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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

ダッカ ホーチミン
アジア編

■バングラデシュの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
1,314ドル（2014～15年）
〔出所 財務省〕
＊人口
1億6,070万人（2016年）
〔出所 統計局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
6.5％（2014～15年）
〔出所 財務省〕
＊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）
351ドル〔出所 �ジェトロ「2015年度アジア・オセアニア�

進出日系企業実態調査」〕

■ベトナムの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
2,088ドル（2016年）
〔出所 �IMF〕
＊人口
9,170万人（2015年）
〔出所 統計総局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
0.6％（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）
632ドル〔出所 �ジェトロ「2015年度アジア・オセアニア�

進出日系企業実態調査」〕
※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

Ho Chi Minh
Dhaka

ダッカでは、絵画を飾り、語ることがステータス。
ホーチミンでは、配車アプリがヒット。
アジア２都市の暮らしぶりを熱気とともに。

元気いっぱいの子ども
たち

アップタウンのギャラリ
ー

国会議事堂

トンタットダム通りのオールドマーケット

人民委員会
庁舎
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ダッカ Dhaka

物価データ� 2016年5月11日　調査日の現地通貨の対円レート：1タカ＝1.383126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 57 79 Miniket plain Rice ユニマート

卵 1パック（12個） 140 194 『Kazi Farms Egg』 同上

牛肉 100g 129.8 180 ステーキ用 同上

しょうゆ 1ℓ 400 553 キッコーマン 同上

ハンバーガー 1個 310 429 『ダブルビーフチーズバーガー』 アメリカンバーガー

ミネラルウオーター 1ℓ 20 28 『Fresh Mineral Water』 ユニマート

ビール 350ml 870 1,203 『ハイネケン ラガービール』（缶） パンパシフィック・ショナルガオンホテル

トイレットペーパー 1ロール 25 35 『Bashundhara Soft Toilet Tissue』 ユニマート

ジーンズ 1本 1,590 2,199 メンズ グラミンユニクロ

電気料金 200kWh 1,572 2,174 家庭用 ダッカ市電気供給公社（DESCO）

ガソリン レギュラー1ℓ 89 123 トラストフィーリングスタンド

タクシー 昼間5km 230 318 トマタクシーサービス

携帯電話
基本料金／月 0 0 GP Xplore Post paid Package

グラミンフォン
通話料金／月 1.2 2 0.2タカ / 秒

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：220㎡） 120,000 165,975 外国人用、グルシャン地区 センチュリー21

自動車（新車） 1台 3,032,000 4,193,637 トヨタ『ヴィオス1500cc』 ナバナリミテッド

映画鑑賞 ロードショー1本 400 553 3D 映画のプレミアムシート ボシュンドラシネプレックス

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 3,070 4,246 クルミトラゴルフクラブ

ベビーシッター 1時間 150 207 グルシャン地区 ヒアリングによる

絵画がステータスの証し
当地の知識層は芸術に造詣が深い人が多い。有名画

家の絵画を所有することは、ステータスでもある。政
府官舎には地元画家の作品が、またオフィスビル内の
壁面にも、さまざまな画家の作品がびっしりと飾られ
ている。客を自宅に招い
て、所有する絵画の価値
をとうとうと説明する人
もいる。数年で値が 10
倍以上に跳ね上がる作品
もあるため、投資として
捉える人もいる。アフマ
ド・シャハブディンはバ
ングラデシュ人画家の中で最も有名な画家の 1人だ。
フランスの芸術文化勲章シュヴァリエを受章しており、
彼の描いた絵画は驚くような高値で取引されている。
バングラデシュでは一般的にグルシャン、ボナニ、

バリダラといったアップタウン（山の手）の方が、ダ
ンモンディ、モティジールや官公庁のあるダウンタウ
ン（下町）よりも、ものの値段が高い。例えばトマト

は、アップタウンで 1キロ 46 タカ（約 63 円）に対し
てダウンタウンでは同 30 タカ（約 41 円）だ。ところ
が絵画となると話は別。文化の中心地は依然としてダ
ウンタウンであり、ギャラリーの格式も高い。アップ
タウンでは高くてもおよそ 40 万タカ（約 55 万円）の
絵画しか扱っていないが、ダウンタウンにある有名ギ

ャラリー「チットラッ
ク」 に は、100 万 ～
200 万タカ（約 138 万
～277 万円）の作品も
ある。
ギャラリーではまだ
扱ってもらえない画家
たちも多い。彼らの作

