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アトランタ トロントシカゴ

サンティアゴに「GAP」のチリ1号店が開店。
アルゼンチン・ブエノスアイレスでは、スマー
トフォンでSNSを楽しむ人々が急増中。
物価高から海外への買い物旅行が流行してい
るブラジル・サンパウロ。
“消費好き”で共通する南米の３カ国を紹介。

■�アルゼンチンの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　1万640ドル（2011年）
　〔出所　IMF〕
＊人口
　4,090万人（2011年）
　〔出所　国家統計センサス局（INDEC）〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　9.5％（2011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）

　1,200ドル程度

■�ブラジルの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　1万814ドル（2010年）
　〔出所　ブラジル地理統計院（IBGE）〕
＊人口
　1億9,073万人（2010年）
　〔出所　同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　6.5％（2011年）
　〔出所　ブラジル中央銀行〕
＊�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）
　2,300ドル程度

■��チリの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　1万1,827ドル（2010年）
　〔出所　IMF〕
＊人口
　1,725万人（2010年）
　〔出所　国立統計院（INE）〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　3％（2010年）
　〔出所　チリ中央銀行〕
＊�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）
　790ドル程度

サンティアゴ サンパウロブエノスアイレス

南米編 ★

Santiago

「パルケ・アラウコ」ショッピングセンター

フロリダ通りにあるショッピングセンター「ガレリアス・パシフィコ」

Buenos Aires
パウリスタ大通り

São Paulo

市内スーパーマーケット

3月 25日通り
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　2011 年 10 月 13 日、初夏のサンティアゴ。伝統あ
る巨大ショッピングセンター「パルケ・アラウコ」の
一角には人だかりができていた。目の先には「Hello 
Chile」の大きな看板。米系服飾ブランド ｢GAP｣ の
南米第 1 号店のオープンだ。同社チリ店のホームペー
ジによると、60 億ドルのアパレル・シューズ市場が
存在し、GDP に占める小売りの割合も 9.4％と高率で
あることが南米の中でまずチリに出店した理由の一つ
だという。10 月には「GAP Santiago」と書かれたロ
ゴ T シャツを着た市民をあちこちで見かけた。
　首都サンティアゴでは物資に関して不自由はないも
のの、日本と比較してコストパフォーマンスが悪いと
感じる製品がある。その代表格がカジュアル衣料や下
着類である。リーバイス 501 が日本の実売価格と同程
度の 6,000 円で販売されている（下表参照）。チリ人
の平均月収が約 37 万ペソ（約 5 万 5,000 円）という
水準を考えると日本よりかなり割高だ。T シャツもす
ぐにくたびれてしまうような製品が日本より高い価格
で売られている。

　70 年代以降、チリは一貫して経済の自由化を推し進
めたため、海外の安い製品が流入し、国内の繊維産業
が衰退した。国内アパレル企業が流行を発信する力を
持たず、寡占化した小売業者が利益率の高い PB（プ
ライベートブランド）商品主体で売り場を構成してい
る。中国における委託生産の質が低いのか、明らかに
コストパフォーマンスが低いように感じる。PB 商品
を軸にしたい小売業者は、海外カジュアルブランドの
テナント誘致には積極的ではない。GAP のチリ進出は
小売業者にとっては脅威だろう。しかし手頃な価格で
おしゃれをしたいサンティアゴ市民にすれば、PB 商
品と外資ファストファッションブランドの競争は大歓
迎といえる。　（竹下　幸治郎／サンティアゴ事務所長）

サンティアゴ Santiago

安価におしゃれを

物価データ 　2011年11月18日　調査日の現地通貨レート：1ペソ＝0.15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（パン） 1kg 989 148 フランスパン スーパー「ウニマルク」 （ラス・コンデス区）

卵 1パック（12個） 1,389 208 同上

牛肉 100g 450 68 肩肉 同上

しょうゆ 1リットル 9,981 1,497 『キッコーマン』 スーパー「ジュンボ」 （フロリダセンター）

ハンバーガー 1個 3,100 465 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1リットル 306 46 『Cachantun』 スーパー「ジュンボ」 （フロリダセンター）

