えば、冷蔵庫では全般的にワンドアが主流
だが、ベトナムは3ドアが売れ筋となるなどの違いがみられる。アジアと一口に言って
もきめ細かなマーケティングが必要といえよう。

②力強いアジア消費市場の購買力
調査を通じ、アジアの消費市場の力強い購買力もうかがえる。例えば、携帯電話では
ハノイ、ホーチミン、クアラルンプール、コロンボ、マニラなど低中所得国でも2万円以
上の高機能機種が選ばれている。シンガポール、ソウル、香港では米国アップル社の
アイフォン（iPhone）（価格帯5万1000～5万9,000円）が売れ筋に選ばれている。

③均質でない中国マーケット
中国市場では、大型量販店を中心に調査を実施したものの、調査した店舗によって、
回答する売れ筋製品のスペック、価格帯に大きな違いがあることが分かった。中国は
大都市といえども、出稼ぎ労働者の流入などもあり、都市内での所得格差は大きく、
均質化したマーケットではない。一口に売れ筋商品といっても、照準の合わせ方によっ
て、スペック・価格帯が多岐に渡ることが本調査を通じ裏付けられたといえる。この点
も中国でのマーケティングにおいては留意する必要があろう。
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ご注意

本資料は、情報提供を目的に作成したものです。

ジェトロは資料作成にはできる限り正確に記載するよう努力しておりますが、その正
確性を保証するものではありません。

本情報の採否はお客様の判断で行いください。
また万一、不利益を被る事態が生じましてもジェトロは責任を負うことが出来ませんの
でご了承下さい。


