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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

中国編
青島 広州 香港
ビールや建築などにドイツの薫りが残る青島、

「食は広州にあり」の地でグルメよりも人気なのは？
活気あふれる香港、そのパワーの源は？

世界中から観光客が集まる3都市の日常を切り取る。

■山東省・青島市の基礎経済指標
＊1人当たり GDP
1万3,545米ドル注（2012年）
〔出所 青島市統計年鑑2013〕

＊人口
770万人（2012年）
〔出所 同上〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
2.7％（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）
540米ドル
〔出所 日系企業関係者への
ヒアリングによる〕

■広東省・広州市の基礎経済指標
＊1人当たり GDP
1万7,350米ドル注（2012年）
〔出所 広州統計年鑑2013〕

＊人口
822万人（2012年）
〔出所 同上〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
3％（2012年）
〔出所 広州市統計局〕

＊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）
820米ドル
〔出所 5社の30歳前後スタッフに
ヒアリングを行い、平均値を算出〕

■香港の基礎経済指標
＊1人当たり GDP
3万6,667米ドル（2012年）
〔出所 IMF〕

＊人口
718万人（2012年）
〔出所 香港政府統計処〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
4.1％（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）
2,168米ドル
〔出所 ジェトロ在アジア・オセアニア
日系企業実態調査2013年度〕

縦に伸びる街、香港

五四広場を眺めながら海岸で遊ぶ

家族連れでにぎわう花城広場

Qingdao

Guangzhou

Hong Kong

注：1米ドル＝6.1041元（2014年1月17日レート）で換算
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青島でビールを
青島といえば「青島ビール」。創業は 1903 年。110

年以上の歴史ある企業だ。青島ビールは、種類、販売
方法ともに、ビン、缶、樽

たる

、時には袋と実に多彩だ。
市内スーパーのビール売場には、15 種類を超える青
島ビールが並ぶ。ここ青島では、ハルビンビールや燕
京ビール（北京）など、他の中国ビールを店頭で見か
けることはほとんどない。価格は、缶ビールだけでも
3〜30 元（約 51〜510 円）と幅広い。最高級はスリム
なアルミボトル入りのもので、ベルギーの高級ビール
「デュベル」とほぼ同価格で販売されている。ノンア
ルコールビールもあり、青いパッケージに「青島
0.00」と書かれている。
夏といえばビールの季節。ビールにちなんだ青島の

夏の風物詩を三つ紹介しよう。まず、「青島ビール祭
り」。8月中旬の約 2週間、街は大にぎわい。昨年は、
国内外から約 400 万人が訪問し、ビール消費量は
1,200 トンに達した。ホテル代が最も高騰する時期で
もあり、タクシーを拾うのも困難になる。二つ目は、
量り売りビールの販売。価格は 1斤（0.6kg）あたり

2〜2.5 元（約 34〜43 円）で
2斤以上から購入できる。店
頭に置かれたビール樽から、
ビニール袋にビールを入れて
持ち帰る姿は、
青島の夏ならで
はの風景だろう。
三つ目は、普段
お目にかかれな
い生ビール。青
島ビール博物館
に隣接するビー
ル街で提供され
る。「金」（無濾

ろ

過ビール）、「黄」
（純生ビール）、
「赤」（金麦ビール）、「黒」（黒ビール）、「緑」（海藻入
りビール）の 5種類の生ビールを楽しむことができる。
ここは、この街に深く根付いたビール文化を体感でき
る場所だ。

（山本　諭／ジェトロ青島事務所）

青島 Qingdao

物価データ� 2014年1月17日　調査日の現地通貨の対円レート：1元＝17.12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） 1.5kg 13.9 237 麦楽麦面粉 スーパー（イオン東部店）

卵 1パック（10個） 25.8 441 大地農場卵 同上

牛肉 500g 46.8 801 同上

しょうゆ 500ml 9.5 162 味達美 同上

ハンバーガー 1個 16.5 282 ビッグマック マクドナルド

ミネラルウオーター 600ml 1.8 30 『嶗山』（紅瓶） スーパー（イオン東部店）

ビール 330ml 3.9 66 『青島ビール』 同上

トイレットペーパー （10）個 24.9 426 『清風』 同上

ジーンズ 1本 299 5,118 メンズ ユニクロ

電気料金 200kWh 109.2 1,869 青島物価局ウェブサイト

ガソリン レギュラー1ℓ 7.47 127 レギュラー（93＃） 市内ガソリンスタンド

タクシー 昼間3km 10 171 9元＋1元の燃料費

携帯電話
基本料金／月 50 856 業務種類「全球通」 中国移動通信集団山東有限公司

通話料金／分 0.4 6 同上 同上

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：144m2） 13,750 235,400 外国人用、2LDK 青島吉兆不動産

