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世界の暮らしが見える

物価ウオッチング　　 東南アジア編

◦ベトナムの基礎経済指標
１人当たりGDP
1,068ドル（2009年）
〔出所　IMF推計（2010年10月）〕

人口
8,579万人（2009年）
〔出所　ベトナム統計総局〕

消費者物価（CPI）上昇率
9.7％（2010年10月，前年同月比）
〔出所　同上〕

外資系（日系）企業（大卒）事務系スタッフ月額給与水準
（賞与・諸手当込み）
320ドル
＊�外資系企業５社ヒアリングの単純平均（メーカー
２，IT１，物流１，商社１）。大学新卒／中途採用，
日本語／英語など採用条件は異なる

◦ミャンマーの基礎経済指標
１人当たりGDP
571ドル（2009年）
〔出所　IMF推計（2010年10月）〕

人口
5,737万人（2008年５月）
〔出所　ミャンマー政府発表〕

消費者物価（CPI）上昇率
6.5％（2010年９月，前年同月比）
〔出所　ミャンマー中央統計局〕

外資系（日系）非製造業スタッフ月額給与水準
（賞与・諸手当込み）
220ドル
＊�2010年度ジェトロ在アジア・オセアニア日系企業
実態調査

◦カンボジアの基礎経済指標
１人当たりGDP
768ドル（2009年）
〔出所　IMF推計（2010年10月）〕

人口
1,340万人（2009年）
〔出所　カンボジア人口センサス（2008年）〕

消費者物価（CPI）上昇率
-0.7％（2009年）
〔出所　IMF（2010年10月）〕

外資系（日系）企業事務系スタッフ月額給与水準
（賞与・諸手当込み）
250ドル

ハノイ ヤンゴン プノンペン
成長が目覚ましい東南アジア。人々の暮らしにも変化が。
スマートフォン，ジーンズ，メーター付きタクシー――３都市ではやるものから，生活の一端を紹介。



 物価データ� 調査日2010年11月23日　調査日の現地通貨の対円レート：１ドン＝0.0039円，１ドル＝84.37円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（ドン）（＊はドル） （円換算）
主食（コメ） ２kg ３万6,600 143 シティーマート

卵 １パック（10個） ２万3,200 90 同上

牛肉 100g １万 39 ホム市場

しょうゆ １リットル 10万9,200 426 シティーマート

ハンバーガー １個 ２万5,000 98『ロッテリアバーガー』 ロッテリア

ミネラルウオーター 1.5リットル 7,400 29『ラヴィ』 シティーマート

ビール 330ミリリットル 8,300 32『ハリダ』 同上

男性用スーツ 中級品１着 395万 １万5,405 ビンコムタワー内テナント「May10」

電気料金 200kWh 24万2,660 946 50kWh ま で：660ド ン /kWh，51～100kWh：
1,104.4ドン/kWh，101～150kWh：1,335.4ド
ン/kWh，151～200kWh：1,753.4ドン/kWh

商工省通達

ガソリン レギュラー１リットル １万6,400 64 A92ガソリン ペトロリメックス

タクシー 昼間５km ６万 234 マイリンタクシー

携帯電話 基本料金／月 ４万9,000 191 プラン名「モビゴールド」 モビフォン
通話料金／分 880 ３ モビフォン間の場合（最初の６秒まで88ド

ン，以降14.67ドン／秒）

アパート賃貸料 家具付き１カ月
（ 居 住 面 積：83.4～
100.8㎡）

＊2,000～
2,600

16万8,740～
21万9,362

ジャナガーデン（ハノイ市南部），税込，２ベッドルーム
参考：ハノイタワー（ハノイ市中心部）3,800ドル：税，
その他込，82㎡ ,�２ベッドルーム

自動車（新車） １台 ６億3,600万 248万400『シビック�1.8L�5MT』（付加価値税込） ホンダウェブサイト（http://hondaoto.com.
vn/am_website/en/civic_price_may2010.php）

映画鑑賞 ロードショー１本 ７万 273 平日大人料金（休日は大人８万ドン）
参考：ナショナルシネマセンター（平日17時以降大人４万ドン）

ビンコムタワー内　シネコン
「メガスター」

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド ＊110 9,281 ゲスト料金 ハノイゴルフクラブウェブサイト（http://
www.hanoigolfclub.vn/Default.asp）

ベビーシッター １カ月 ＊140 １万1,812 週５日の場合。スポットで時給２～３ドルのケース有り 現地駐在員へのヒアリング
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市内では家電量販店や携帯電話ショップが新たにオー
プンしているところをよく見掛ける。消費市場が拡大し
ているということだろう。小売市場規模はタイやフィリ
ピンの約70％まで成長してきている注。先日もある官庁
への訪問の途中，拡販キャンペーン中の家電量販店が店
頭に家電製品を山積みにしているのに出くわした（写真下）。
ベトナムの携帯電話契約件数は既に7,000万件を超え
ている。ほぼ１人１台の時代に入っている計算になる。
ある調査によればここ10年近くはノキアが最大シェアを
占めているようだ。だが，最近市内を歩いていると，
iPhone（アイフォーン）や BlackBerry（ブラックベリー）

