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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

東南アジア編
ハノイ ジャカルタ

新しい生活スタイルを提供するハノイのコーヒー店、
室内型テーマパークがジャカルタの新行楽スポットに、

東南アジアの人々の日常生活に見るトレンドをお届けします。

■ベトナムの基礎経済指標
＊1人当たり GDP

1,902米ドル（2013年）〔出所 IMF〕
＊人口

8,971万人（2013年）〔出所 ベトナム統計総局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

6.6％（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）
532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）〕

■インドネシアの基礎経済指標
＊1人当たり GDP

3,500米ドル（2013年）〔出所 インドネシア中央統計庁〕
＊人口

2億3,764万人（2010年）〔出所 同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

8.38％（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）
646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）〕

※ただし外資系（日系）企業事務系スタッフ月額給与水準（賞与・諸手当込み）の数字は国ではなく各都市の数字
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カフェでおしゃべりが当世風
ロブスタ種をフレンチローストした濃いコーヒーに

練乳を加えて飲む。これぞベトナムコーヒーの伝統的
な飲み方だ。路上カフェから地場・外資のチェーン店
まで至る所にカフェがあり、人々はゆったりとコーヒ
ーを楽しむ習慣が根付いている。旧宗主国フランスの
影響もありカフェ文化が浸透しているのだ。国際コー
ヒー機関によると、コーヒーの国内消費量は 1 人当た
り 1.08 キロ。これは、ベトナムより所得水準が高い
タイやマレーシアよりも多い。

このカフェ市場に 2014 年 7 月、スターバックスコ

ーヒーが満を持して登場。当地ではコーヒー1 杯の価
格は、路上カフェでは約 2 万ドン（約 112 円）、地場
大手チェーンのハイランズコーヒーでは 2 万 9,000 ド
ン（約 162 円）。それがスターバックスでは 5 万ドン

（約 280 円）から。
スターバックスのコーヒーは、当地ではなじみの薄

いアラビカ種。味も価格も異なるスターバックスが、
ハノイ市民に受け入れられるのか注目されていた。

開業から 4 カ月ほどたったある夜、市内中心部のス
ターバックスに赴いた――22 時という遅い時間帯に
もかかわらず、50 席のうち半分以上の席が埋まって
いた。客の 8 割以上がベトナム人。客層は 20 代の女
性が中心で 3〜4 人連れも多い。コーヒーを片手に仕
事をしている人もいた。当地外食関係者によると、

「洗練されたカフェでおしゃべりや仕事をすることが、
若者にとってステータスの一つとなりつつある」との
こと。店舗数は順調に増えている。 

15 年には、外資による飲食業の規制が緩和される。
若者向けに新しい生活スタイルやトレンドを提供する
飲食店の人気は高まりそうだ。

（植松　利宏／ジェトロ　ハノイ事務所）

ハノイ  Ha Noi

物価データ� 2014年12月9日　調査日の現地通貨の対円レート：1ベトナムドン＝0.0056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 20,900 117 フィビマート

卵 1パック（10個） 24,900 139 同上

牛肉 100g 33,750 189 同上

しょうゆ 1ℓ 141,200 790 キッコーマン 同上

ハンバーガー 1個 48,000 268 『BIG STAR』 ロッテリア

ミネラルウオーター 1.5ℓ 8,800 49 『La Vie』 フィビマート

ビール 350ml 10,500 58 『BIA HA NOI』 同上

トイレットペーパー （10）個 53,900 301 同上

ジーンズ 1本 450,000 2,520 メンズ メイドインベトナム

電気料金 200kWh 325,400 1,822 商工省決定 4887/QD-BCT

ガソリン レギュラー1ℓ 19,930 111 RON92 「ペトロリメックス」ウェブサイト

タクシー 昼間5km 80,150 448 車種：Toyota Vios 「タクシーグループ」ウェブサイト

携帯電話
基本料金／月 0 0

「ビナフォン」ウェブサイト
通話料金／分 1,380 7

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：75㎡） 62,662,000 350,907 外国人用

サマセット・グランド・ハノイ 「スターツ」ウェブサイト

自動車（新車） 1台 751,000,000 4,205,600 『トヨタ Innova G モデル』 「トヨタモーターベトナム」
ウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 75,000 420 『Big Hero 6』 バーチューシネマ（ビンコムセンター）

