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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

北京 ソウル
北京では、親子で受験の試練に立ち向かう。
ソウルでは、競争社会の息抜きはビールで。

隣国の２都市に暮らす人々の生活を垣間見れば―。

中国・韓国編

■北京市の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
1万7,064米ドル（2015年）〔出所 北京市2015年および「12

次５カ年」期間国民経済と社会発展統計公報〕
＊人口
2,171万人（2015年）〔出所 同上〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
1.8％（2015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）
1,503米ドル〔�出所 ジェトロ「2015年度アジア・�

オセアニア進出日系実態調査」〕

■韓国の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
2万7,214米ドル（2015年）
〔出所 韓国銀行〕
＊人口
5,153万人（2015年）〔出所 行政自治部〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
0.7％（2015年）〔出所 統計庁〕

＊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）
3,040米ドル〔�出所 ジェトロ「2015年度アジア・�

オセアニア進出日系実態調査」〕
※ただし韓国の外資系（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ソウル（都市）の数字

Seoul

Beijing

世宗（セジョン）大王

李舜臣（イ・スンシン）将軍

人工河川・清渓川

商業施設内には多種多様な塾が

渋滞する東三環

テコンドー道場に通う子どもたち
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北京 Beijing

物価データ� 2016年4月21日　調査日の現地通貨の対円レート：1元＝16.95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 10.78 182 『金龍魚』 ウォルマート万達広場店
卵 1パック（15個） 16.8 284 『徳清源』 同上
牛肉 100g 11.96 202 『科尓沁』 同上
しょうゆ 1ℓ 12.2 206 『老才臣』本醸造 同上
ハンバーガー 1個 18 305 『ビッグマック』 マクドナルド建国門店
ミネラルウオーター 550ml 1.5 25 『農夫山泉』 ウォルマート万達広場店
ビール 350ml 2.5 42 『燕京ビール』 同上
トイレットペーパー 1パック（10ロール） 28.9 489 『清風』 同上
ジーンズ 1本 799 13,543 メンズ『リーバイス』 新世界百貨万達広場店

電気料金 200kWh 96 1,627

段階式の価格制度。240kWh 以下
の分は0.48元 /kWh：240KWhを上
回り、400kWhを下回る分は、0.53
元 /kWh：400kWhを 上 回 る 分 は
0.78元 /kWh。

北京市統一価格

ガソリン レギュラー1ℓ 5.56 94 92号ガソリン 同上

タクシー 昼間5km 17.9 303 基本料金3キロ13元。その後走行
距離1キロにつき2.3元ずつ加算。 同上

携帯電話
基本料金／月 58 983 「全球通」58元プラン、100分間の

無料通話・500MB のパッケージ通
信料込み。100分超の場合、通話料
は0.19元 / 分。

中国移動北京分公司
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：112㎡） 27,000 457,650 外国人用 長富宮公寓

自動車（新車） 1台 216,800 3,674,760 『オデッセイ2.4L』2016年モデル 広州汽車ホンダ方庄特約販売店
映画鑑賞 ロードショー1本 85 1,440 『奇幻森林（The Jungle Book）』、3D 東方広場映画館
ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 750 12,712 祝日・休日料金（平日は450元） 華堂国際ゴルフクラブ
ベビーシッター 1カ月 3,800 64,410 北京愛儂家政

望子成龍
中国の受験戦争は厳しい。幼稚園児の頃から塾通い

が始まる。週末賑
にぎ

わう商業施設にあるのは、多種多様
な塾だ。音楽、ダンス、絵画、陶芸から英会話教室、
テコンドー、中国武術まで。これらの塾は知識詰め込
み型ではなく、子どもの創造力向上や実践対応力育成
をうたう。子どもの能力や人間
性を総合的に伸ばそうとする政
府の「素質教育」に沿ったもの
だともいえる。
中国の義務教育は、6年制の

小学校と 3年制の中学校の計 9
年で日本と同じだ。小学校は学
区制がとられ、学齢期に達した
児童は原則として家の近くの学
校に無試験で入学する。中学へ
の進学にも入学試験はなく、コ
ンピューターが割り振った学校
に進学することになっている。
しかし、地域間や学校間には

格差がある。自分の子どもを教育レベルの高い「重点
学校」に進学させたい親たちは、ごくわずかに設けら
れた選抜枠にわが子を滑り込ませようと越境入学を試
みる。子どもには厳しい面接試験も待ち構えている。
土日のほとんどを塾で過ごすという子どもは決して少
なくない。親にとっては時間の工面も大変だが経済的
な負担もかなりのものになる。越境入学の壁はかなり

