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上海では自家用車保有が急増中。それに伴いナンバープレート登録料が最高値を更新中。
開発が進む武漢に初のデパ地下が出現。日本食や洋食の総菜が並ぶ。

沿海、内陸 2都市のコントラストに中国の今が見える。

■�上海市の基礎経済指標
＊1人当たりGDP 注

　1万2,784ドル（2011年）
　〔出所　2011年上海市統計公報〕
＊人口
　2,348万人（2011年）
　〔出所　同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　5.2％（2011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）

　1,377米ドル（2012年）
　〔�出所　上海クイックマイツ�
「給与調査（上海総合版）」〕

■��湖北省武漢市の基礎経済指標
＊1人当たりGDP注
　1万707ドル（2011年）
　〔出所　湖北省統計局　統計公報〕
＊人口
　1,002万人（2011年）
　〔出所　同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　5.2％（2011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）

　870米ドル（2012年）
　〔出所　�在アジア・オセアニア日系企業�

活動実態調査〕
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　上海市の自家用車の保有台数が年々増加し、交通渋
滞や住宅地での駐車場不足が顕在化してきた。同市は
保有台数を制限するため、2002 年から自動車購入の
際のナンバープレート
取得に競売方式を採用。
発行されたナンバープ
レートは毎月 1 回、入
札に付される。競売価
格は、今年に入っても
5 カ月連続で上昇。5
月の自家用車向けナン
バープレートの最低落
札価格は 6 万 4,000 元

（約 80 万円）と、過去
最高となった。この価
格は、なんと中国メーカー奇瑞汽車の小型車「QQ」
の価格に相当する。10 年前の 4 倍に高騰している。
　一方で、中央政府の政策により、12 年 3 月 20 日か
らガソリン価格が値上げされた。乗用車に最も使われ

ている 93 号ガソリン（レギュラーガソリン相当）が、
市内では 1 リットル当たり 0.48 元（約 6 円）引き上
げられ、8.27 元（約 105 円）で販売されている。
　値上げは今年 2 度目だ。ガソリン・軽油価格は中国
では過去最高を記録。値上げ幅も 09 年 6 月 30 日以来、

最大となった。通勤で
毎日 60 キロ運転する
A さんは、この影響
で 1 カ月の支出が 75
元（約 975 円）増える
と試算。車を運転する
頻度を減らそうと考え
始めている。
　ナンバープレート登
録料とガソリン代の高
騰は、政府の思惑通り、
自動車を購入しようと

する人にとっては大きな歯止めとなっている。「そろ
そろ車を…」と購入を楽しみにしていた市民にとって
は、これらの“付帯費用”が重い。

（余　慧玲／ジェトロ上海事務所）

上海 Shanghai

車価格並みのナンバープレート登録料

物価データ 　2012年5月16日　調査日の現地通貨レート：1元＝12.72円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（コメ） 1kg 4.2 53 東北大米（中国産） スーパー「世紀聯華」（盧湾店）
卵 1パック（12個） 20 254 有機卵 同上
牛肉 100g 7 89 サーロイン 同上
しょうゆ 1ℓ 15.8 201 『六月鮮』 同上
ハンバーガー 1個 16.5 210 『ビッグマック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 1.5ℓ 3 38 『農夫山泉』 スーパー「世紀聯華」（盧湾店）
ビール 350mℓ 2.7 34 『三得利（サントリー）』 同上
トイレットペーパー 10個 20.9 266 『潔雲』 同上
ジーンズ メンズ 249 3,167 SLIM FIT JEANS ユニクロ
電気料金 200kWh 123.4 1,570 0.617元／kWh（1kV未満） 上海市電力局
ガソリン レギュラー1ℓ 8.27 105 93号 上海発展改革委員会
タクシー 昼間5km 18.8 239 3kmまで14元、以降1kmごとに2.4元 タクシー会社「上海大衆」

携帯電話
基本料金／月 50 636 市内無料通話500分込み

中国移動通信集団上海有限公司
通話料金／分 0.1 1 超過分

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：116㎡） 7,000 89,040 外国人用、2LDK 『虹橋公寓』（上海市長寧区）

自動車（新車） 1台 156,800 1,994,496 『ゴルフ』（2011版）1.6ℓ豪華型、
5シート、ダブルクラッチ（DSG） 一汽大衆社

映画鑑賞 ロードショー1本 100 1,272 『アベンジャーズ』 上海影城
ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 1,000 12,720 週末料金（平日は750～850元） 上海市内
ベビーシッター 1時間 18 229 3年間育児経験あり　 ベビーシッター派遣会社「上海帮安家政」

