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ニューデリー ダッカ

南アジア編

★

■バングラデシュの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　747ドル（2010年）〔出所 バングラデシュ中央銀行〕

＊人口
　1億5,260万人（2011年）〔出所 バングラデシュ統計局〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
　10.76%（2011年6月～12年5月）〔出所 バングラデシュ中央銀行〕

＊�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）

　475ドル（2011年）
　〔出所 ジェトロ日系企業調査〕

■インドの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　 1,389ドル（2011年）〔出所 IMF〕

＊人口
　12億1,019万人（2011年）〔出所 センサス〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
　8.33%（2011年）〔出所 インド政府〕

＊�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）

　30,757ルピー（2012年6月）
　〔出所 インド日本商工会第6回賃金実態調査〕

フィットネスジムが急増中のデリー。ダッカではカップルが手をつないでデート。
インド、バングラデシュの若者たちは今――。

New Delhi 

高級ショッピングモール「DLFプロムナード」

Dhaka

ダッカ・インターナショナル・トレードフェア会場
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　インドでは男も女もふくよかな体形が良しとされて
きた。しかし今日、流行をけん引するボリウッド映画
に登場する俳優の肉体はアスリート並みに鍛え上げら
れ、女優はスーパーモデル並みにシェイプアップされ
ている。ボリウッドスターに憧れる若者は、少しでも
自分の見栄えを良くしようとフィットネスジムでのト
レーニングに余念がない。
　現在、ジムが増えつつある。地場最大手の「タルワー
カー・ジム」や、外資系（米）の「ゴールド・ジム」
などが都市部を中心に積極的に店舗展開しており、最
近ではスポーツ用品ブランド「リーボック」がジム経
営に本格参入したところだ。
　デリーでのジムの年会費は、地場系 1～ 2万ルピー
（1万 4,000 ～ 2 万 8,000 円）、外資系 2～ 3万ルピー（2
万 8,000 ～ 4 万 2,000 円）程度。パーソナルレッスン
も 1 時間 2,000 ～ 3,000 ルピー（2,800 ～ 4,200 円）程
度で受けられる。
　ジム利用者の増加に伴い、健康食品やサプリメン
ト（補助食品）の種類も充実してきている。プロテ

インは 1 キ ロ
で1,000～ 3,000
ル ピ ー（1,400
～ 4,200 円 ）、
各種ビタミン剤
は数百ルピー程
度の手頃な価格
で購入できる。インド古来の健康法「アーユルヴェー
ダ」に根差した天然サプリメントも根強い人気だ。
　これまで男性中心のイメージが強かったジムだが、
最近は各社とも女性会員獲得に向けて、エアロビクス
やヨガなどのスタジオレッスンを充実させるなど、さ
わやかなイメージを打ち出している。都市部のビジネ
スパーソンの間では、仕事帰りにジムでひと汗流すの
がちょっとしたステータスの証しになってきているよ
うだ。
　気温 40 度を超すデリーの真夏日には、空調の効い
たジムでひと汗流すのも悪くない。

（川野　智成／ジェトロ　ニューデリー事務所）

ニューデリー New Delhi

仕事帰りにジムでひと汗

物価データ 　2012年6月19日　調査日の現地通貨レート：1ルピー＝1.41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（小麦粉） 1kg 32 45 北インドの主食「ロティ」用 スーパー「ル・マルシェ」
卵 1パック（6個） 50 71 赤玉 同上
牛肉 100g − − 宗教上の理由で入手不可 同上
しょうゆ 1ℓ 325 458 『キッコーマン』 スーパー「ネイチャーズ・バスケット」
ハンバーガー 1個 85 120 『チキン・マハラジャ・マック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 1ℓ 20 28 『キンレー』 スーパー「ル・マルシェ」
ビール 350mℓ 60 85 『キングフィッシャー』 同上
トイレットペーパー 6個 250 353 同上
ジーンズ メンズ 800 1,128 サロジニマーケット（地元服飾品市場）
電気料金 200kWh 3,000 4,230 一般家庭用 デリー電力公社
ガソリン レギュラー1ℓ 70 99 インディアンオイル
タクシー 昼間5km 72 102 エアコン付き デリー市交通警察

携帯電話
基本料金／月 275 388 サービス税10.3％込み

通信事業者「エアテル」
通話料金／分 0.6 1 サービス税10.3％込み

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：40㎡） 90,000 126,900 外国人向け

自動車（新車） 1台 500,000 705,000 『スイフト』 マルチスズキ

映画鑑賞 ロードショー1本 250 353 映画名『MIB3』 映画館「PVRシネマズ」
ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 2,000 2,820 ノンメンバー　週末 デリーゴルフクラブ
ベビーシッター 1カ月 5,000 7,050 フルタイム