のようなスマートフォ
ンを持っている人をよ
く見る。これら携帯電
話を取り扱う店舗も増
えたようだ。数店で価
格を聞いたところ，
iPhone4は容量やモデル
の新旧にもよるが約
1,800万～2,200万ドン
（約830～1,020ドル）。

どの店も「１日15～20台は売れている」という。購入者
は「大部分がベトナム人」とのこと。ハノイ市の１人当
たり GDP は約2,000ドルだが，その半分近くもする携
帯電話が売れていることになる。店舗回りをしている間
にも，スマートフォンらしきものを持った男性を路上の
茶屋で見掛けた。持っていたのは iPhone4（写真上）。こ
の茶屋のチャダー（冷えたお茶）は１杯2,000ドン（約
0.1ドル）だ。１杯10円ほどのお茶を飲みながら，10万
円近い携帯を使う…。ベトナム消費市場や市民生活の変
容が表れているような気がした。
� （小林　恵介／ハノイ・センター）

注：�ベトナム産業分析（2009年，時事通信社）

ハノイ�Ha�Noi
10円のお茶を飲み10万円の携帯を使う

拡販キャンペーン中の家電量販店

道端の茶屋でスマートフォンを使う人に出会った



 物価データ� 調査日2010年11月15日　調査日の現地通貨の対円レート：１チャット（実勢レート）＝0.092円，１ドル＝81.52円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（チャット）（＊はドル） （円換算）
主食（コメ） １kg 1,025 94�シャン米（在来のジャポニカ種，陸稲） 市内スーパー「シティーマート」

卵 １パック（10個） 1,220 112� 同上

牛肉 100g 477 44� 同上

しょうゆ 600ミリリットル 3,750 345�『キッコーマン』 同上

ハンバーガー １個 1,600 147�チーズ＆チキン・バーガー 市内スーパー内「スーパーワ
ン」内店舗

ミネラルウオーター １リットル 190 17�『バウッパ・アクア』 シティーマート

ビール 330ミリリットル 1,020 94�『ミャンマー』 同上

男性用スーツ 中級品１着 22万8,000 ２万976『エス・フェア』（タイ・ブランド） 同上

電気料金 200kWh ＊16 1,304�外国人向け料金 ミャンマー電力公社

ガソリン レギュラー１リットル ＊0.81 66�販売は英ガロン単位（4.55リットル） ガソリンスタンド「ニュー・デイ」

タクシー 昼間５km 1,500～
2,000

138～184 交渉制につき目安値 複数の市内タクシー運転手に
ヒアリング

携帯電話 基本料金／年 ＊600 ４万8,912 外国人向け料金，月別基本料金なし
通話料金／分 ＊0.3 24�

アパート賃貸料 家具付き１カ月
（居住面積：70㎡）

＊1,250 10万1,900 外国人用 「ゴールデンヒルタワー」賃
貸料は階数で異なる

自動車（新車） １台 3,400万 312万8,000『カローラSE�Saloon』1992年製中古車（当
地では事実上新車購入不可）

中古車ブローカー数人にヒア
リング

映画鑑賞 ロードショー１本 600～2,750 55～253 映画名『レジデント・イ―ビル４』（入場
料は座席位置で異なる）

市内映画館『シエゾン』

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド ＊20 1,630� ヤンゴン・ゴルフクラブ

ベビーシッター １カ月 ７万 6,440�月～土曜日（９：00～17：00） 在住日本人数人にヒアリング

ロンジーとはミャンマーの伝統衣装で，男女ともに着
用する巻きスカート。あるロンジー製造業者から，販売
が前年比20％減，３年前と比べ半減していると聞いて驚
いた。ロンジーをはいている人は，確かに以前よりは見
掛けなくなった気がする。逆にこの数年で若者のジーン
ズ姿，スカート姿が目立つようになった。街なかでは若
者向けファッション広告も目に付く。
ミャンマー縫製業者協会のミンソー会長によると，国
内衣料品市場の約75％はタイや中国などからの輸入品，
残りが国内製造。最近，その国内の製造・販売量が伸び
る傾向にあるという。「中高年のファッションはあまり
変わらないが，若者ファッションの変化は，韓国ドラマ
の影響やインターネット
アクセス，海外に行く人
が増えているためだろ
う」と同協会の理事の一
人は分析する。
シャツ，ポロシャツな
どを若者向けに製造販売
するＡ社は，「数年前と
同じ売り上げを維持する

