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■調査実施日：2013年 7月  
■調査場所：  ダッカ市ギルガオン区 
■調査対象：   アダル（仮名）さん一家 
■換算レート：  1ドル≒77.69タカ（BDT 2013年7月末）  

夫  ：アダル（仮名）さん（51歳） 
妻  ：（43歳）/ 主婦 
長男：（29歳）/ フリーランサー 
次男：（23歳）/ 大学生 
三男：（5歳）/ 小学生 

多い月で4.5万タカ（家賃収入、長男の収入含む） 

公務員（国営銀行勤務） 

週5日 

  

     

    
                          

 アダルさんは国営商業銀行に勤める銀行員で、勤続25年を越え、現在はダッカ市内の支店に勤めている。銀行員

として、一般業務、信用出資や外国貿易に関係する業務などを行っている。アダルさんは、銀行から住居費、通勤に
使う車の維持費、電話代や昼食費などの補助を受けている。 
 通勤は、朝8時45分頃に家を出て自家用車で約1.5km離れた支店へ通っている。支店までは約30分で、月1,600タ
カほどの費用がかかる。勤務は毎日10時から6時までの週5日、週休2日となっている。彼は夜8時までに帰宅しようと
努めている。 

・1か月の収入内訳  
（アダルさん給与35,000 , 家賃収入4,000 ,  
長男収入6,000)  計45,000タカ 
 
・支出内訳 
（食費20,000 , 教育費3,000 ,電気代400 ,  
調理用燃料費500 ,通信費 1,500 , 水代2,500 , 
保健医療費1,000 , 化粧品1,500 , 祭礼3,000 ,  
娯楽2,000  ）計35.400タカ 
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製品名 ブランド 使用年数 

車 トヨタカローラ 1年 

テレビ ソニー 5年 

冷蔵庫 エレクトラ、ハイセンス 4年 

固定電話 デジタルワールド 4年 

携帯電話 シンフォニー、ノキア 7年 

エアコン サムスン 2.5年 

電気供給装置（IPS) ホームIPS 1年 

パソコン サムスン 5年 

 アダルさんが持つ耐久消費財の中に2つの日本製品がある。1年前に買った乗用車と5年前のテレビである。アダル

さんはブランドより価格を意識しているという。一家の主要資産は市内にある家（アパート）と農村部に少しばかり所有
している土地である。 

  

 バングラデシュの家庭の重要な要素である家具の所
有状況は次の通りである。 

製品名 数 製品名 数 

ソファセット 2 ベッド 4 

食卓 1 ショーケース 1 

衣装タンス 2 洋服タンス 3 

衣装台 2 机 2 

 妻は化粧品にあまり興味を持っておらず、自分にも家族に
もほとんど買わないが、実際は化粧品やブランドのテレビCM

の影響を受けて、消臭剤やパウダー、香水などをスーパー
などで家族に買うのが好きである。 

  

建物：住居は6年前に地元業者が建て
た6階建てアパートで、2010年に4万タカ
で4階の約104㎡の広さの部分を所有し
た。各階は4戸あり、電気、ガス、水道が
備わっている。全体で20家族が住む。ア

パートに遊び場はなく、使えるのは子供ら
が遊ぶために集まるアパートの屋上のみ
である。 

食事：通常、8時半頃に朝食をとる。朝食は、パン、白いご飯や野菜/肉入りスープ
である。時にはゼリーも出る。昼食は2時半頃で、白飯、牛/鶏/野菜のカレーや豆
類が多い。夕食は9時頃で、白飯、ルティ（薄い円形のパン）、野菜サラダ、牛/鶏/

野菜のカレーなどを食べる。時々、ムリ、べグニ、ピタなどの伝統的な菓子も食べ
る。これらの菓子は食べたい時に家で作る。家庭の主婦は、家族に朝、昼、夕の3

食を用意している。食事の準備や家の掃除を手伝うパートタイムの女中を雇ってい
る。調理にはガスを使っている。 

 ブランドより品質と価格を重視している。
肉/魚/野菜/果物などは近くの市場（バ

ザール）で頻繁に買っているが、食料雑
貨類は月に2回購入する。基本的には最

寄のショッピングモールで衣服を買い、家
電や家具、食器はショールームで、文具
類は家の近くの店で購入している。 
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 水はタンクから汲み、煮沸して使ってい
る。飲料水は陶器の水瓶に溜めている。
陶器の水瓶は水を冷たく保ち、飲用に適
した容器である。職場への送迎や外出の
ためにパートタイムの運転手を雇ってい
る。主婦はほとんどの時間を食事の用意
や洗濯、部屋掃除に使っている。 
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【免責事項】本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できる
だけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事
態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 

  

平日 週末 

6:00 AM 起床、出勤の準備；歯磨き、入浴、着替えなど 7:00AM 起床、歯磨き、入浴、着替えなど 

8:00 AM 朝食 9:00AM 朝食 

8:45 AM 車で出勤 10:00AM 家族のための時間 

9:30 AM 勤務 11:00AM テレビを見る 

1:30 PM 昼食 2:30PM 昼食 

2:30 PM 勤務 3:30PM 午睡 

6:00 PM  退社、スーパーに寄って定期的な買い物 6:00PM スーパーで定期的な買い物 

9:00 PM 家族と夕食 9:00PM 家族と夕食 

9:30 PM 家族と会話、テレビを見る 9:30PM 家族と会話、テレビを見る 

11:00 PM 就寝 11:30PM 就寝 

上記の活動の他に毎日5回（4:45 AM, 1:30 PM, 5:00 PM, 6:30 PM and 8:30 PM）のお祈りをしている    

平日 週末 

6:00 AM 起床 家族に朝食を用意 7:00 AM 起床 家族に朝食を用意 

8:00 AM 家族に朝食を出す 9:00 AM 家族に朝食を出す 

9:00 AM 朝食 9:30 AM 朝食 

10:00 AM いつもの作業；昼食の準備、洗濯、食器洗いなど 10:00 AM いつもの作業；昼食の準備、洗濯、食器洗いなど 

3:00 PM 昼食 3:00 PM 昼食 

4:00 PM 仮眠 4:00 PM 仮眠/買い物 

5:30 PM  子供と屋上へ行く 5:30 PM 親類の家を訪ねる 

6:30 PM 夕食の用意 6:30 PM 夕食の用意 

9:00 PM 夕食 9:30 PM 家族と会話、テレビを見る 

9:30 PM 家族と会話、テレビを見る 10:00 PM 夕食 

11:30 PM 就寝 11:00 PM 就寝 

アダルさん 

妻 

その他に毎日5回のお祈りをしている。 

平日 週末 

7:00 AM 起床、歯磨き、入浴など 8:00 AM 起床、歯磨き、入浴など 

8:15 AM 朝食 8:30 AM 朝食 

9:00 AM 仕事に出る 9:00 AM テレビを見る 

2:00 PM 昼食 11:00 PM 部屋の掃除など 

3:00 PM 時には職場で勤務し、時には友人と過ごす 2:00 PM 昼食 

6:30 PM 軽食 3:00 PM 仮眠/買い物 

9:30 PM  帰宅 6:30 PM 軽食 

11:00 PM 夕食 10:30 PM 夕食 

11:30 PM  テレビを見る 10:30 PM テレビを見る 

1:00 PM 就寝 11:00 PM 就寝 

長男 