空調が効いたジムのマシンエリア
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　エントランスにはソニーの 40 インチの 3Dテレビ、
モーベンピックのアイスクリーム屋、ポンズの化粧品
ブース、地下にはゴールド・ジム、屋上
にはフードコートやシネマコンプレック
スが並ぶ巨大な空間。地上 19 階建ての
敷地に 2,300 もの店舗が軒を連ね、1 日
5 万人もの人々が訪れる。ここはダッカ
中心部に位置する、南アジア最大規模の
ショッピングモール「ボシュンドラシ
ティー」だ。
　安価な労働供給国としてだけではな
く、人口 1 億 6,000 万人の「大消費地」
としてのバングラデシュを象徴するよう
な場所。そう思いがちだが、実はこのボ
シュンドラシティーができたのは 2004
年。外国企業がバングラデシュの旺盛な
内需に目を付け始めたのはごく最近のこと。地場企業
は内需の可能性に早くから着目していたということだ。
　戒律の厳しいイスラム教徒が大半を占めるバングラ

デシュでも、カップルが手をつないでデートをする光
景は日常化している。男女ともに大学進学者が増加し、
出会いの場が増えたことが影響しているようだ。ここ
ボシュンドラシティーはカップルにとって格好のデー

トスポットになっている。ウインドー
ショッピングや映画、ランチを楽しむ
カップルの姿は日本と変わらない。若者
たちはここに集まり、iPad やスマート
フォンのような最先端のアイテムを手に
会話を楽しむ。「まったく最近の若い者
は……」。その光景を見て年配の人々は
口をそろえる。
　日本でも戦後の発展過程で何度同じ言
葉がくり返されたことだろう。しかし、
その若者たちが今後社会の潮流を形成し、
国を支えていく。ここはこの国の現状で
あり将来の姿を映す鏡かもしれない。
　「バングラデシュを貧困国として見る

のはもうやめにしましょう」。ボシュンドラシティー
に来れば、誰もがそう感じるに違いない。

（安藤　裕二／ジェトロ　ダッカ事務所）

ダッカ Dhaka

SCが格好のデートスポット

物価データ 　2012年6月20日　調査日の現地通貨レート：1タカ＝1.03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（米） 1kg 56 58 スーパー「アゴラ」（グルシャン店）
卵 1パック（12個） 135 139 シーピー・エッグ 同上
牛肉 100g 450 464 同上
しょうゆ 1ℓ 450 464 『キッコーマン』 同上
ハンバーガー 1個 360 371 『ダブルデラックスチーズバーガー』 エー・アンド・ダブリュー
ミネラルウオーター 1.5ℓ 25 26 『マム』　※『エビアン』は282タカ スーパー「アゴラ」（グルシャン店）

ビール 350mℓ 850 876 『ハイネケン』　※税込み パンパシフィック・ショナルガオンホテル
※アルコール販売許可を持つ場所は極めて限定

トイレットペーパー 1個 14 14 スーパー「アゴラ」（グルシャン店）
ジーンズ メンズ 1000 1,030 中級品 衣料品店「アルティザン」

電気料金 200kWh 734 756 0～100kWh=3.05タカ/kWh、101～
400kWh=4.29タカ/kWh。別途VAT5% ダッカ電力供給公社

ガソリン レギュラー1ℓ 89 92 法定価格

タクシー 昼間5km 400～500 412～515 交渉制のため料金は目安（メーター使用
と規則はあるものの実際は利用されず） ナバナ・タクシー

携帯電話
基本料金／月 − − ただし加入料（SIM料金）499タカ 通信事業者「グラミンフォン」
通話料金／分 1.2 1

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：170～300㎡）

50,000～
300,000

51,500～
309,000

外国人用。市内中心部（グルシャン、ボナニ、バリ
ダラ地域）。別途サービスチャージが必要 市内不動産会社

自動車（新車） 1台 3,100,000 3,193,000 『アバンザ』(1,500cc) トヨタ代理店「ナバナ」
映画鑑賞 ロードショー1本 250 258 『SUPER 8』（休日15時以降の料金） ボシュンドラシティー・スターシネマコンプレックス
ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 2,620 2,699 別途キャディー200タカ、ボールボーイ120タカ クルミトラ・ゴルフクラブ
ベビーシッター 1カ月 6,850 7,056 フルタイム、日本人駐在員家庭（家政婦を兼ねる）

世界の暮らしが見える

物価ウオッチング
南アジア編

ボシュンドラシティー
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