ため20～25種
類の新しいデ
ザインを２日
に１回は投入
する」と話す。
若者ファッシ
ョンの変化に
対応するため，
多品種少ロッ
トの生産に取り組んでいるわけだ。
若い女性の好みの変化をうまくとらえたＢ社。シンプ
ルなデザインのブラウスがヒットし，売り上げを伸ばす。
１デザインにつき12～18色を用意するなどニーズをつか
もうと努力する。よく売れる価格帯は7,000～9,000チャ
ット（約640～830円）。１人当たり GDP が571ドルの同
国では決して安くない。同社でも嗜好（しこう）の変化
を「韓国ドラマの影響が大きい」と分析しているようだ。
また，都市化の進展を背景にライフスタイルそのものが
変化し，ロンジーよりも機能性の高い洋服が必要になっ
ているとの指摘もある。
変化に敏感な若者を含む約6,000万人の衣料品市場が，
今ここに広がっている。�（小島　英太郎／ヤンゴン事務所長）

ヤンゴン�Yangon
ロンジーよりジーンズ

世界の暮らしが見える

物価ウオッチング
 東南アジア編

� 　2011年２月号　71

若者はジーンズへ

輸入衣料品セールには人だかり



 物価データ� 調査日2010年11月５日　調査日の現地通貨の対円レート：１リエル＝0.02円，１ドル＝82円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（リエル）（＊はドル） （円換算）
主食（コメ） １kg 2,800 56� バンキンコン市場

卵 １パック（10個） 5,000 100 同上

牛肉 100g 2,200 44� 同上

しょうゆ １リットル ＊6.5 533�『キッコーマン』 ラッキースーパー

ハンバーガー １個 ＊1.6 131�チーズバーガー BBワールド

ミネラルウオーター １リットル ＊0.55 45�『Vital』 ラッキースーパー

ビール 350ミリリットル ＊0.6 49�『アンコールビール』 同上

男性用スーツ 中級品１着 ＊130 １万660 ソリアショッピングセンター

電気料金 100kWh 以上 720 14�家庭用電気 プノンペン市内

ガソリン レギュラー１リットル 4,500 90� TOTAL

タクシー 昼間５km １万5,000 300 深夜料金や迎車料金なし チョイスタクシー

携帯電話 通話料金／
分（国内・固定電話）

＊0.04～
0.06

３～５ 基本料金はなし Ｍ�fone

通話料金／
分（国内・携帯電話）

＊0.06～
0.08

５～７

アパート賃貸料 家具付き１カ月
（居住面積：100㎡）

＊1,000 ８万2,000 外国人用（2LDK） プノンペン市内

自動車（新車） １台 ＊６万 492万『カムリ（2010）』関税115.33％込 トヨタカンボジア　

映画鑑賞 ロードショー１本 8,500 170�ホラー映画（カンボジア映画） ソリアショッピングセンター

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド ＊38 3,116�平日料金。土日祝は１ラウンド48ドル カンボジアゴルフ＆カントリ
ークラブ

ベビーシッター １時間 2,800 56�メイドも兼ねる場合が多い プノンペン市内

ここ数カ月，街なかを走るメータータクシー（料金表
示メーター付きタクシー）をよく見掛ける。特に目立つ
のが，黄色い車体に自社の電話番号を記載したチョイス
タクシー（トランスチョイスカンボジア社）だ。韓国資
本の同社は現在50台を保有する。2009年の開業当時は20
台で，乗客数は１日100人程度だった。それが現在では
台数は倍以上，乗客も１日500～1,000人まで増加してい
るという。電話１本で呼べるし，迎車料金はなし。初乗
り料金が，1.5キロまで4,000リエル（約１ドル），その
後330メートルごとに1,000リエル（約0.25ドル）加算さ
れる。深夜料金なしの24時間営業だ。
市内では，レクサスやランドクルーザーなどの高級車
がよく見られるようになった。とはいえ，公共交通機関
がない当地では，市民の足は，これまで三輪自動車タク
シーのトゥクトゥクとバイクタクシーだけ。それがここ
数カ月でメータータクシー利用が増加し，市民の第３の
足となっているようだ。チョイスタクシーのようなメー
タータクシー会社がサービスを拡張しているためだ。３
カ月ほど前は，呼んでから迎えに来るまでに30分程度か
かったが，現在は営業所も増え，流しのタクシーもある
ことから，中心部であれば約５～10分で迎えに来る。

今のところ大手のメータータクシー会社は２社。前述
のトランスチョイスカンボジア社と中国資本のグローバ
ル社だ。グローバル社の開業は08年だからタクシービジ
ネスではこちらの方が先駆者だ。現在32台を保有し，１
日300人程度の乗客数があるという。初乗り料金は１キ
ロまで2,500リエル（約0.6ドル），その後160メートルご
とに1,000リエル（約0.25ドル）加算。
雨期（５～10月）には，利用数が増加したという。雨
にぬれずにすむからだろう。値段交渉の必要がないため，
外国人にも使い勝手がよく，中心部が発展するにつれ，
ビジネスのさらなる拡大が予想される。
� （松島　直子／プノンペン事務所）

プノンペン�Phnom�Penh
「メータータクシー」は市民の第３の足
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電話１本で来てくれるメータータクシー


