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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

■ミャンマーの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
835ドル（2012年）〔出所 国際通貨基金（IMF）〕

＊人口
6,112万人（2012年）〔出所 アジア開発銀行〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
6.1％（2012年）
〔出所 国際通貨基金（IMF）〕
＊ 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）
286ドル
〔出所 在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査〕

■カンボジアの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
971ドル（2012年）〔出所 カンボジア経済財政省〕
＊人口
1,450万人（2012年）〔出所 同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
2.9％（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）
387ドル
〔出所 在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査〕

ヤンゴン プノンペン
古都ヤンゴンにもスマートフォンを手にした若者達が……。
「東洋のパリ」プノンペンの美しい街並みに病院が続 と々。

アジアの注目2都市の今日を素描する。

東南アジア編

Yangon

Phnom Penh

プノンペン最大の市場「セントラルマーケット」

カンボジア国王一家が住む王宮

独立記念塔

昼夜を問わ
ず美しいシ

ュエダゴン
・パゴダ　

素足で拝観
します。

露店、屋
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シュエダゴン・パゴダ外観
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スマートフォンブーム
最近、スマートフォン（スマホ）を手にする若者の

姿をよく見かける。ミャンマー政府もインフラ整備の
一環として、携帯電話の普及拡大を後押ししている。
今年 1月、政府は現在 9％である携帯電話の普及率を、
2016 年には 80％までに引き上げる計画を発表。通信
網の整備に向けた動きも本格化している。それに呼応
するかのように、従来高価格だった契約者情報特定の
ための SIMカードの価格も値下がりした。今年 4月
に販売された 1,500 ミャンマー・チャット（約 160円）
の SIMカードも 35 万枚限定ではあったが、携帯電話
普及を後押しした形だ。

携帯電話ショップの店員に、
最近の販売動向を聞いてみた。
すると、スマホ本体の販売数は
確実に伸びており、購入者の約
7割が若者層との答えが返って
きた。併せてスマホ関連商品
（スマホカバー、液晶フィルム、
大容量 SD メモリーカードな

ど）の販売も好調
で、昨年より 5割
以上伸びていると
いう。売れ筋スマ
ホメーカーを聞い
てみると、ファー
ウェイ（華為技
術）が第 1位だと
いう。若者にとって、サムソンやソニーの商品が 50
万～60 万チャットに対してファーウェイは約 10 万チ
ャットという価格設定が魅力なのだろう。
スマホを持っている若者数人にスマホの購入理由や
魅力を聞いてみた。「SIMカードの価格が下がったか
ら」「インターネットができるから」「以前はインター
ネットを利用するにはインターネットカフェに行って
いたが、スマホがあればどこでもインターネットがで
きる」「音楽を聴けるし、ゲームもできて便利」――
といった答えが返ってきた。
今後、スマホ関連市場は確実に拡大していくことだ
ろう。� （小林　広樹／ジェトロ　ヤンゴン事務所）

ヤンゴン Yangon

物価データ� 2013年5月30日　調査日の現地通貨の対円レート：1チャット＝0.107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） 2kg 1,900 203 シティマート　ジャンクションスクエア内

卵 1パック（10個） 1,100 118 同上

牛肉 100g 517 55 同上

しょうゆ 1ℓ 4,100 439 『キッコーマン』 同上

ハンバーガー 1個 3,500 375 『Giant Double』 ロッテリア

ミネラルウオーター 1ℓ 250 27 『ALPAINE』 シティマート　ジャンクションスクエア内

ビール 330mℓ 750 80 『Myanmar Beer』 同上

トイレットペーパー （12）個 3,750 402 同上

ジーンズ 1本 23,900 2,559 メンズ シティマート　ジャンクションスクエア内

電気料金 200kWh 7,000 749 電力省

ガソリン レギュラー1ℓ 814 87 ニューデイ

タクシー 昼間2km 2,000 214 交渉制 ヤンゴン市内

携帯電話
基本料金／月 0 基本料金なし ミャンマー郵電公社（MPT）

通話料金／分 50 5 市外は60チャット

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：110m2） 4,725,000 505,906 外国人用、2ベッドルーム

4,800～5,000米ドル マリーナレジデンス

自動車（新車） ― ― ― ※新車の扱いはほとんどない

映画鑑賞 ロードショー1本 3,000 321 『IRON MAN 3』 ジャンクションシネプレックス
ジャンクションスクエア内

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 30,000 3,212 土日祭日料金、平日料金2万5,000
チャット ヤンゴンゴルフクラブ