ビール 350ミリリットル （1缶） 400 60 『Cristal』 同上

トイレットペーパー 8個 2,799 420 『Confort』50m 同上

ジーンズ メンズ 40,000 6,000 『リーバイス501』 「パリス百貨店」（プロビデンシア区）

電気料金 200kWh 22,000 3,300 チレクトゥラ

ガソリン レギュラー1リットル 806 121 95　オクタン ガソリンスタンド「コペック」 （ラス・コンデス区）

タクシー 昼間5km 2,650 398 初乗リ250ペソ、以降200mごと100ペソ

携帯電話
基本料金／月 12,990 1,949 無料通話80分込み

通信会社「モビスター」
通話料金／分 160 24 

アパート賃貸料 家具付き1カ月 490,000 73,500 外国人用（共同管理費を含む）。
独身用1LDK。プロビデンシア区 不動産会社「パーフェクトハウジング」

自動車（新車） 1台 6,790,000 1,018,500 『ヤリスセダンXLI mec』 自動車販売店「ブルーノ・フリッチ」

映画鑑賞 ロードショー1本 2,900 435 『Breaking Dawn』（午後の部） 映画館「シネ・ホイツ」

ゴルフ･ラウンドフィー 1本 15,000 2,250 「クルーブ・デ・ゴルフ・マポーチョ」

ベビーシッター 1時間 5,000 750 交通費別 派遣会社利用の相場

「パルケ・アラウコ」ショッピングセンター内のGAP1号店

世界の暮らしが見える

物価ウオッチング
南米編
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　アルゼンチンでスマートフォンの販売が拡大してい
る。民間の調査会社によれば、2011 年の国内販売台
数は前年比で 124%増。中南米ではブラジル、メキシ
コに次いで売れ行きが好調だ。11 年 1 ～ 9 月に販売
された携帯電話の 4 台に 1 台がス
マートフォンとなっている。
　しかし、スマートフォンの機種
はまだ少ない。政府が保護主義政
策によって、携帯電話など電子機
器の輸入を規制しているためだ。
アップルの iPhone は入手が困難
で、RIM、LG、サムスン、ソニー
エリクソン、ノキア、華為などのグローバル企業は、
アルゼンチン国内で委託生産を行っている。
　スマートフォンの販売が急拡大している理由はまず、
大手家電チェーン店による 20 回以上の無利子分割払
いの実施にある。加えて一説には年率 30％と言われ
るインフレがある。そのため、市民にとっては高額と
いう感覚がない。「ブラックベリー」は 699 ペソ（約

1 万 2,000 円）で、昨年 10 月には母の日のプレゼント
として人気だった。利用料もインターネット接続が無
制限で月額 119 ペソ（約 2,160 円）や 1 日の接続が 1
ペソ（約 18 円）の手頃なサービスもある。
　さらに携帯端末からの SNS 利用がスマートフォン
販売を後押ししている。SNS の中でも最も人気なの

がフェイスブックだ。利用者は
1,600 万人を超え、アルゼンチン
人口の約 4 割に相当する。休暇
や旅行の写真を公開したり、SNS
上の「友達」の数を競い合ったり、
見えっ張りなアルゼンチン人に
とって最適なツールだとか。また
ツイッターは芸能人や政治家など

がよく利用し、フェルナンデス大統領も使っている。
　最近、雑誌や新聞の広告、地下鉄の駅、街中のポス
ターで、QR コード（二次元バーコードの一種）を見
かけるようになった。その四角いマークは一体何なの
か？と不思議がる人もまだ多いが、その利用は徐々に
口コミで普及し始めている。

（シルビア・ヤマキ／ブエノスアイレス事務所）

ブエノスアイレス Buenos Aires

大統領もツイッター

物価データ 　2011年11月29日　調査日の現地通貨レート：1ペソ＝18.2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（パン） 1kg 13.5 246 フランスパン スーパー「ディスコ」（レティーロ地区）
卵 1パック（6個） 5.59 102 同上
牛肉 100g 7.7 140 サーロイン 同上
しょうゆ 1リットル 60 1,092 『キッコーマン』 スーパー「カサ・チナ」（中華街）
ハンバーガー 1個 20 364 ビッグマック マクドナルド
ミネラルウオーター 1リットル 2.86 52 『ビジャ・デル・スール』 スーパー「ディスコ」（レティーロ地区）
ビール 350ミリリットル 4.39 80 『キルメス』 同上
トイレットペーパー 6個 9.69 176 30m（一重タイプ） 同上
ジーンズ メンズ 351 6,388 『ラングラー』 市内紳士服店