自動車（新車） 1台 256,800 4,396,416 『NISSAN TEANA』 青島日産汽車販売服務公司

映画鑑賞 ロードショー1本 60 1,027 映画名『私人訂制』 青島華臣映画館

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 1,520 26,022 18H 平日料金（週末は2,090元） 青島国際ゴルフクラブ

ベビーシッター 1カ月 2,800 47,936 青島愛心大姉服務社

多種多彩な青島ビールと袋入りビール
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ネイルサロンは癒やしの場
カラフルな指先に心はウキウキ――中国人女性の美

意識は高まる一方だ。洋服、化粧、ヘアケアに加え、
近年では、爪にこだわる女性が増えてきた。きれいに
ネイルアートが施された爪は憧れの的。家でも簡単な
ポリッシュ（マニキュア）はできる。だが、すてきな
ネイルを追求するなら、サロンでプロのネイリストに
施してもらうしかない。
デパートやオフィスビル周辺など、便利で人通りの

多い場所には、必ずと言っていいほどネイルサロンが
ある。大型チェーン店から、美容室の一角で営むよう
な規模の店まで、その形態はさまざまだ。サロンでは、
爪の形、色、ジェルの種類など、全て自分で選ぶ。自
分の指先がどう変身するか、ワクワクしながらネイル
をしてもらうのは楽しい。最近のはやりは、透明なジ

ェル状の下塗りを爪に塗布し、
UVライトを当てて硬化させ、
その上にネイルを施すものだ。
価格は少し高めだが、美しい
つやが長持ちするので、働く

女性に人気だ。
広州の一般的
なサロンでは、
爪のケア、ジ
ェルネイルで
150 元（2,550
円）程度。最
初に数百元を
チャージして
会員になり、その後は、定価の 1〜2 割引きでネイル
を施してもらえるという形態が多い。ネイルが完成す
るまでは 1〜2 時間かかる。サロンでのこの時間は、
忙しく働く女性にとって、ストレス解消の時間でもあ
る。そのため、女性たちは、サロンに落ち着きとゆっ
たりとした癒やしの空間を求める。中には、1回 300
元（5,100 円）もする高級サロンを利用する人もいる。
150 元といえば、レストランでぜいたくなディナー
が食べられる。だが、女性は、1回の外食よりも、美
しい指先でいることを選ぶのだ。

（房　納／ジェトロ広州事務所）

広州 Guangzhou

物価データ� 2014年1月17日　調査日の現地通貨の対円レート：1元＝17.12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 6.9 118 高徳置地イオン

卵 1パック（10個） 12 205 伊勢卵 同上

牛肉 500g 40 684 同上

しょうゆ 1ℓ 13.8 236 『李錦記精選生抽』 東駅イオン

ハンバーガー 1個 17 291 ビッグマック マクドナルド

ミネラルウオーター 1ℓ 3 51 『景田百歳山』 高徳置地イオン

ビール 350ml 4.2 71 『珠江純生』 同上

トイレットペーパー （10）個 28.8 493 『Vinda』 同上

ジーンズ 1本 499 8,542 『Jack Jones』メンズ 高徳置地

電気料金 200kWh 122 2,088 0.61/Kwh 広州市物価局

ガソリン レギュラー1ℓ 7.75 132 レギュラー（93＃） 広東省物価局

タクシー 昼間5km 17 291 2.5キロまで初乗り10元
以降2.6元／キロ 広州市物価局

携帯電話
基本料金／月 50 856

プラン名：全球通 広東省移動通信有限公司
通話料金／分 0.39 6

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：120m2） 18,000 308,160 外国人用 中信広場マンション

自動車（新車） 1台 206,800 3,540,416 アコード　2.0EX 豪華版 広汽ホンダ有限公司のウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 80 1,369 『The Hunger Games2』 広州市北京路青宮映画城

