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アトランタ トロントシカゴ

クアラルンプールでは、日本のエコポイント制度
に当たる「セーブプログラム」が始まり、地球環
境への関心が高まっている。シンガポールでは、
格安航空会社の利用が浸透し、3連休は座席確保
が難しいとか。バンコクの中心街や高級住宅街で
は、おしゃれなカフェが増えているという。成長
著しい東南アジア３都市の今を紹介。

Kuala Lumpur Singapore Bangkok
■�シンガポールの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　43,867ドル（2010年）
　〔出所　��シンガポール統計局〕
＊人口
　507.67万人（2010年）
　〔出所　同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　2.8%（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）

　1,950ドル（2010年）
　〔出所　2010年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査〕

■タイの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　4,992ドル（2010年）
　〔出所　IMF〕
＊人口
　6,387万人（2010年）
　〔出所　�国家統計局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　3.3%（2010年）
　〔出所　商務省〕
＊�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）
　580ドル（2010年）
　〔出所　2010年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査〕

■マレーシアの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　8,140ドル（2010年）
　〔出所　Economic�Report（財務省）〕
＊人口
　2,825万人（2010年）
　〔出所　マレーシア統計局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　3.2%（2011年4月）
　〔出所　Bank�Negara（中銀）〕
＊�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）
　609.77ドル（2010年）
　〔出所　第26回ＪＡＣＴＩＭ賃金実態調査〕

クアラルンプール バンコクシンガポール

東南アジア編
★

ショッピングモール「パビリオン」 オーチャード通り 「セントラルワールド」はバンコクのランドマーク
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　「GREEN」という文字を、最近マレーシアの街中や
店頭でよく見かける。環境に優しいという意味である。
大手スーパーでは、土曜日を「ノー・プラスチック・
デー」としてレジ袋の有料化（1枚 20 セン、約 0.5 円）
を始めた。購入している人はまだ少ないが、レジ横で
「エコバック」を販売する店も増えている。
　7月 7日には、日本のエコポイント制度に相当する
政府によるキャンペーン「セーブプログラム」が始まっ
た。キャッチフレーズは、「セーブ・エナジー、セーブ・
マネー（エネルギーを節約し、電気代を節約しよう）」。
国民の省エネ意識向上が狙いだ。
　対象となる省エネ家電は、冷蔵庫とエアコン。常夏
のマレーシアでは、家庭電力消費量の約 6割以上をエ
アコンと冷蔵庫が占めるからだ。補助金は冷蔵庫 1台
につき 200 リンギ（約 5,300 円）、エアコン 1 台につ
き 100 リンギ（約 2,650 円）。キャンペーンは台数枠
に達した時点で終了となる。冷蔵庫は 10 万台、エア
コンは 6万 5,000 台を予定している。
　対象商品は、政府が省エネ家電と認定した「ファイ

ブ・スター（5つ星）モデル」に限定。日系 6社を含
む家電メーカー 12 社 165 品目から選べる。価格帯は
冷蔵庫が1,000～2,000リンギ（約2万6,500～5万3,000
円）、エアコンは 2,000 リンギ前後が中心だ。
　支給対象は過去 6カ月間の平均電力使用量が 200 ～
400 キロワット時のいわゆる低所得者層。利用方法は、
まず政府のキャンペーンウェブサイトにアクセスし、
支給基準を確認。条件を満たしていれば画面にバウ
チャーが表示される。それをプリントアウトして販売
店に持参。レジでバウチャーと一緒に身分証明書、電
気料金請求書を見せれば割引価格で購入できる。
　マレーシアではセーブプログラムをきっかけに、「エ
コ」活動が本格的に広がりそうだ。

（手島　恵美 / クアラルンプール事務所）

クアラルンプール Kuala Lumpur

広がる「エコ」

物価データ 　2011年6月20日　調査日の現地通貨レート：1リンギ（RM）＝26.43円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
リンギ 円換算

主食（コメ） 2.5kg 26.79 708 『錦』米国産 スーパー「メルカート」パビリオン店
卵 1パック（10個） 4.79 127 1個当たり重さは50～59g 同上
牛肉 1kg 24.99 660 国産 マレーシア政府（国内取引省）ウェブサイト
しょうゆ 720ミリリットル 9.29 246 『ポーポー・しょうゆ』 スーパー「メルカート」パビリオン店
ハンバーガー 1個 6.95 184 『ビッグマック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 1.5リットル 2.69 71 『スプリッザー』 スーパー「メルカート」パビリオン店
ビール 　 320ミリリットル 7.89 209 『ハイネケン』 同上
トイレットペーパー 10個 18.99 502 『クリネックス』2層 同上
ジーンズ メンズ 420 11,100 『リーバイス』 501 オリジナル・フィット 「リーバイス」パビリオン店
電気料金 200kWh 43.6 1,152 − マレーシア政府（エネルギー・環境技術・水省）ウェブサイト
ガソリン レギュラー1リットル 1.9 50 RON95 ガソリンスタンド「ペトロナス」

