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アトランタ トロントシカゴ

休日に果物狩りに出掛け、リフレッシュする青島市民。
ネット通販のクーポンで格安のレストランランチを楽し
む広州人。トラム、バス、フェリーは便利でお得な香港
人の足。活気あふれる中国３都市の今を紹介。

Qingdao Guangzhou Hong Kong

■�広東省広州市の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　13,616ドル（2009年）
　〔出所　広州統計年鑑2010〕
＊人口
　795万人（2009年）
　〔出所　�広州統計年鑑2010〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　3.2%（2010年）
　〔出所　広州市統計局〕
＊�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）

　380～765ドル（2010年）
　〔出所　広州人材サービス企業ヒアリング〕

■�香港の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　31,836ドル（2010年）
　〔出所　�香港政府統計処〕
＊人口
　710万人（2010年）
　〔出所　同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　2.4%（2010年）
　〔出所　同上〕
＊�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）
　1,561ドル（2010年）
　〔出所　同上〕

■��山東省青島市の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　8,377ドル（2009年）
　〔出所　青島統計局データより算出〕
＊人口
　764万人（2010年）
　〔出所　青島統計局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　2.2%（2010年）
　〔出所　青島統計局〕
＊�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）
　535ドル（2010年）
　〔出所　�日系企業活動実態調査2010より算出〕

青　島 香　港広　州

中国編

★
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青島の奥帆中心（オリンピックヨットセンター） 広州市内の歩行者天国 ビルの谷間を走るトラム
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　うららかな春、花が咲きみだれ万物がよみがえる。
美しい風景を眺め、新鮮な果物を食す――国を問わ
ず万人の喜びだろう。青島市民の間では最近、「郊外
採摘遊」（果物狩りに郊外に出掛ける）
というエコツアーが人気だ。家族や恋
人と果物を収穫し、田園特有の趣に触
れたいという人が増えている。
　4月は、ハウス栽培のイチゴが摘み
頃だ。旅行代理店の広告紙面やイン
ターネットの BBS（電子掲示板）上
には、「イチゴ狩り日帰りツアー」企
画が目白押し。市内から現地までの往
復バス代と約 2時間の摘み放題・食べ
放題が付いて大人50元（1元=12.35円）
が標準的なツアー代金。1 人 50 元上
乗せすれば、農家で食事する「農家宴」
が体験できる。摘んだイチゴを市場価格より安く（20
〜 50 元 /500g）土産に持ち帰ることもできる。
　イチゴ狩りは老若男女を問わず楽しめるが、特に小

さい子どものいる家族に人気だ。栽培者は生産管理の
安全性をアピールする。有機栽培技術を駆使し、「化
学肥料や農薬の付着・残留の心配がなく、摘んだもの
を洗わずそのまま食べられます」とアピールする。
　1日限りの体験で物足りない人は「農場主」になる
こともできる。郊外にはビニールハウスを賃貸する企

業があり、個人や共同でレンタルし
て本格的な農作物栽培の体験が可能
だ。企業側は、種子・肥料・農具の用
意だけでなく、栽培技術指導やハウス
の保守もしてくれる。できた作物は全
て借り主のもの。ただ、これにはかな
りの費用がかかる。平均的な賃貸面
積（0.7 ムー : 約 466 平方メートル）で、
年間 3万 2,400 元（賃貸料 2万 2,800 元、
管理費月額 800 元）だ。
　青島のある山東省は果物の宝庫。イ
チゴの他に、サクランボ（5 〜 6 月）、
ブドウ（7〜 8月）、リンゴ（7〜 9月）

狩りが楽しめる。新鮮な果物と中国の農村風景を味わ
いに、一度当地を訪れてはどうだろうか。

（魏　莉 / 青島事務所）

青　島 Qingdao

イチゴ狩りに行こう

物価データ 　2011年3月22日　調査日の現地通貨レート：1元＝12.35円

摘みたて新鮮イチゴが味わえます！

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
元 円換算

主食（コメ） 1kg 4.5 56 RT-MARTスーパー
卵 1パック（45個） 55 679 同上
牛肉 100g 5.25 65 同上
しょうゆ 1リットル 11.6 143 『味極鮮』 同上
ハンバーガー 1個 12.5 154 『ビッグマック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 600ミリリットル 1.55 19 『　山鉱泉水』 RT-MARTスーパー
ビール 350ミリリットル 3.7 46 『青島ビール』 同上
トイレットペーパー 10個 26.9 332 『心心相印』（恒安集団製） ジャスコ
ジーンズ メンズ 999 12,338 『G2000』 G2000（紳士服専門店）
電気料金 200kWh 109 1,346 0.5469元／kWh 青島市物価局
ガソリン レギュラー1リットル 7.1 88 オクタン93 同上
タクシー 昼間5km 11.8 146 3km以内9元、それ以降1.4元／km加算

