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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

ハノイ街中

アミール・チムール通り

マカティ市
内のショッ

ピングセン
ター .

中心から
の風景

リサール公園

モナス（国家独立記念塔）

ワヤン（人形
を用いた影

絵芝居）

東南アジア編
ハノイ　ジャカルタ　マニラ

Manila

ハノイのウエディング産業、ジャカルタで渋滞回避にはバイクタクシー、マニラへの英語留学。
急速に経済成長を遂げるアジア３カ国の日常を切り取る！

■ジャカルタの基礎経済指標
＊ 1人当たりGDP
3,543ドル（2011年）
〔出所 インドネシア中央統計局〕
＊ 人口
2億3764万人（2010年）
〔出所 インドネシア中央統計局〕
＊ 消費者物価（CPI）上昇率
4.32％（2012年11月）
〔出所 インドネシア中央統計局〕
＊ 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）
580ドル程度
〔出所  2011年度在アジア・オセアニア

日系企業活動実態調査〕

■マニラの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　2,223ドル（2011年）
　〔出所 IMF（予測値）〕
＊人口
　9,580万人（2011年初）
　〔出所 国家統計局（推計値）〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　4.8％（2011年）
　〔出所 国家統計局〕
＊ 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）
610ドル程度
〔出所  2011年度在アジア・オセアニア

日系企業活動実態調査〕

■  ハノイの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　1,374ドル（2011年）
　〔出所 IMF〕
＊人口
　8,784万人（2011年）
　〔出所 ベトナム統計総局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　6.8％（2012年09月）
　〔出所 ベトナム統計総局〕
＊ 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）
460ドル程度
〔出所  2011年度在アジア･オセアニア

日系企業活動実態調査〕

Ha Noi

Jakarta
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　大劇場、ホアンキエム湖、タイ湖といえばハノイの
代表的な観光スポット。ところが近年、観光以外でも
注目を集める。結婚写真の撮影スポットとしてだ。ベ
トナムでは結婚式の前に結婚写真を撮影することがは
やっている。男性はタキシード、女性はウエディング
ドレスやベトナムの伝統的な民族衣装「アオザイ」を
着て、写真やビデオを撮影する。街中には結婚写真屋
があちこちにあり、店頭にはきれいな結婚写真やウエ
ディングドレスを飾っている。それぞれが顧客獲得に
はさまざまな工夫をこらす。
　ベトナムでは人口の 6割が 35 歳以下（平均年齢は
30 歳）と若い世代が非常に多い。ハノイなど都市部
での結婚適齢期は男性が 28 ～ 30 歳、女性は 24 ～ 26
歳といわれ、今まさに結婚ブームだ。経済成長による
生活水準の向上もあり、ブライダル関係にかける費用
は年々膨らんでいるようだ。
　結婚写真の撮影は 1日がかり。朝の 7時に衣装合わ
せや化粧を始め、9時ごろ撮影開始。3～ 4 カ所場所
を変えて撮影する。例えば、人気撮影スポットの一つ、

ホアンキエム湖周辺で
は、平日、休日を問わ
ず、常時 10 数組のカッ
プルが撮影を行ってい
る。観光客がいてもお
構いなしだ。撮影業者
側も本格的で、カメラ
マン、カメラマン補助、スタイリスト、アシスタント、
なかには演出家らしい人まで同行していることもある。
撮影する写真の数は約 300 枚、この中から気に入った
ものをピックアップし、それに店側がデザインを施し
てアルバムに仕上げる。さらに特別な 1枚は額縁サイ
ズに引き伸ばして両親に贈るのが一般的だという。価
格は衣装のレンタル、化粧、撮影、アルバム製作費
全て含めて 800 万～ 1,500 万ドン（400 ～ 750 米ドル）。
ベトナム人の平均月収注を考えれば決して安くはない
が、人生の節目である結婚にかける熱意が費用の心配
など吹き飛ばしてしまう。日本の質の高いサービスが
活躍できる余地があるかもしれない。
（古賀　健司 、 ズォン・ヒエン／ジェトロ　ハノイ事務所）

ハノイ Ha Noi 

観光スポットに新たな名物

物価データ 　2012年11月1日　調査日の現地通貨レート：1ドン＝0.0039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 13,000 51 市内個人商店