タクシー 昼間5km 6.5 172 初乗り（1km）=RM3.00。以降
115mごとにRM0.10 サンライトタクシー

携帯電話
基本料金／月 50 1,321 プラン名『バリュー50プラス』

携帯電話会社マキシス
通話料金／分 0.12 3 マキシス-マキシスの場合 

マキシス-他社 : RM0.18/分

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：153.9㎡） 5,000 132,148 外国人用　モントキアラ地区 不動産情報サイト「iproperty」

自動車（新車） 1台 176,627 4,668,172 『カムリ2．4V』 トヨタ

映画鑑賞 ロードショー1本 13 344 『パイレーツ・オブ・カリビアン4』
（週末・休日料金）

「ゴールデン・スクリーン・シネマ」
パビリオン店

ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 178 4,704 1ラウンドで1人の料金 ゴルフ情報サイト「エラゴルフ」

ベビーシッター 1時間 30 793 − ベビーシッター情報サイト
「ベビーシッターKL」

省エネ家電認定商品「5スターモデル」が並ぶ家電売り場
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　空の旅を巡る競争が激しさを増している。航空会社
の顧客争奪戦だけではない。旅行者側でも座席を求め
て激しい争奪戦が繰り広げられる。
　シンガポールの祝日は年間 11 日で日本の 15 日と比
べて少ない。都市国家ゆえ国内旅行はないに等しいの
で、週末を含め 3連休ともなれば、「パスポートを持っ
てお出かけ」が一般的だ。3
連休では近隣諸国への旅行が
人気で、なかでもタイ、マレー
シア、インドネシアなどへの
フライト確保はなかなか容易
ではない。
　格安航空会社間の価格競争
も激しい。各社ホームページではバンコク行きフライ
ト（片道料金、燃料費、空港税を除く）が 100 シンガポー
ルドル（約 6,500 円）、クアラルンプール行きフライ
ト（同）が 19 シンガポールドル（約 1,250 円）など
低価格を売りにした宣伝が目立つ。
　海外旅行が気軽になっているのには、格安航空利用

の浸透、好景気や為替相場の上昇といった理由が考え
られる。空港の運営・管理を行うシンガポール空港グ
ループ（CAG）によると、シンガポール・チャンギ
空港の 2010 年の年間旅客の 2割を格安航空会社の利
用客が占めるほどになった。
　格安航空会社の一つタイガー・エアウェイズでは 6
月の搭乗率が 86％にも上った。11 年 3 月期の連結決
算では、売上高 28％、純利益 41.5％、旅客数 22.5％と、

それぞれ前年通期を上回り、
業績は好調だ。
　このような格安航空業界
の成長を受けてシンガポー
ル航空は、タイガー・エア
ウェイズに続いて 2社目と
なる中長距離線の格安航空

会社を設立、1年以内に運航開始を目指すと発表した。
　旅行者にとっては朗報だ。選択肢が増える上に、格
安航空での座席確保が多少は改善されるかもしれない。
とはいえ、格安航空会社にとっては顧客争奪戦がます
ます激しくなるだろう。

（西角　良子／シンガポール事務所）

シンガポール Singapore

3連休はパスポートを持ってお出かけ

物価データ 　2011年6月29日　調査日の現地通貨レート：1シンガポールドル（Sドル）＝65.43円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
シンガポールドル 円換算

主食（コメ） 2.5kg 20 1,309 米国産コシヒカリ スーパー「コールド・ストレージ」グレート・ワールド・シティ内
卵 1パック（10個） 2.6 170 セン・チューン社（シンガポール産） 同上
牛肉 100g 4.39 287 Tボーンステーキ（オーストラリア産） 同上
しょうゆ 1リットル 6 393 『キッコーマン特選』 同上
ハンバーガー 1個 4.6 301 『ビッグマック』 マクドナルド　
ミネラルウオーター 1.5リットル 1.5 98 『アイス・マウンテン』 スーパー「コールド・ストレージ」グレート・ワールド・シティ内
ビール 323ミリリットル 2.68 175 『タイガー』 同上
トイレットペーパー 10個 6.5 425 『クリネックス』ウルトラ・ソフト・レギュラー 同上
ジーンズ メンズ 149 9,749 『リーバイス』ストレートジーンズ 「リーバイス」オーチャード・ロード路面店
電気料金 200kWh 54.74 3,581 家庭用、低電圧 電力会社「シンガポール・パワー」
ガソリン レギュラー1リットル 1.94 127 GST込み シェル

