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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

■北京の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
1万3,797ドル（2012年）
〔出所 北京市2012年国民経済と社会発展統計公報〕

＊人口
2,069万人（2012年）〔出所 同上〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
3.3％（2012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）
840ドル〔出所 ジェトロ「在アジア・オセアニア
日系企業活動実態調査（2012年度）」〕

■大連の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
1万6,261ドル（2012年）
〔出所 大連市2012年国民経済と社会発展統計公報〕

＊人口
590.3万人（2012年）〔出所 同上〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
3.4％（2012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）
603ドル〔出所 ジェトロ「在アジア・オセアニア
日系企業活動実態調査（2012年度）」〕

中国編
北京 大連

政治・経済・文化の中心として活気あふれる大都市、北京。
ノスタルジーをかきたてるアカシアの街、大連。
日本人にも人気の高い2都市の今日をスケッチする。
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北京五輪会場の国家体育場「鳥の巣」
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「結婚」には出費を惜しまず
筆者は最近同僚の披露宴に参加した。新郎新婦は北

京っ子同士。披露宴は新暦旧暦、曜日、日付が全部偶
数である吉日に北京のあるホテルで行われた。会場は
10 人掛けの円卓が 14 卓の規模だった。結婚費用につ
いて、披露宴（料理代）が 4万 7,000 元（約 73 万円）、
結婚関連企業への委託費は 1万 8,000 元、写真撮影は
1万 2,000 元、宝石類購入（婚約指輪、結婚指輪）は
2万元支出したそうだ。また 5万元をかけて、モルデ
ィブへ新婚旅行に行くという。結婚だけで15万元（約
233 万円）の支出で、これは全国平均に近い額という。
結婚にお金をかけるのは中国の習慣。国民の生活水

準の向上がそれに拍車をかける。結婚費用は年々増加
傾向にある。結婚費用と一口に言っても、その内訳は
多岐にわたる。2012 年 3 月に発表された「中国結婚
産業発展調査報告」注1によれば、結婚に関わる費用は、
全国平均で、1組当たり 13 万 8,646 元だという。内訳
は、披露宴の料理 1,030 元（1テーブル当たり）、衣装
2,013 元、結婚関連企業への委託費（披露宴会場の手
配・演出など）7,464 元、写真撮影 3,526 元、宝石類

購入 5,659 元、新婚旅行
9,304 元。全支出の 3 分の
2は、新生活の準備費用だ。
新居内装 5 万 6,289 元、家
電製品 1万 6,533 元、家具 1万 7,263 元かかるという。
12年の中国の都市住民の 1人当たり可処分所得は年間
2万 4,565 元注2だから、約 5.6 倍に相当する。
ここ数年、中国の団塊世代（80 年代生まれ）が結婚
適齢期のピークを迎えている。11年の婚姻件数注3は
1,298 万組。新郎新婦は一人っ子同士であることが多く、
それが、結婚式やその関連消費をより活発なものにし
ている。比較的豊かな環境で育ってきた「80 後」世代
は「幸せな結婚」にお金を惜しまないのだ。同報告に
よる、新郎新婦に対する結婚関連消費についてのアン
ケートでは、85.6％が結婚写真を製作し、78.7％が挙
式・披露宴を行い、56.2％が結婚式のアレンジを専門
の会社に発注し、46.4％が新婚旅行に行くという。中
国のブライダル市場には大きな成長が見込めそうだ。

（張　敏／ジェトロ北京事務所）
注 1：出所：全国結婚産業調査統計中心
注 2：中国統計摘要
注 3：出所：2012 年社会服務発展統計公報

北京 BEIJING

物価データ� 2013年4月16日　調査日の現地通貨の対円レート：1元＝15.53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） 10kg 59.9 930 『金龍魚』 ウォルマート万達広場店

卵 1パック（20個） 19.9 309 『徳清源』 同上

牛肉 100g 6.09 95 『科尓沁」 同上

しょうゆ 1ℓ 13.8 214 『老才臣」本醸造 同上

ハンバーガー 1個 16 248 『ビッグマック』 マクドナルド建国門店

ミネラルウオーター 550ml 1.2 19 『農夫山泉』 ウォルマート万達広場店

ビール 330ml 2.3 36 『燕京ビール』 同上

トイレットペーパー （10）個 24.3 377 『清風』 同上

ジーンズ 1本 690 10,716 メンズ『Lee』 新世界百貨万達広場店

電気料金 200kWh 96 1,491 
段階式の価格制度。240kWh 以下の分は0.48元 /
kWh；240KWh を上回り、400kWh を下回る分は、
0.53元 /kWh；400kWh を上回る分は0.78元 /kWh。

北京市統一価格

ガソリン レギュラー1ℓ 7.8 121 92号ガソリン 同上

タクシー 昼間5km 17 264 
基本料金3キロ10元。その後走行距離1
キロにつき2元ずつ加算。3キロ超の場
合、燃料付加費3元を固定で別途加算

同上

携帯電話
基本料金／月 58 901 「全球通」58元プラン、150分間の無料通話

込み。150分超の場合、通話料は0.25元／分。 中国移動北京分公司
通話料金／分 0.25 4 

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：112m2） 26,000 403,780 外国人用 長富宮公寓