卵 1パック（10個） 31,000 121 フィヴィマート（リータイトー店）

牛肉 100g 29,000 113 同上

しょうゆ 1ℓ 138,200 539 『キッコーマン特選』 同上

ハンバーガー 1個 25,000 98 『ロッテリアバーガー』 ロッテリア

ミネラルウオーター 1.5ℓ 8,800 34 『ラヴィ』 フィヴィマート（リータイトー店）

ビール 350ml 9,500 37 『ハノイビール』 同上

トイレットペーパー 6個 48,200 188 『サラサ』（2枚重27,5メトル） フィヴィマート（リータイトー店）

ジーンズ メンズ 250,000 975 ベトナム製 市内量販店

電気料金 200kWh 368,600 1,438 1,843ドン/kWh 17/2012/TT-BCT 商工省通達

ガソリン レギュラー1ℓ 23,650 92 A92ガソリン ガソリンスタンド「ペトロリメックス」

タクシー 昼間5km 76,400 298 14,000ドン（初乗り1Km）、
15,600ドン（1Km毎）、7人乗り タクシーグループ

携帯電話
基本料金／月 50,000 195 ヴィッテル間の場合：790ドン 

0時から6時まで：50％割引 通信事業者「ヴィッテル」
通話料金／分 890 3

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：80-120㎡）

1,500-
3,000

121,350-
242,700 外国人用 ベトナムハウジング

自動車（新車） 1台 727,000,000 2,835,300 『Innova G』（7人乗り）、税込 トヨタベトナム

映画鑑賞 ロードショー1本 90,000 351 『007 スカイフォール』 シネコン「メガスター」（ビンコムタワー内）

ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 140（※） 11,326 休日、メンバーゲスト料金 キングスランドゴルフリゾート

ベビーシッター 1カ月 3,500,000 13,650 週3日、1日4時間、英語対応可能な場
合。メードを兼ねる。 「メード イン ベトナム」

結婚写真撮影風景（数組が撮影順番待ち）

注 ： 310 万ドン（155米ドル）。（出所：ベトナム統計総局）
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　ジャカルタの渋滞は日々深刻化するばかりだ。好調
な経済成長にもかかわらず、道路インフラの整備が進
んでいないためだ。その結果、首都圏での自動車の
平均走行速度は時速 7キロ程度といわれている。2014
年中には、増え続ける二輪車・四輪車の道路専有面積が
道路総面積を超える現象「グリッド・
ロック」に陥るとの試算もある。短期
間での改善は期待できそうにない。
　ここで、庶民が渋滞回避のために
利用するのがバイクタクシー「オ
ジェック」だ。街中の至る所に乗り
場があり、ドライバーが客を呼び込
む。車の間をスイスイとすり抜けながら進む機動力が
あるので、自動車よりも圧倒的な時間短縮となる。近
距離でも利用できる上、運賃も 5,000 ルピア（約 40 円）
スタートと料金の面でも利便性は高い。公共交通機関
が整っていない当地では中間所得層以上でも愛用者が
多い。ビジネス街ではキャリアウーマンも利用する。
　一方で、料金交渉が必要であったり、運転手の身元

がはっきりしないなど安全性に不安もある。そこへ登
場したのがオジェック会社「ゴージェック（Go-Jek）」
だ。11 年 2 月に開業、コールセンターへ電話をすれ
ばオジェックが手配できる。同社はジャカルタ周辺に
150 の拠点と 450 人の登録運転手を抱える。運転手は、
携帯電話・SMS注で注文を受け現場に駆けつける。登
録運転手になるためには経験年数などの条件を満たす

必要がある。料金は事前にウェブサ
イトで確認できる。このような安心・
透明性が人気を呼ぶ。例えば、ジェ
トロ事務所から日本大使館までの約
6 キロの区間。「ゴージェック」利
用で 2万 5,000 ルピア、タクシーで、
2万 4,000 ルピア（初乗り：6,000 ル

ピア、プラス 3,000 ルピア／キロ）と価格はほとんど
変わらない。ジャムカレット（ゴムのように伸びてし
まう時間）で動くと言われてきたインドネシアの人々
でさえ、この渋滞には我慢も限界でオジェク人気につ
ながったのかもしれない。

（藤江　秀樹／ジェトロ　ジャカルタ事務所）

ジャカルタ Jakarta

渋滞回避の味方：バイクタクシー「オジェック」

物価データ 　2012年11月6日　調査日の現地通貨レート：1ルピア＝0.01円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
ルピア 円換算

主食（コメ） 5kg 79,500 795 セトラ・ラモス グランドラッキー・スーパーマーケット
卵 1パック（10個） 14,740 147 カルフール
牛肉 100g 10,250 103 グランドラッキー・スーパーマーケット
しょうゆ 1ℓ 59,900 599 『キッコーマン』 同上
ハンバーガー 1個 25,000 250 『ビッグマック』 マクドナルド（スナヤン・トレード・センター）
ミネラルウオーター 1．5ℓ 3,310 33 『アクア』 カルフール
ビール 330ml 12,900 129 『ビンタン』 グランドラッキー・スーパーマーケット
トイレットペーパー 4個 19,900 199 『ナイス』 同上
ジーンズ メンズ 389,500 3,895 『リー・クーパー』

電気料金 200kWh 159,000 1,590 電力：2,200VA、795ルピア/kWh、
家庭用料金 国営電力公社PLN

ガソリン レギュラー1ℓ 4,500 45 国営プルタミナ給油所（ジャカルタ市内）

タクシー 昼間5km 21,000 210 初期料金：6,000
走行料金：3,000ルピア/km ブルーバードタクシー（ジャカルタ市内）

携帯電話

基本料金／月 80,000 800 VAT10%除く

テレコムセル
通話料金／分 650～750 6.5～7.5

テレコムセル間の通話は20秒216ル
ピア、別のオペレーターへの通話は20
秒250ルピア。VAT10％除く

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：173㎡） 26,001,000 260,010 外国人用、3LDK スディルマン・マンション（ジャカルタ市内）

