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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

■カルナタカ州の基礎経済指標
＊1人当たりGDP

1,617米ドル（2013年）〔出所 カルナタカ州 Ecnomic Survey〕
＊人口

6,109万人（2011年）〔出所 同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

6.3％（2013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）
785米ドル

〔出所 インド日本商工会第8回賃金実態調査〕

■タミル・ナドゥ州の基礎経済指標
＊1人当たりGDP

1,867米ドル（2013年）〔出所 インド統計省〕
＊人口

7,214万人（2011年）〔出所 2011年国勢調査（センサス）〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

7％（2013年）〔出所 インド統計省〕
＊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）
550米ドル

〔出所 インド日本商工会第8回賃金実態調査〕

バンガロール チェンナイ
IT 産業都市バンガロールでは、欧米流ライフスタイルが人気。
自動車産業が盛んなチェンナイでは、女性にスクーターが人気。

南インド２都市で暮らす人々の〝今″をスケッチします。
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サイクリングマラソン
インドでも人々の健康への意識は高まりつつある。

中でも当地は健康意識が最も高い都市といえるだろう。
それは、健康と体力増進に、オーガニック商品が最も
売られ、サイクリング用高級自転車の販売がトップシ
ェアであることからも裏付けられる。

市内の「エラ・オーガニック」は 2007 年に開店し
たインド初のオーガニック専門スーパーマーケット。
お茶やスパイスなどの食料品に加え、衣料品や化粧品
なども店頭に並ぶ。価格は非オーガニック商品と比べ
ると 3 割高。だが、顧客数は順調に伸びており、年に
1 万人が来店するまでになった。このような専門スー
パーマーケットは市内に 23 店ある。また、157 店舗
ある一般のスーパーマーケットでも、オーガニック商
品を選ぶ消費者は増えているようだ。市場規模は年平
均 20％のペースで拡大。13 年時点で、約 3,000 万ド
ルに達しており、オーガニック商品ではインド最大の
市場である。

サイクリングも盛んだ。街の中心カッボンパークに
は、早朝から欧米の高級自転車でさっそうと走るサイ

クリストを目にする。
現在、12 のクラブが
あり、メンバーはそれ
ぞれ 1,000 人を超える
人気ぶり。業界筋によ
れば、当地での高級自
転車の年間販売台数は
約 6,000 台。 そ れ は、
国内全販売台数の約
20％に当たる。先日サ
イクリングマラソンが開催された。もちろん、インド
初。参加者は 1 万人に達した。

高まる健康意識の背景には、IT 産業に従事するイ
ンド人の存在がある。彼らは欧米を往復しインドに欧
州や米国西海岸のライフスタイルを持ち込んだ。サイ
クリングもその一つだ。最近の若者が理想とする体形
は、男性は“割れた腹筋”、 女性は“ペッタンコおな
か”だとか。新たなライフスタイルの浸透は、ヘルス
ケア市場の拡大を後押しするだろう。
（ディーパク・アーナンド／�

� ジェトロ　バンガロール事務所）

バンガロール bangalore

物価データ� 2014年7月21日　調査日の現地通貨の対円レート：1ルピー＝1.69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 105 177 バスマティ米（自社ブランド） アウチャンスーパー
（ゴパランモール）

卵 1パック（6個） 36 60 ケーエッグ 同上

牛肉 100g 24 40 ステーキ用 同上

しょうゆ 1ℓ 200 338 チングス（インド製中国ブランド） 同上

ハンバーガー 1個 94 158 『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 33 『キンレー』 アウチャンスーパー
（ゴパランモール）

ビール 330mℓ 60 101 『キングフィッシャー』 同上

トイレットペーパー （4）個 260 439 『プリーミア』 同上

ジーンズ 1本 3,999 6,758 『カルバン・クライン』 同上

電気料金 200kWh 1,151 1,945 使用量によりレートが異なる バンガロール電力配給会社

ガソリン レギュラー1ℓ 80.3 135 レギュラーガソリン インディアン・オイル

タクシー 昼間5km 87.5 147 初乗り4kmまで70ルピー
以降1km当たり17.5ルピー メル・タクシー

携帯電話
基本料金／月 199 336 プランによる

エアテル
通話料金／分 0.3 0� 国内通話料金

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：278m2） 120,000 202,800 外国人用 中心街周辺

