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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

成都 上海 大連
「美食の都」成都では、庶民的な店構えの飲食店が人気。
上海では、良い学校で学ばせたいと校門前に親が行列を成す。
大連では、幼児や小学生でも塾の掛け持ちが当たり前。

広大な中国大陸の3都市で営まれる、活気あふれる日常の一端を伝える。

中国編

■成都市の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
7万19元（2014年）
〔出所 2014年成都市国民経済と
　　　社会発展統計公報〕

＊人口
1,442.8万人（2014年）〔出所 同上〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
1.3％（2014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）
873.2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」（2014年度）〕

■上海市の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
9万7,300元（2014年）
〔出所 2014年上海市国民経済と
　　　社会発展統計公報〕

＊人口
2,425.7万人（2014年）〔出所 同上〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
2.7％（2014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）
1,424.7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」（2014年度）〕

■大連市の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
10万9,939元（2014年）
〔出所 2014年大連市国民経済と
　　　社会発展統計公報〕

＊人口
669.0万人（2010年）
〔出所 第6回全国人口センサス〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
2.0％（2014年）
〔出所 2014年大連市国民経済と
　　　社会発展統計公報〕

＊ 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）
1,177.3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」（2014年度）〕
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成都 Chengdu

物価データ� 2015年5月21日　調査日の現地通貨の対円レート：1人民元＝19.76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 8.58 169 『金竜魚』 伊藤洋華堂（双楠店）

卵 1パック（20個） 17.9 353 『銭記谷物蛋』 同上

牛肉 100g 11.56 228 『科尓沁』 同上

しょうゆ 1ℓ 13.5 266 『六味鮮』 同上

ハンバーガー 1個 17 335 『ビックマック』 マクドナルド（来福士店）

ミネラルウオーター 550ml 2 39 『農夫山泉』 伊藤洋華堂（双楠店）

ビール 330ml 6.5 128 『スーパードライ』 同上

トイレットペーパー （10）個 39.9 788 『維達』 同上

ジーンズ 1本 499 9,860 メンズ『JACK ＆ JONES』 同上

電気料金 200kWh 104.48 2,064 一般用電気料金 国家電網

ガソリン レギュラー1ℓ 6.57 129 93号 中国石油加油站（武侯加油站）

タクシー 昼間5km 13.7 270 初乗り8元（2km）。以降、1.9元／ km 一環路南一段

携帯電話
基本料金／月 8 158

大衆4G カード 中国移動通信
通話料金／分 0.19 3

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：63㎡） 20,000 395,200 外国人用 成都雅詩閣

自動車（新車） 1台 214,800 4,244,448 『カムリ』 成都錦泰豊田汽車銷售服務有限公司

映画鑑賞 ロードショー1本 90 1,778 『アベンジャーズ』（3D） 成都太平洋電影城（武侯店）

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 1,380 27,268 平日 保利ゴルフ

ベビーシッター 1時間 17 355 1カ月3,800元、1日8時間28日勤務 ヒアリングによる

人気のグルメ店は？
「美食の都」――それがユネスコから付与された四
川省成都市の称号だ。本場の四川料理だけでなく、日
本料理やイタリアンなど世界のさまざまな味覚を堪能
できる街だ。
だが、そんな「美食の都」の若者は、意外にも庶民

的な食堂「蒼蠅館子」が大好き。意味は「蒼蝿（ハ
エ）」が飛んできそうな「館子（レストラン）」だが、
成都市民は親しみを込めて「蒼

ツァンイングァンズ

蠅館子」と呼んでいる。

若者に人気の館子は――。「華興街煎蛋麺」は「ト
マト卵焼き麺」が名物。1 人 10 元（約 200 円）程度
で食べられる。夕食後、友人とカラオケや麻雀を楽し
んでから「小腹」を満たすのにもってこいの店だ。24
時間営業のこの店は、軽い食事、お酒、おしゃべりを
楽しむ「夜宵」にピッタリで人気が高い。
次は「張記鱔魚麺」。名物は「田ウナギ麺」で 1杯
35 元（約 700 円）。当地ではやや高い部類に入るが、
店主は味に絶対の自信を持つ。味に不満をいう客には
次回の来店を断ってしまうほど。だが、店はいつも客
であふれているのだから、おいしいこと間違いなしだ。
3番目は「三哥田螺」。激辛の「タニシ炒め」が名物。