タクシー 昼間5km 4.88 319 初乗り（1km）2.80Sドル。
以降385mごとに0.20Sドル タクシー会社「コンフォート」

携帯電話
基本料金／月 56 3,664 「アイフレックス・バリュー」iPhone契約、

月間200分までの無料通話付き
携帯電話会社「シングテル」

通話料金／分 0.16 11 1分当たりの通話料は200分を超過し
た場合加算。GST込み

アパート賃貸料 家具付1カ月
（123.13～147.13㎡）

5,000
～6,500

327,135
～425,276

外国人用コンドミニアム「アスペン・ハイツ」
（リバーバレー地区、2～3ベッドルーム）

「レンタル・シンガポール・プロパティー」
ウェブサイト

自動車（新車） 1台 97988 6,411,061 『トヨタ　カローラ　アルティス』（1600CC/
AT）車両購入権証書（COE）、道路税込み 代理店「ボルネオ・モーターズ」

映画鑑賞 ロードショー1本 8 523 『Transformers』 「ザ・キャセイ」
ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 300 19,628 週末18ホール タナメラ・カントリークラブ

ベビーシッター 1時間 12 785 最低4時間 ベビーシッター派遣会社
「エーチーム・アマス・クリーナーズ」

格安航空会社専用のバジェットターミナル内
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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

一軒家のおしゃれなカフェ

　筆者は昔からカフェが好きで、青山や銀座のしゃれ
たカフェによく通った。
　赴任前は、バンコクにはそんなカフェで過ごすこと
はできまいと諦めていたのだが、着任してみると、お
しゃれなカフェをあちこちに発見、感動した。特にバ
ンコク中心街、高架鉄道（BTS）沿線近くに多い。料
金はコーヒーが 100 バーツ（約 270 円）前後と、タイ
資本ファストフード店の 50 バーツ（約 140 円）に比
べ割高だ。
　オフィス街近くのカフェは、平日はオフィスワー
カー、休日は若者や家族連れなどでにぎわう。多くは
タイ人である。無線 LANを利用できる店も多く、若
者がノートパソコンを持ち込んでインターネットを楽
しんだり、グループで勉強している様子も見かける。
　筆者のお気に入りは、日本人が多く住むスクンビッ
ト地区にある、タイ人オーナーのこじんまりした一軒
家のカフェだ。年中無休で朝 8時から夜 8時まで営業。
駐在員夫人方のほか、タイ人の家族連れも多く訪れる。
　お薦めは、ストロベリーワッフル（180 バーツ、約

470 円）、パスタセット（パスタ、サラダ、ミニデザー
ト、200 バーツ、約 530 円）。味はなかなかのものだ。
タイのデザートは甘いイメージがあったが、いろいろ
な店を回っていると意外に甘さを抑えたものも多い。
　同店は最近 2店舗目をバンコクの高級住宅地に出店
した。アラビカ種豆を使用したストレートコーヒーを
扱うなど、本物志向で勝負し人気を集めている。

（橋本　逸人／バンコク事務所）

バンコク Bangkok

バンコク・カフェ事情

物価データ 　2011年7月25日　調査日の現地通貨レート：1バーツ（B）＝2.63円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
バーツ 円換算

主食（ジャスミン米） 1kg 40 105 ハイパーマーケット「ビックC」ラチャダムリ店

卵 1パック（4個） 31 81 『CP』 スーパー「マックスバリュー」
タンジャイエラワン店

牛肉 100g 200 525 もも肉 ハイパーマーケット「ビックC」ラチャダムリ店

しょうゆ 1リットル 195 512 『キッコーマン』 同上

ハンバーガー 1個 78 205 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1.5リットル 12 32 『シンハードリンキングウォーター』 ハイパーマーケット「ビックC」ラチャダムリ店

ビール 350ミリリットル 31 81 『シンハービール』 同上

トイレットペーパー 24個 155 407 『スコット』 同上

ジーンズ メンズ 890 2,336 『MCジーンズ』 同上

電気料金 200kWh 597 1,566 基本料金B40.9+1kWh当たりB2.78 首都電力公団

ガソリン レギュラー1リットル 38 100 ULG 91R エネルギー省

タクシー 昼間5km 　65 158 初乗り（2km）B35
以降200mごとにB2 メータータクシー

携帯電話
基本料金／月 1,000 2,625

法人パッケージプラン 携帯電話会社AIS
通話料金／分 2 4

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：102㎡） 60,000 157,500 外国人用（スクンビット地区、サービス

アパートメント、メードサービス付） 石川商事ウェブサイト

自動車（新車） 1台 1,224,000 3,213,000 『カムリ』 トヨタ

映画鑑賞 ロードショー1本 170 446 『ハリーポッター』 「サイアムパラゴン」

ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 2,400 6,300 週末料金 プレジデントカントリークラブ

ベビーシッター 1時間 200 525 4時間までの場合 キッズホームウェブサイト

ストロベリーワッフル