値上げ前夜のガソリンスタンド



2012年8月号 39

　ショーケースに並べられたローストビーフ、ハン
バーグ、スパゲティ……。日本のデパ地下のようだ。
どれもおいしそうで、一瞬、幸せな気持ちになる。が、

「要
ヨ モ ス

麼斯（何にするの）?」との武漢弁の声に、われに
返る。私の隣には 1 枚 7 元（約 90 円）のハンバーグ
を「パンに挟むとおいしい」という店頭広告を見て 5
個購入する女性。「夕食は本当にパンなのか？」とい
ぶかりつつ、武漢の家庭の夕食風景を想像した。「武
漢国際広場」地下 1 階のデリカテッセンは今日も盛況
だ。
　武漢国際広場は第 2 期工事を終え、2011 年 9 月に
オープン。屋内のショッピングモールには、カルティ
エ、エルメス、バーバリー、グッチなどの高級ブラン
ドだけでなく、ユニクロ、無印良品など日本でなじみ
のブランドも店を構える。
　その地下にできたスーパー「武商量販超級生活館」
に陳列された商品は半数が輸入品だ。武漢市内の他の
スーパーとは商品構成、レイアウトが素人目にも違う。
武漢生活 3 年目で、待望のデパ地下（デリカテッセン）

が出現。100％満足というわけにはいかないが、コロッ
ケ、エビフライ、すし、金時豆など日本食総菜が並ぶ
コーナーが私のお気に入りだ。
　最近、その脇の洋食コーナーにフォアグラ一切れ
58 元（約 750 円）、ローストビーフ、スペイン風タコ
料理（共に 200 グラム 30 元＝約 390 円）が並んでい
ることに気付いた。鶏の丸焼き（小）13.8 元（約 180 円）
と比べると驚くほど高い。同店の担当者によれば、本
格的な洋食総菜コーナーは、武漢ではここだけだ。若
い夫婦の食の変化が、親の世代にも影響を与えている
のだという。
　武漢の食卓にも、ついにフォアグラか――。テーブ
ルの上を想像してみると、フォアグラの隣に激辛に味
付けされた武漢名物「鴨脖（鴨の首）」が“仲良く”
並んでいる絵が浮かんだ。

（太田原　柳熙／ジェトロ武漢事務所）

武漢 Wuhan

脖とフォアグラ

物価データ 　2012年4月18日　調査日の現地通貨レート：1RMB＝12.90円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（コメ） 1kg 5.99 77 『金龍魚』（中国産） スーパー「武商量販超級生活館」（武漢国際広場店）
卵 1パック（15個） 17.5 226 地鶏卵 同上
牛肉 100g 7.36 95 ブロック 同上
しょうゆ 500mℓ 7.9 102 『李錦記』薄口 同上
ハンバーガー 1個 15.5 200 『ビッグマック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 1.5ℓ 2.8 36 『農夫山泉』 スーパー「武商量販超級生活館」（武漢国際広場店）
ビール 330mℓ 2.8 36 『哈爾濱』 同上
トイレットペーパー 10個 28.9 373 『心相印』3層 同上
ジーンズ メンズ 299 3,857 クラシックジーンズC ユニクロ（武漢国際広場店）
電気料金 200kWh 114.6 1,478 0.573元/kWh 武漢市物価局
ガソリン レギュラー1ℓ 7.95 103 93号 中国石化（二七路ガソリンスタンド）
タクシー 昼間5km 10.8 139 3㎞まで8元、以降1㎞ごとに1.4元 タクシー会社「武漢大通汽車出租有限公司」

携帯電話
基本料金／月 88 1,135 「全球通（GSM）88セットプランネット版」

市内無料通話450分込み 中国移動通信集団湖北省有限公司
武漢分公司

通話料金／分 0.19 2 超過分（市内）

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：122.71㎡） 8,000 103,200 外国人用（別途管理費、インターネット

接続料1000元） 『新世界漚豪邸』（漢口）

自動車（新車） 1台 139,800 1,803,420 『シビック』1.8ℓ AT
（その他税金諸費用20,076元） 武漢ホンダ特約販売店

映画鑑賞 ロードショー1本 40 516 『バトルシップ』 武商摩爾国際電影城（武漢国際広場）
ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 1240 15,996 非会員、休日価格 東方ゴルフ郷村クラブ（漢陽）

ベビーシッター 1時間 13.36 172 週6日間出勤、午後の4時間で1200元/月。
年会費1000元。外国語対応不可 武漢市洪山区創新家政服務部

世界の暮らしが見える

物価ウオッチング
中国編

日本食総菜コーナー

　脖（1本6元程度）
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