ゴルプ・ラウンドフィー 1ラウンド 3,290,000 18,424 ビジター（週末料金） キングスアイランドゴルフリゾート

ベビーシッター 1カ月 4,200,000 23,520 1日8時間、1月当たり計26日の利用 アン・ビン

ベトナムのコーヒー文化が変わる？
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テーマパークで社内親睦会も
「トランス・スタジオ・バンドン」は、20 ものアト

ラクションが楽しめる室内型テーマパーク。面積約
4.2 ヘクタールというのは、世界最大級で東京ドーム
とほぼ同じ。首都ジャカルタから約 200 キロ離れたバ
ンドンの大型ショッピングセンター、バンドン・スー
パーモール（BSM）に隣接しており、週末や連休に
は首都圏からも多くの観光客が訪れる。

超高速ジェットコースター「ヤマハ・レーシング・
コースター」は、ヤマハがスポンサー。発車 3.5 秒後
に時速 120 キロに達し、落差 50 メートルを落下する
スリル満点の絶叫マシーンだ。

その他、円盤が回転しながらスイングする「ジャイ
アント・スイング」やゴーカート、お化け屋敷も人気。
経営グループ内にテレビ局（トランステレビ）がある
ことから、報道番組のキャスターになりきった自分を
撮影してもらえる「トランス・ブロードキャスト・ミ
ュージアム」といったユニークな体験型アトラクショ
ンもある。豪華ショー、パレード、地元有名バンドが
出演するライブなどの催物もあり、大人も子どもも楽

しめる。友人同
士はもちろんの
こと、ファミリ
ーギャザリング
として従業員と
その他家族向け
福利厚生施設と
して利用する企
業もあるようだ。
ファミリーギャ
ザリングとは、社員旅行や親睦会のようなもので、イ
ンドネシアでは盛んに行われている。入場料は、月〜
金曜日は 15 万ルピア（約 1,500 円）、週末・祝日は 25
万ルピア（約 2,500 円）。時間制限はなく、一日中遊
び放題、乗り放題だ。さらに 25 万ルピアを追加で支
払うと、待ち時間なしの VIP アクセスというオプシ
ョンもある。

現在全国に 2 カ所ある同テーマパークは、2020 年
までに 20 カ所にまで拡大する計画で、今後、全土で
定番の行楽スポットとなりそうだ。

（藤江　秀樹／ジェトロ　ジャカルタ事務所）

ジャカルタ Jakarta

物価データ� 2014年11月12日　調査日の現地通貨の対円レート：1ルピア＝0.01円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（米） 5kg 78,900 789 『パンダン・ワンギ』 ロッテ・マート
卵 1パック（10個） 19,400 194 『プリマ・クラシック』 同上
牛肉 100g 11,880 118 同上
しょうゆ 1ℓ 100,000 1,000 キッコーマン 同上

ハンバーガー 1個 30,000 300 『ビッグマック』（税込） マクドナルド
（パサラヤ、南ジャカルタ）

ミネラルウオーター 1.5ℓ 4,000 40 『アクア』 ロッテ・マート
ビール 330ml 16,200 162 『アンカー』 同上
トイレットペーパー （4）個 19,900 199 『パセオ』 同上
ジーンズ 1本 419,500 4,195 リー・クーパー（メンズ） 「リー・クーパー」ウェブサイト

電気料金 200kWh 270,400 2,704 電力：2200VA、
1,352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 8,500 85 政府規制2014年34号 国営プルタミナ給油所（市内）

タクシー 昼間5km 25,000 250 初期料金：7,000ルピア、
走行料金：3,600ルピア／ km ブルーバードタクシー（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 900〜1,200 9〜12

テレコムセル間の通話は1秒15ル
ピア、別のオペレーターへの通話
は1秒20ルピア。VAT10％除く

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：145㎡） 31,200,000 312,000 外国人用、3LDK スディルマン・マンション（市内）

自動車（新車） 1台 187,100,000 1,871,000 『アバンザ』1.5G タイプ、MT 車、
ガソリン 「auto2000」ウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 75,000 750 『Interstellar』（週末料金） プラザ・スナヤン（市内）
ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 1,742,000 17,420 メンバーフィー（土曜日） ダマイ・インダ・ゴルフ（市内）
ベビーシッター 1カ月 2,000,000 20,000 経験あるベビーシッター料金 市内

トランス・スタジオ・バンドン