携帯電話
基本料金／月 50 618 

プラン名「全球通」 中国移動通信有限公司山東省分公司
通話料金／分 0.4 5 

アパート賃貸料
家具付き1カ月

（居住面積 ： 113㎡）
12,000 148,200 外国人用 燕島国際（マンション）

自動車（新車） 1台
184,800〜

339,800
2,282,280〜

4,196,530
『カムリ』 トヨタ販売店

映画鑑賞 ロードショー1本 60 741 『I AM NO.4』 青島華臣映画館

ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 880 10,868 
平日非会員価格、キャディーフィー込み（休
日1,440元）。会員は平日、休日とも320元

青島国際ゴルフ倶楽部

ベビーシッター 1時間 11.5 142 基本的に1カ月1,800〜2,200元程度 愛心大姉家政公司
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　インターネットショッピングでの団体購入（中国語
で「団購」）が人気だ。団購とは、同一の商品やサー
ビスの購入希望を広く募り、購入者が多ければ単価を
割り引くという仕組み。ネットバンキングやプリペイ
ドカードで支払いを済ませると、サイト側から携帯電
話や電子メールに割引クーポンが送られてくる。それ
を店頭などで提示すると商品・サービスが得られる。
ただ、ほとんどのクーポンには期限があるほか、利用
の前日までに支払いを済ませる必要がある。
　現在中国国内の団購サイトは 1,000 以上。20 〜 30
代の知人がよく利用するのは、「拉手網」「美団網」
「24 券」「糯米網」など。扱う商品・サービスは幅広い。
衣服、高級輸入菓子、化粧品、レストランのセットメ
ニュー、映画鑑賞、エステ、美容室、旅行――。車や
マンションといった固定資産までそろう。若い女性は
エステ、美容室、旅行などに関心が高いようだ。通常
価格の 3〜 7割引が相場だという。
　「食は広州にあり」――広州人は食べることが好き
だ。知人の多くが団購でよく購入するのがレストラン

のセットメニュー。低価格、
購入手続きが簡単、気軽に利
用できる、などのメリットが
ある。だが安い分、期待した商品・サービスが得られ
ないこともある。団購客専用の狭い席に座らされ、サー
ビスも悪かったと聞くこともある。サイトの写真では
大型の上海ガニだったのに、届いたのは小さいもので、
結局相場よりも高い買い物になったケースもある。
　安さに加え「締切りまであと○分○秒！」という購
入時間制限の画面につられ、つい必要でないものを大
量に衝動買いしてしまう利用者も少なくない。

（蘇　丹娜／広州事務所）

広　州 Guangzhou

「団購」がブーム

食の広州、買い物の広州は今日もにぎわう。
バス停の団購サイト広告（右下）

物価データ 　2011年4月7日　調査日の現地通貨レート：1元＝13円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
元 円換算

主食（コメ） １ｋｇ 6.2 81 天河城ジャスコ
卵 １パック（10個） 12.8 166 同上
牛肉 １００ｇ 5.6 73 500ｇ27.8元より換算 同上
しょうゆ １リットル 13.8 179 『李錦記』精選 同上
ハンバーガー １個 15 195 『ビッグマック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 600ミリリットル 2.6 34 『ワトソンズ』 天河城ジャスコ
ビール ３５０ミリリットル 3.5 46 『珠江純生』 同上
トイレットペーパー 10個 29.9 389 『Vinda』 同上
ジーンズ メンズ 699 9,087 『Levi's 519』モデル 天河城
電気料金 200kWh 122 1,586 0.61元／kWh 広州市物価局
ガソリン レギュラー1リットル 8.54 111 オクタン価97 広東省物価局

タクシー 昼間５ｋｍ 17 221 
2.3kmまで初乗り9元、以降385mごと
に1元加算

同上

携帯電話
基本料金／月 50 650 

プラン名「全球通」 広東省移動通信有限公司
通話料金／分 0.39 5 

アパート賃貸料
家具付き１カ月

（居住面積 ： 120㎡）
22,000 286,000 外国人用 中信広場（マンション）

自動車（新車） １台
186,800〜

219,800
2,428,400〜

2,857,400
『広汽ホンダ　アコード』 広汽ホンダ有限公司のウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー１本 80 1040 『ロサンゼルス決戦』 天河城飛揚映画城