この店の 1人当たりの平均単価は 120 元
（約 2,400 円）程度で高め。店構えは庶
民的であり、成都人が気軽に足を運んで
いる。
これら「館子」を巡るには「154 路バ
ス」が便利だ。市内を縦横無尽に結ぶ公
共バスに乗って、成都の意外な若者事情
を探検してみてはいかが？

（郭　穎／ジェトロ成都事務所）

華興街煎蛋麺（写真上）と
張記鱔魚麺の「田ウナギ麺」（同右）
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上海 Shanghai

物価データ� 2015年5月18日　調査日の現地通貨の対円レート：1人民元＝19.5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 7.8 151 『東北大米』（中国産） センチュリーマート（ルゥワン店）

卵 1パック（15個） 39.8 776 有機卵 同上

牛肉 100g 7.8 152 サーロイン 同上

しょうゆ 1ℓ 18.9 368 欣和醤油『六月鮮』 同上

ハンバーガー 1個 19 370 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 4ℓ 8 156 『農夫山泉』 センチュリーマート（ルゥワン店）

ビール 330ml 2.9 56 サントリー 同上

トイレットペーパー （10）個 23.9 466 『潔雲』強靭トイレットペッパー 同上

ジーンズ 1本 299 5,830 メンズ ユニクロ

電気料金 200kWh 123.4 2,406 0.617元／ kWh（1kV 未満、1ランク） 上海市電力局

ガソリン レギュラー1ℓ 6.6 129 92号 上海市発展改革委員会

タクシー 昼間5km 18.8 366 初乗り14元（3km）、以降2.4元／ km 上海フォルクスワーゲン

携帯電話
基本料金／月 58 1,131 「4G」データ通信量500MB

チャイナ・モバイル（上海）
通話料金／分 0.2 3 市内無料通話50分間込み

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：101㎡） 9,500 185,250 外国人用、2LDK、保証金19,000

元が必要
「春天花園」（Spring In Garden）
（長寧区）

自動車（新車） 1台 249,900 4,873,050 『ビュイック』GL8（2014版）、2.4ℓ
直列4気筒 GM（上海）

映画鑑賞 ロードショー1本 90 1,755 『アベンジャーズ2』（3D） 上海和平映都（PEACE CINEMA）

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 1,040 20,280 週末料金（平日は780元） 市内

ベビーシッター 1時間 25 487 2年間以上育児経験あり ベビーシッター派遣会社

譲金銭飛
親はわが子の教育費にお金を惜しまない――2012 年
の大ヒット映画「譲

4

子弾飛
4

」をもじった言葉が流行っ
た。「譲金銭飛」とは「さらばお金」の意。ある調査に
よると、上海の夫婦共働き家庭では、子どもが幼稚園
を卒園するまでに、家計の 3分の 1が子育てに充てら
れているという。特に、教育費の
割合が大きい。例えば公立幼稚園
の保育費は毎月 500～600 元（約
9,800 円～1 万 1,700 円）。だが、教
育熱心な親は私立幼稚園に入園さ
せる。月謝は公立の 5倍以上。さ
らに、ピアノや踊りといった習い
事にも通わせる。中には、7,000 元
（約 13 万 6,500 円）も教育費に支
払う人もいる。13 年、同市幼稚
園の園児数は 50 万 1,000 人と 50
万人の大台を突破。15 年にはさ
らに 53 万 2,200 人に達するとの
予測もある。「良い幼稚園は良い

小学校へ、良い小学校は良い中学校へ、さらに良い高
校へとつながる」という説が上海人には浸透している。
園児数は確実に増加中。だが、受け入れ態勢が整わ
ない。上海市の公立小学校は、所在地周辺エリアの子
どもしか受け入れない「学区制」を採用している。優
良校は上海市戸籍の保有者や、学区内に一定期間以上
居住している児童生徒の就学を優先するなどの制限を