ベビーシッター 1カ月 80,000 8,566 1カ月5万～8万チャット ヒアリングによる

携帯アクセサリーも売
れ筋

若者でにぎわう携帯ショップ
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プノンペン Phnom Penh

物価データ� 2013年6月3日　調査日の現地通貨の対円レート：1米ドル＝100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 1 100 カンボジア米（香り米） ダムコーマーケット

卵 1パック（10個） 1.5 150 同上

牛肉 100g 0.88 88 同上

しょうゆ 1ℓ 4 400 『キッコーマン』 ラッキースーパー

ハンバーガー 1個 1.8 180 『ソーセージ＆エッグバーガー』 ラッキーバーガー

ミネラルウオーター 1ℓ 0.8 80 『Aquafiva』 ラッキースーパー

ビール 350ml 0.6 60 『Angkol Beer』 同上

トイレットペーパー 1ロール 0.25 25 『Cellox』 同上

ジーンズ 1本 30 3,000 メンズ『リーバイス』 ソリヤショッピングセンター

電気料金 200kWh 32.5 3,250 カンボジア電力公社

ガソリン レギュラー1ℓ 1.29 129 ソキメックス

タクシー 昼間5km 3.75 375 チョイスタクシー

携帯電話
基本料金／月 5 500 

セルカード
通話料金／分 0.08 8 

アパート賃貸料 家具付き1カ月 1,400 140,000 外国人用、2ベットルーム
ボンケンコン地区平均 アジア・リテール・エステート・カンボジア

自動車（新車） 1台 141,000 14,100,000 『ランドクルーザー』 トヨタカンボジア（関税、特別税、
VAT 含む）

映画鑑賞 ロードショー1本 3 300 『Any Kind of 2D』 ソリヤショッピングセンター

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 50 5,000 平日 ロイヤル・カンボジア・プノンペ
ン・ゴルフクラブ

ベビーシッター 1カ月 50 5,000 メイドがベビーシッターを兼ねる 在留邦人ヒアリング

「日本人専用デスク」で病気の時も安心
「カンボジアの医療・病院の水準はどうか」。とよく
聞かれるが、今やプノンペンは、空前の医療関係企業
の進出ラッシュ。外資系の病院も続々と進出している。
まず、タイ資本のロイヤルラタナック病院。レント

ゲン、ポータブルレントゲン、CT（コンピューター
断層撮影）、MRI（磁気共鳴画像装置）、エコー、透析
室、小児科病棟、手術室、VIP 病室などの設備を完備
する近代的病院だ。国内では対応できない心臓手術や
脳外科手術、肺手術などについては、提携先のバンコ
ク病院に緊急搬送されることになる。その場合には、
患者情報や検査データについては、データベース化し
てバンコク病院に送信してくれる。人間ドックは、14
～30 歳は 80 米ドル、30～45 歳は 140～175 米ドル、
45 歳以上は男女共に 295 米ドルという料金設定。
次に、プノンペンインターナショナル SOS クリニ

ック。緊急時 24 時間対応可能。オーストラリア、英
国、ドイツ、米国などの医師が在籍。世界各国にネッ
トワークを有している。病気の時に心細いのは言葉の
問題。だがここには、日本人専用デスクが設けられて

おり安心して
治療を受けら
れる。日本人
スタッフが常
駐し、通訳か
ら書類作成、
非常時のバン
コク搬送に関
わる手配など
を全てしてくれる。さらに、保険会社の海外旅行保
険・海外旅行傷害保険に付加されているキャッシュレ
ス・メディカルサービス（病院においてその場で自己
負担することなく治療を受けられる）にも対応するな
ど、駐在員にとっては大変心強い。しかし、ロイヤル
ラタナック病院同様、手術を必要とする場合は隣国タ
イの提携病院へ搬送されることになる。
最近では、総合病院だけでなく、日本人医師による
クリニックや歯医者、整骨院なども進出してきており、
駐在員も安心して生活することができるようになった。
今後も医療関連の進出は続くとみられる。
（林　憲忠／ジェトロ　バンコク事務所プノンペン分室）

ロイヤルラタナック病院の受付はまるでホテルのよう。