自動車（新車） 1台 209,800 3,258,194 『オデッセイ2.4L　2013年版』 広州汽車ホンダ方庄特約販売店

映画鑑賞 ロードショー1本 120 1,864 『G.I. Joe：Retaliation』（3D） 東方広場映画館

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 1,480 22,984 祝日・休日価格（平日は880元） 北京十三陵国際ゴルフクラブ

ベビーシッター 1時間 20 311 通常1カ月契約（3,500元／月） 北京愛我家家政

華やかな結婚式場
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大連 DALIAN

物価データ� 2013年4月15日　調査日の現地通貨の対円レート：1元＝15.757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 9.12 144 利是優質米、22.8元／2.5㎏／袋 大連麦凱楽（マイカル）本店

卵 1パック（40個） 46.5 735 無公害卵 同上

牛肉 100g 15.8 250 サーロイン 同上

しょうゆ 500ml 18.8 297 キッコーマン 同上

ハンバーガー 1個 15.5 245 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1.5ℓ 3.0 47 『農夫山泉』 マイカル本店

ビール 330ml 4.6 73 『青島ビール』 同上

トイレットペーパー （12）個 33.8 534 『清風』 同上

ジーンズ 1本 199 3,144 メーターズボンウェイ メーターズボンウェイ

電気料金 200kWh 101 1,595 

家庭用：月額基本料：なし
1kWh 当たり料金：月間消費量に
応じて異なる
①180kwh 以下：0.50
②181～280kwh：0.55
③281kwh 以上：0.80

遼寧省物価局

ガソリン レギュラー1ℓ 7.32 116 93号ガソリン 大連市物価局

タクシー 昼間5km 12 190 初乗り3キロ8元、以降1キロごとに2元 同上

携帯電話
基本料金／月 88 1,390 

中国移動通信（遼寧）
通話料金／分 0.19 3 当初の350分は無料

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：120m2） 15,000 236,955 外国人用 5つ星ホテルの

マンションスペース

自動車（新車） 1台 186,800 2,950,880 『アコード』（オプションなし） ホンダ販売店

映画鑑賞 ロードショー1本 60 948 『G.I. Joe：Retaliation』（3D） 大商華辰影城

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 1,780 28,119 週末料金（300元のカート代込み）
平日は1,480元 金石ゴルフ俱楽部

ベビーシッター 1時間 15 237 個人契約の相場

高速鉄道が移動時間を大幅短縮
遼寧省大連市と黒龍江省ハルビン市を結ぶ「哈大高

速鉄道」が 2012 年 12 月に開通した。開通当初は時速
200 キロ運行だったが、4月 21 日から夏季ダイヤにな
り時速 300 キロ運行に変更された。冬季はマイナス
40 度以下まで冷え込む極寒地域を通るため、速度を
抑えねばならなかったからだ。これにより従来は、鉄
道や自動車で約 10 時間かかった大連―ハルビン間
（距離 920km）が約 3 時間半（冬期は 5 時間半）に、
約 5 時間かかった大連―瀋陽間（距離 380km）が約
90 分（冬季は 2時間半）へと大幅に短縮された。
高速鉄道は東北 3省内でのヒトの移動を促す。ハル

ビンで毎年開催される氷祭りへは、沿線各都市から 1
泊旅行で訪問できるようになり、今冬の来場者数は前
年比 20％増の 100 万人超に達した。夏に向けては、
涼しい大連への観光客誘致活動が沿線各都市で展開さ
れている。一方、大打撃を受けたのが航空路線だ。当
初減便で対応していた大連－長春を結ぶ路線は、4月
1日以降全フライトが運休状態で大連―ハルビン間は
1日 1便のみとなった。

運賃はどうか。大連北
駅―ハルビン西駅であれ
ば 2 等席で 403.5 元（約
6,400 円）。ちなみに航空
運賃は約 840 元（エコノ
ミー）注であった。大連
の日本人駐在員の利用が
多い大連北駅―瀋陽駅間
のノンストップ便は 2等
席で 173.5 元、1 等席で
277.5 元、特等席で 330.5
元。同区間の全駅に停車する便の 2 等席は 121.5 元。
大連－瀋陽市内を結ぶ高速バスの価格は 130 元程度で、
高速鉄道は利便性を考えれば決して高くない。
大連空港は霧によるフライト遅延が多い。高速道路
は事故渋滞や天候悪化による道路封鎖などがあり、時
間が読みにくい。便利で安価な高速鉄道はビジネス関
係者にとってはもはや不可欠の存在になっている。

（鷲北　弥那子／元ジェトロ大連事務所）

注：�この他に空港建設税と燃料サーチャージとして 180 元が加算される。
なお、大連―瀋陽間の航空路線はない。

哈大高速鉄道は
市民の足として定着

屋台街は
いつも地元の人でにぎわう