品は、伝統市場内の絵画店に置かれ、200～1 万タカ
程度で販売されている。値段は主に、絵画の大きさや
使用する絵の具の種類によって決まる。売れれば手数
料（相場は約 30％）を差し引いた金額が画家に支払
われる仕組みだ。画家たちはこうして日銭を稼ぎなが
ら、いつか世に出る日を夢見ている。

（古賀　大幹／ジェトロ　ダッカ事務所）

※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

シャハブディン氏の「JUMP」
写真提供：ギャラリー「チットラック」（写真左）
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ホーチミン Ho Chi Minh

物価データ� 2016年4月26日　調査日の現地通貨の対円レート：1ドン＝0.0049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 99,800 489 中級品 コープマート（市中心部の中級スーパー）
卵 1パック（10個） 23,000 112 同上
牛肉 100g 28,000 137 オーストラリア産モモ肉 同上
しょうゆ 700ml 24,800 121 『Nuoc Tuong Dau Nanh』（Maggi） 同上
ハンバーガー 1個 65,000 318 ビッグマック マクドナルド
ミネラルウオーター 1ℓ 8,600 42 『アクアフィーナ』（ペプシコ） コープマート（市中心部の中級スーパー）
ビール 330ml 12,600 61 『サイゴンスペシャル』 同上
トイレットペーパー 1パック（10ロール） 32,600 159 『パルッピー』 同上
ジーンズ 1本 2,600,000 12,740 『リーバイス501』 リーバイス・ストア
電気料金 200kWh 409,800 2,008 ベトナム電力グループ「EVN」

ガソリン レギュラー1ℓ 14,940 73 Petrolimex（ベトナムガソリン公社）
のガソリンスタンド

タクシー 昼間5km 74,000 362 最初の500m が11,000ドン、
以降14,000ドン/㎞ ビナサンタクシー

携帯電話
基本料金／月 49,000 240

モビフォン
通話料金／分 880 4 左記の通話料金はモビフォン同士の場合。

他キャリアとの通話の場合は980ドン/分。

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：86㎡） 50,170,500 245,835 外国人用 セドナ スイーツ（市中心部の高級

アパート）
自動車（新車） 1台 798,000,000 3,910,200 『イノーバ』（7人乗りミニバン） トヨタ自動車
映画鑑賞 ロードショー1本 60,000 294 Mega Cao Thang（市内の中級映画館）
ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 1,200,000 5,880 タンソンニャットゴルフコース
ベビーシッター 1時間 40,000 196 チー・ドゥック・コー

「配車アプリ」がヒット
若者たちのスマートフォン画面には、Uber、

GrabTaxi、EasyTaxi……などのタクシー配車アプリ
のアイコンが並ぶ。
公共交通機関が未発達なベトナムで、市民の足とな

るのはバス、タクシー、バイクタクシーだ。バス料金
は 5,000～7,000 ドン（24～34 円）と確かに安い。だが、
車内での治安の悪さから敬遠されがちだ。タクシーは
車両が汚い、遠回りする、規定以上の料金を請求され
る……などのトラブルが絶えない。しかし、配車アプ
リで手配した車両は、これらのトラブルとほとんど無
縁。仮に問題が発生しても、「評価」を通じて不良ド

ライバーの排除が
可能だ。また、利
用料金はタクシー
よりも安く、利用
状況に応じて無料
クーポンが配信さ
れることも魅力だ。
一番人気のウーバー（Uber）は、2014 年に四輪車
で配車サービスを開始。16 年 4 月からは廉価なバイ
クタクシー「UberMoto」の配車も始めた。ドライバ
ーの数も急増。14 年末の 300 人から、わずか 1 年半
弱の間に約 1万 5,000 人までに。他国同様に配車アプ
リは既存のタクシー業界との衝突を招いたが、ウーバ
ーは自社サービスを「タクシー業者ではなく車両と利
用客を結び付けるための ITインフラサービスを提供
している」として当局の理解を得ている。
現在のところ配車アプリ利用者はホーチミン市やハ
ノイ市などの大都市の若者がほとんどだ。だが、安
全・安心・清潔な移動手段として急速に利用は増えて
いる。

（グエン・ザン／ジェトロ　ホーチミン事務所）

緑の車体はマイリン・タクシー

この日の利用は、約
7キロで6万8,000ドン

（約333円）でした。