自動車（新車） 1台 169,400,000 1,694,000 『アバンザ』1.5Gタイプ、MT車、ガソリン トヨタ正規ディーラー
映画鑑賞 ロードショー1本 50,000 500 『007/スカイフォール』、週末の料金 プラザ・スナヤン（ジャカルタ市内）
ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 1,431,000 14,310 土曜日の料金 ダマイ・インダ・ゴルフ（ジャカルタ市内）
ベビーシッター 1カ月 1,900,000 19,000 経験あるベビーシッターの料金 ジャカルタ市内

街中の「オジェック」乗り場

注 ： ショート・メール・サービス。
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　フィリピンが英語学習地として注目されている。英
語が公用語で、現地主要紙、政府発表なども英語で読
める。書店に並ぶ書籍の 9割は英書。米国映画も字幕
なしで上映される。国民が貧富の差に関係なく英語を
流ちょうに話す姿に驚かされる。発音も奇麗で聞き取
りやすい。フィリピンはまぎれもない「英語国」なのだ。
　フィリピンの英語学校の特徴はマンツーマン主体の
授業スタイルにある。グループレッスン主体の米国な
どへの語学留学と比較すると会話量は比較にならない。
一例として、マカティ市内中心部サルセド地区にある
「エッセンス・ランゲージ・センター」を見よう。まず、
目的別にさまざまなコースが用意され、レッスン時間
はリクエストに応じてアレンジできる。標準的なビ
ジネス英語コースの料金は、毎日（月～金曜）1時間
30 分のマンツーマンレッスンで、月額 1万 2,000 ペソ
（約 2万 2,800 円）と格安。また、同校では、2人部屋
の部屋が月額 2万 5,000 ペソ程度から紹介可能といい、
食費、交際費を除けば、月額 1,000 ドル程度でフィリ
ピンの中心商業地区で英語留学できる計算だ。

　現在、韓国ではフィリピンが留学先の一般的な選択
肢となっている。安価で質の高い英語が学べるという
のが人気の理由。一方、日本では主に治安面を懸念し
てか、留学先としては一般的に考えられていなかった。
だが近年、受講料も格安なためか、日本国内でスカイ
プを利用してフィリピン人講師の英語レッスンを提供
する英会話スクールが評判を呼んだ。しかし語学を習
得するには、日常生活でその言語を使わざるを得ない
環境に身を置く形がベターだろう。治安面については、
十分注意していれば快適・安全に生活を送ることがで
きるという「適確な情報」が日本で浸透しはじめたか
らなのか、日本人留学生の数は増加傾向にあるようだ。

（鎌田　桂輔／ジェトロ　マニラ事務所）

マニラ Manila

英語留学の穴場

物価データ 　2012年10月31日　調査日の現地通貨レート：1ペソ＝1.9294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 47 91 『Mrs. Lam, Special Over milled rice』 スーパー「ランドマーク」（マカティ市内）

卵 1パック（12個） 61.5 119 『Farm Fresh Eggs』 同上

牛肉 100g 44.5 86 ステーキ用サーロイン 同上

しょうゆ 1ℓ 164.3 317 『キッコーマン』 同上

ハンバーガー 1個 105 203 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1ℓ 18.8 36 『Magnolia Pure Water』 ランドマーク

ビール 350ml 31 60 『サンミゲル・ペールピルセン』 同上

トイレットペーパー 1個 13 25 同上

ジーンズ メンズ 1,662 3,207 中級ブランド3社の平均 同上

電気料金 200kWh 2,178 4,202 マニラ電力

ガソリン レギュラー1ℓ 53.5 103 ガソリンスタンド「ペトロン」（マニラ首都圏）

タクシー 昼間5km 85 164 合図しての停車料30ペソ、250mごと
に2.5ペソ マニラ首都圏

携帯電話
基本料金／月 1,799 3,471 「グローブテレコム」加入者間の通話

の場合、210分の通話料を含む 携帯電話会社「グローブテレコム」
通話料金／分 6.5 13

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：200㎡） 70,000 135,058 外国人用（コンドミニアム、2ベッドルーム） レガスピ地区（マカティ市内中心部）

自動車（新車） 1台 869,079 1,676,801 『カローラ・アルティス』 トヨタ販売店（マカティ市内）

映画鑑賞 ロードショー1本 200 386 『007 スカイフォール』 マカティ市内の映画館

ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 3,050 5,885 キャディフィー：500ペソ カンルーバン・ゴルフクラブ

ベビーシッター 1カ月 3,500 6,753 住み込みで、休日が週1日の場合。マニ
ラ首都圏の相場で3,000～4,000ペソ

授業風景、左が先生
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