設けているのだ。子どもを優良校
に行かせたい。そのために学区内
に引っ越す、子どもが幼稚園に入
る前に学区内に住宅を購入するな
どのケースも増えている。優良校
の学区内の住宅が高くなるゆえん
である。
一人っ子が多く、愛するわが子

のために出費を惜しまない親。ま
た、子どもが良い成績であること
が親のメンツに直接関わるという
考え方もあり、教育熱はますます
高まる。
（余　慧玲／ジェトロ上海事務所）有名幼稚園の面接に行列
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大連 Dalian

物価データ� 2015年5月20日　調査日の現地通貨の対円レート：1人民元＝19.68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） 5kg 45.8 901 『楽道』 大連新瑪特スーパー（馬欄広場店）

卵 1パック（9個） 10.4 204 『咯咯達』 同上

牛肉 100g 9.12 179 『皓月』、牛すね肉、45.6元／500g 同上

しょうゆ 1ℓ 12.9 253 『東古』 同上

ハンバーガー 1個 17 334 『ビッグマック』 マクドナルド（大都会店）

ミネラルウオーター 1ℓ 3.5 68 『百歳山』 大連新瑪特スーパー（馬欄広場店）

ビール 330ml 3.4 66 『朝日』 同上

トイレットペーパー （10）個 31.2 614 『心心相印』 同上

ジーンズ 1本 599 11,788 メンズ『JACK ＆ JONES』 大連新瑪特青泥窪店

電気料金 200kWh 100 1,968 家庭用、月間消費量に応じて異なる。
①1kVA 以下：0.50元、②1～110kVA：0.49元 大連市物価局

ガソリン レギュラー1ℓ 6.44 126 93号ガソリン（大連市統一価格） ガソリンスタンド（市内）

タクシー 昼間5km 14 275 初乗り10元（3km）、以降2元／ km 大連市物価局

携帯電話
基本料金／月 58 1,141 「全球通」58元プラン

無料通話150分込み 中国移動遼寧分公司
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：100㎡） 6,500 127,920 外国人用、2LDK 地宝不動産

自動車（新車） 1台 179,800 3,538,464 『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 80 1,574 『アベンジャーズ』（3D) 大連高新万達影城

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 1,950 38,376 非会員の週末・祝日料金
（平日は1,500元） 大連夏麗ゴルフクラブ

ベビーシッター 1カ月 3,000 59,040 勤務時間8～17時、週休1日 大連好月嫂家庭服務

ブロックでロボット作り
大連の街を歩くと、子どもの習い事教室が多いこと

に気づく。週に 4～5つの習い事をこなす幼児や小学生
は、もはや珍しくはない。定番は、英語、ピアノ、バイ
オリン、ダンス、テコンドー。わが子も英語、バイオリ
ン、テコンドーに通う。親にとっては送迎だけでも相当
な負担だが、大事な一人っ子のためとあれば力も入る。
子どもの能力を引き出してあげたい。それが親心だ。
特に、「70後」、「80後」（1970、80 年代生まれ）の親は、
新しい教育手法を積極的に受け入れ、多少無理をして
でも高額な学費を工面している。
企業側も熱心だ。子どもはブロックおもちゃが好きだ

が、遊びだけの目的
では、親の財布のひ
もは緩まない。最近
では、例えばロボッ
トなどをブロックで
組み立てる教室が人
気を博す。作るもの
は年齢に応じて異な

る。3～6歳まではブロック遊びを通じて、歯車やてこ
の原理などの基礎知識を身に付ける。7歳以上からはプ
ログラミングなども行いながらロボットを製作する。「博
佳ロボットクラブ」の授業料は1回当たり約150 元（約
3,000円）、年間では約 8,000 元（約 15万 7,000円）と高額
だ。だがこの地元企業は、2009 年設立以降、急成長を
遂げ、現在では大連に13店舗、中国全土に計 98店舗。
親の心をつかんだのは「受験勉強としての詰め込み型
の学校教育を補完できる」というセールスポイント。
教育市場の企業間競争は激しい。親と子、双方のニ

ーズにしっかり応えることが、この市場開拓のカギだ。
（呉　冬梅／ジェトロ大連事務所）

ロボット教室

ピアノ教室