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 980 16,777 天河区から車で約50分
休日、非会員 暇日半島

ベビーシッター 1カ月 3,000 51,360 広州市五心家政服務公司

白を基調にしたサロンでプロのネイルアートを
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香港 Hong Kong

物価データ� 2014年1月17日　調査日の現地通貨の対円レート：1香港ドル＝13.45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） 5kg 329 4,425 新潟産こしひかり アピタ太古城
卵 1パック（12個） 26.9 361 米国産 テイスト
牛肉 1ポンド 60.3 811 米国産鍋用スライス 同上
しょうゆ 1ℓ 35.9 482 キッコーマン 同上
ハンバーガー 1個 18 242 ビッグマック マクドナルド
ミネラルウオーター 1.8ℓ 8.5 114 銘柄　『ワトソンウォーター』 テイスト
ビール 350ml 7.5 100 銘柄　『カールスバーグ』 同上
トイレットペーパー （10）個 34.4 462 ビルジョイ 同上
ジーンズ 1本 299 4,021 メンズ ユニクロ

電気料金 200kWh 193.55 2,603 1kWh 当たり料金は使用量によっ
て異なる 香港電燈有限公司

ガソリン レギュラー1ℓ 16.74 225 税込 シェル

タクシー 昼間5km 46 618 初乗り2km22香港ドル、その後は
200m ごとに1.6香港ドル 香港運輸署

携帯電話
基本料金／月 68 914 スマートフォンのプラン、データ

ネットワーク使用含む。最初の
1,700分は無料、1,701分から毎分
0.9香港ドル加算

スマートーン
通話料金／分 0.9 12

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：62.7m2） 20,000 269,000 外国人用

（日本人駐在員の多い太古城） ミッドランドリアリティ

自動車（新車） 1台 189,780 2,552,541 車種『カローラ』
4ドアセダン 1500cc クラウン・モータース

映画鑑賞 ロードショー1本 75 1,008
映画名『The Secret Life of Walter 
Mitty』、価格は放映時間、場所に
より異なる

UA シネマ

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 2,000 26,900 非会員料金 香港ゴルフクラブ
ベビーシッター 1カ月 8,500 114,325 月給払いの家政婦雇用が一般的 香港政府労工処互動就職サービス

朝食でパワー注入
街も人もエネルギッシュな香港。パワーあふれる一

日は、香港式朝食から始まる。そしてその朝食を外食
する人は多く、5人に 1人は、毎朝外食しているとい
う。
この香港式朝食は、茶

ち ゃ

餐
さ ん

廳
ちょう

（チャーツァンティン）と呼
ばれる、喫茶店と食堂を兼ね
た香港で一般的な飲食店で、
パン、卵料理、マカロニスー
プ、香港式ミルクティーの定
番セット（30 香港ドル〈400
円〉程度）を食べながら新聞
を広げる、というのが一般的
だ。しかし、最近では、地元
の中華・洋食のファストフード店を選ぶ人も増えてい
る。先述の朝食セットが、20 香港ドルと格安で利用
できるからだ。また、マクドナルドやケンタッキーで
は、香港人の朝食の嗜

し

好
こう

に合わせ、ハムや目玉焼きを
のせたマカロニスープとドリンクのセット（25 香港

ドル）や、おかゆと揚げパンのセット（20 香港ドル）
などが朝限定メニューとして登場し、若者に人気だ。
一方、外食頻度が高ければ飲食店が安泰かというと、
話はそう簡単ではない。店舗賃料、人件費、物価（材
料費）の上昇が経営者を悩ませる。店舗の賃貸契約は

2〜3 年契約が一般的だが、
更新時に従来の 2倍の賃料を
要求されるということはよく
ある話。また、飲食業界は極
度の人手不足で、給料を上げ
ないと人手は確保できない。
さらに物価は 4.3％の上昇
（2013 年通年予測）。個人経
営が多い茶餐廳では、これら
を商品価格に転嫁せざるを得
ない。価格にシビアな香港人

が、茶餐廳ではなく、ファストフード店を選ぶのは当
然の流れともいえる。慌ただしい朝、時間と食事代の
節約に誰もが必死だが、朝食を提供する側も生き残り
に必死なのだ。

（森田　祥子／ジェトロ香港事務所）

茶餐廳の朝食定番セット