高く、親子で試練を乗り越えな
ければならない。
中国の教育情報ポータルサイ
ト「中国教育在線」によれば、
小・中学生を抱える家庭の約半
数で、教育費に年間 5,000 元
（約 8 万 4,750 円）以上もかけ
ており、そのうち 2割近くの家
庭では 1万～2万元にも上ると
いう。
「望子成龍」――子どもの出
世を願う親たちは、教育費を惜
しまない。
（張　敏／ジェトロ北京事務所） 塾教室入り口で子どもを待つ親たち

児童劇団「舞韵童心」に通う子どもたち 
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ソウル Seoul

物価データ� 2016年4月15日　調査日の現地通貨の対円レート：1ウォン＝0.096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） 2kg 6,880 660 付加価値税の免除対象 E マート（市内の大型スーパー）
卵 1パック（15個） 5,480 526 付加価値税の免除対象 同上

牛肉 100g 4,980 478 オーストラリア産牛ロース、付加
価値税の免除対象 同上

しょうゆ 1ℓ 4,000 384 同上
ハンバーガー 1個 4,400 422 『ビッグマック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 2ℓ 910 87 『三多水』 E マート（市内の大型スーパー）
ビール 355ml 1,850 177 『HITE』 GS25（コンビニエンスストア）
トイレットペーパー 1パック（30ロール） 12,600 1,209 E マート（市内の大型スーパー）
ジーンズ 1本 59,900 5,750 メンズ ユニクロ
電気料金 200kWh 22,240 2,135 「韓国電力公社」ウェブサイト

ガソリン レギュラー1ℓ 1,435 137 ソウル市の平均価格 「韓国石油公社」価格情報公開ウェ
ブサイト

タクシー 昼間5km 8,700 835 所要時間は20分を想定 ソウル市の交通情報案内ウェブサイト

携帯電話
基本料金／月 12,100 1,161

「SK テレコム」ウェブサイト
通話料金／分 119 11

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：82.5㎡） 2,500,000 240,000 外国人用、付加価値税の免除対象 外国人専門不動産仲介会社のウェ

ブサイト
自動車（新車） 1台 24,980,000 2,398,080 『2016ソナタ 2.0CVVL Smart』 「現代自動車」ウェブサイト
映画鑑賞 ロードショー1本 10,000 960 『ズートピア』 ソウル市内の映画館（CJ CGV）

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 138,000 13,248 日曜日の利用料金 YongIn カントリークラブ（京畿道
龍仁市内）

ベビーシッター 4時間 47,000 4,512 追加は1時間当たり8,000ウォン 「iwaumma」ウェブサイト

ストレス解消はビールで
猛烈な競争社会として知られる韓国。ストレ

ス解消のためか、ついつい飲みすぎてしまう人
も多いようだ。これまでは焼酎を飲む人が多か
った。アルコール度数が高い割には値段が安く、
早く酔えるからだ。だがここ最近の傾向としては、ビ
ールを選ぶ人が増えている。特に女性の飲酒率上昇が
ビール人気に拍車を掛けている。
女性たちがビールを飲む場所として選んだのは野球

場だ。市内のソウル蚕
チャム

室
シル

球場で行われるプロ野球の入
場料は一試合 7,000～7 万ウォン（約 672～6,720 円）。
球場内で売られるビールは 1リットル入りが 3,500 ウ
ォン（約 336 円）で、ペットボトル入りだ。それを皆
で分けて飲む。「野球観戦というよりは、球場でビー
ルを飲むことが楽しい」。女性客からはそんな声も。
一時期、落ち込んでいた韓国プロ野球の人気は、女性
ファンの急増によって復活したともいわれている。
輸入ビール市場も急成長した。2015 年のビールの

輸入額は 1億 4,186 万ドルで、過去 5年で 3.2 倍に増
加。そのうち日本から輸入されるビールが最も多い。

各国のさまざまなビールを味わいたいという需要もあ
り、街中には世界のビールを扱う店も増えた。
人気を博すのはセルフ型ビール専門店。店内にはビ
ールが入っている冷蔵庫がずらりと並び、客は自分の
好きなビールを自ら抜き取り、会計はまとめて後払い。
国産ビールは 2,500～3,500 ウォン、輸入ビールは
3,000～6,000 ウォンだ。つまみや軽食は店内でも販売
しているが、持ち込みしてもよいし他の店から出前を
取ることもできる。実際にこの店に入ったことがある
が、各人が異なる銘柄のビールを手に、まるでビール
の品評会のような雰囲気でとても楽しかった。「2次
会は無理におつまみを頼みたくはないし、ビールで軽
く乾杯できればよい」という客の要望にうまく合致し
たビジネスというわけだ。

 （柳　忠鉉／ジェトロ　ソウル事務所）

ずらりと並ぶ輸入ビール