自動車（新車） 1台 1,500,042 2,535,070 『イノーバ』（GXモデル）（強制保険、通路税を含む） ナンディートヨタ

映画鑑賞 ロードショー1本 180 304 『クロニクル』 INOXシネマ（ガルダモール内）

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 1,500 2,535 別途キャディーフィー250ルピー プレスティジーゴルフシャイヤー

ベビーシッター 1カ月 9,000 15,210 毎日9時間 G4Sセキュリティー

サイクリングマラソンの様子
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チェンナイ chennai
サリー姿のスクーター乗り

チェンナイは南インドの玄関口。日中は道路渋滞が
激しく、通勤や買い物にはバイ
クが活躍している。

バイクに乗り、さっそうと走
る人々。だが最近、スクーター
が女性に人気だ。

インドの大都市の中では保守
的といわれるチェンナイ。他の
都市に比べると、サリーなどの
民族衣装を着用する女性は多い。
確かに、オフィスでもショッピ
ングモールでも、女性は民族衣
装を着用している。大ざっぱな
印象としては、民族衣装の着用
率は 8〜9 割に上るのでは。

ここでスクーターの出番だ。
スクーターなら民族衣装を着て
いても両足をそろえて乗ること
ができる。ショッピングバッグ

を足元に置くこともできるし、燃料費も安い。また小
型なため、渋滞時でも小回りが利く。バイクに比べると、
価格も 6,000 ルピー（約 1 万 140 円）も安い。ちなみに、

バイクの価格は、安いものでも
4 万ルピー程度だが、スクータ
ーであれば約 3 万 4,000 ルピー
で購入できるのだ。これだけ特
典があれば、女性のハートをつ
かまないはずがなかろう。

スクーター人気には、チェン
ナイの道路事情も関係している。
他の地方都市に比べ渋滞は激し
いものの、路面状況はスクータ
ーでの運転が十分可能な程度に
整備されているのだ。チェンナ
イで活発に活動する女性たちの
ニーズとハートを確実につかん
だスクーター。その市場は今後
まだまだ成長しよう。
（前田　雄太／�

� ジェトロ　チェンナイ事務所）

物価データ� 2014年7月21日　調査日の現地通貨の対円レート：1ルピー＝1.69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 78 131 バスマティ米（国産） 市内食材店

卵 1パック（6個） 32 54 同上

牛肉 100g 73 123� ステーキ用 同上

しょうゆ 1ℓ 600 1,014 キッコーマン（シンガポール製） 同上

ハンバーガー 1個 114 192� 『マハラジャバーガー』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1ℓ 20 33� 『キンレー』 市内食材店

ビール 350ml 55 92 『キングフィッシャー』 市内ショッピングモール

トイレットペーパー （4）個 250 422 『ロータス』 同上

ジーンズ 1本 4,500 7,605 『リーバイス501』 リーバイスショップ

電気料金 200kWh 528 892 使用量によりレートが異なる タミル・ナドゥ州電力公社

ガソリン レギュラー1ℓ 76.93 130 レギュラーガソリン インディアンオイル

タクシー 昼間5km 119 201 初乗り4kmまで100ルピー、
以降1km当たり19ルピー コールタクシー「ファストトラック」

携帯電話
基本料金／月 225 380 プランによる

ボーダフォン
通話料金／分 0.5 0

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：170m2） 100,000 169,000 外国人家族用（3ベッドルーム） チェンナイ市南部

自動車（新車） 1台 1,521,788 2,571,821 『イノーバ』（ZXモデル） ランソン・トヨタ

映画鑑賞 ロードショー1本 120 202 『SAIVAM-TAMIL』 市内ショッピングモール内シネマ

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド 2,100 3,549 ビジター料金 市内ゴルフクラブ

ベビーシッター 1カ月 4,000 6,760 毎日4時間での契約を前提 派遣会社

駐車場にはスクーターがずらり

サリーを着てスクーターに乗る女性も