ゴルフ･ラウンドフィー １ラウンド
700〜
1,000

9,100〜
13,000

広州市天河区から約50分 假日半島

ベビーシッター １時間 12.5 163 2,000元／月を基に算出 天祥家政公司
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　香港は交通機関が整備されている。コンパクトな地
と相まって、移動は本当に便利だ。運賃も安く、要領
さえ分かれば楽しく利用できる。
　地下鉄（MTR）は現在、港島線（アイランドライン）
をはじめ 10 路線。料金は 4〜 26 香港ドル（1香港ド
ル＝約 11 円）。乗車距離に比例する。
　路線バスも便利だ。香港内を縦横無尽に路線が張り
巡らされている。料金は一律路線もあれば、距離によっ
て変わる路線もある。最も安い路線で 4香港ドル程度
だが、7香港ドル程度の路線が多いようだ。15 〜 16
人乗りのミニバスもある。これはワゴンタイプのバス
で座席数しか乗せない。緑色のミニバスにはバス停が
あるが、赤色のミニバスにはバス停がない。降りたい
所で降りられるが、運転手に「降りる」と声を掛ける
必要がある。とはいえ、ほとんど広東語しか通じない
ので、外国人には少し敷居が高い。
　旅情を味わいたければトラムがお勧めだ。香港島北
側を東西に結ぶ 2階建ての路面電車で、料金は一律 2
香港ドル。ゆっくり走るトラムから眺める街並みの様

子は変化に富む。
　香港島と九龍半島
をつなぐフェリー
も、旅情を誘う。ぜ
ひ夜の乗船をお勧め
したい。「100 万ド
ルの夜景」を眺めな
がらゆったり揺られ
てみてはいかがだろ
うか。毎晩 20 時か
ら 15 分間、香港島
の高層ビルに設置さ
れたサーチライトの
光と音楽の演出「シ
ンフォニー・オブ・
ライツ」を見るのも
楽しい。観光用クルーズもあるが、スターフェリーな
らたった 2.5 香港ドルで済む。
　公共交通機関を使いこなすこと。これが香港ライフ
充実の一つの道――そんな気がしている。

（普家　弘行／香港事務所）

香　港 Hong Kong

お勧めはトラムとフェリー

2階建てバスが香港中を走る

世界の暮らしが見える

物価ウオッチング
中国編

物価データ 　　2011年3月29日　調査日の現地通貨レート：1香港ドル＝10.461円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
香港ドル 円換算

主食（コメ） 5ｋｇ 48.9 512 『桜城牌』 ジャスコ
卵 １パック（12個） 21.9 229 タイ産卵（特大サイズ） スーパーマーケット「Taste」
牛肉 １００ｇ 13.4 140 中国産、1ポンド60.9香港ドルから換算 同上
しょうゆ 600ミリリットル 32 335 『キッコーマン』 同上
ハンバーガー １個 15.8 165 『ビッグマック』 香港マクドナルド
ミネラルウオーター 1.5リットル 16.9 177 『ボルヴィック』 スーパーマーケット「Taste」
ビール ３５０ミリリットル 6.5 68 『麒麟』、6缶パック38.9香港ドル 同上
トイレットペーパー 10個 30.9 323 『Scott』 同上
ジーンズ メンズ 299 3,128 香港ユニクロ
電気料金 200kWh 186.75 1,954 Hong Kong Electric
ガソリン レギュラー1リットル 16.04 168 税込み Shell Hong Kong

タクシー 昼間5km 40.5 424
初乗り2km18香港ドル、その後は200
ｍごとに1.5香港ドル

香港運輸署

携帯電話
基本料金／月 98 1,025 最初の1,000分は無料、1,001分から

毎分0.7香港ドル加算
3 Hong Kong

通話料金／分 0.7 7

アパート賃貸料
家具付き1カ月

（居住面積 ： 55.7㎡）
18,000 188,298

外国人用 
（日本人駐在員の多い太古城）

Midland Realtyのウェブサイト

自動車（新車） 1台 190,400 1,991,774 『カローラ』4ドアセダン 1,500cc Crown Motors Ltd.のウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 65 680
『英国王のスピーチ』、放映時間、場所
により異なることもある

UA シネマ 

ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 1,800 18,830 非会員料金 The Hong Kong Golf Club （Fanling）
ベビーシッター 1時間 57 596 月給払いの家政婦雇用が一般的 香港政府労工処互動就職サービス
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