電気料金 200kWh 16.4 298 2カ月当たりの消費量が300Kwhまで
の市内住居用料金（税別） 電力会社「エデスール」

ガソリン レギュラー1リットル 5.15 94 市内「シェル」ガソリンスタンド

タクシー 昼間5km 25.55 465 初乗り7.30ペソ（夜間は8.90ペソ）。
200メートルごとに0.73ペソが加算

携帯電話
基本料金／月 69 1,256 90ペソ分の無料通話込み

通信会社「ペルソナル」
通話料金／分 1.49 27 

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：170㎡） 1万6,264 29万6,005 外国人用。べルグラーノ地区。

車庫付き
不動産会社「レンタルコープ」
ウェブサイト

自動車（新車） 1台 13万5,000 245万7,000 『トヨタ・カローラ1.8 AT』 ラナシオン紙（2011年11月25日付）
映画鑑賞 ロードショー1本 35 637 『ハッピーフィート 2』 ホイッツ映画館
ゴルフ･ラウンドフィー ラウンド制限なし 160 2,912 週末料金。平日70ペソ 「イトゥサインゴ・ゴルフクラブ」
ベビーシッター 1時間 20 364 

市内の携帯電話端末販売店
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　民間コンサルティング会社が行った「2011 年生活
コスト調査」で世界トップ 10 入りしたサンパウロ。
例えば、米国ニューヨークでは 830 ドルで手に入る
アップルの iPad2 が、サンパウロでは 1,200 ドルと 1.4
倍。耐久消費財だけでなくサービス業も同様だ。東京
でいえば丸の内に当たるパウリスタ大通り界

かいわい

隈でラ
ンチをとると、飲み物付きで 30 レアル（約 1,300 円）
に収めるのは難しい。州・連邦政府が課す複数の高率
な税金に加え、近年のレアル高が日本人駐在員の懐を
圧迫する。
　しかし、長年のインフレに慣らされているためか、
ブラジル人は消費好きで貯蓄意識は低い。レアル高や
クレジットカード利用の拡大によって、海外で買い物
を楽しもうという人が増えている。以前に比べて輸入
電気・電子製品やブランド品も手ごろな価格になった
とはいえ、国外で買った方が安いとなれば、海外旅行
へ流れるのもうなずける。10 年のブラジル人の海外
旅行者数は 450 万人。ブラジルを訪れた外国人旅行者
数 520 万人を下回るものの、これら旅行者の消費総額

は後者を上回るというデータもある。巨大市場である
中間層を狙った航空会社の格安チケット販売商戦も活
発だ。たくさんのお土産を持って帰国する海外旅行者
増加の流れはしばらく止まりそうもない。
　アップルの委託生産で知られる台湾系電子機器メー
カー大手フォックスコンによる、ブラジルでのタブ
レット PC 生産開始まで秒読みとなった。企業側の交
渉努力が実り、国産タブレット PC に対して社会統合
基金（PIS）と社会保険融資負担金（Cofins）の免税
措置がルセフ大統領に承認された。輸入品より約 4 割
近くも安くなるという。ブラジル人にとっては朗報だ
ろう。　　　　　　（渡邉　親枝／サンパウロ事務所）

サンパウロ São Paulo

買い物は海外で

物価データ 　2011年11月22日　調査日の現地通貨レート：1レアル＝42.64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 3.9 166 『銀米』（ブラジル産） スーパー「マルカイ」（リベルダージ地区）
卵 1パック（12個） 5.19 221 白大玉 スーパー「ポン･デ･アスーカル」JP店
牛肉 100g 2.8 119 外ロース（コントラフィレ） 同上
しょうゆ 1リットル 6.5 277 『サクラしょうゆ』(ブラジル産) スーパー「マルカイ」（リベルダージ地区）

しょうゆ 1リットル 20.8 887 キッコーマン正規輸入『ソイ・ソース』
（シンガポール産） 同上

ハンバーガー 1個 10.25 437 『ビッグマック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 1,5リットル 1.89 81 『ミネルバ』 スーパー「ポン･デ･アスーカル」JP店
ビール 350ミリリットル 1.79 76 『ボヘミア』 同上
トイレットペーパー 4個 5.19 221 『Neve』1ロール30m（二重タイプ） 同上
ジーンズ メンズ 129 5,501 『M.Officer』 洋品店「エミ・オフィサー」
電気料金 200kWh 72.46 3,090 市内住居料金（税込み） 電力会社「エレトロパウロ」
ガソリン レギュラー1リットル 2.799 119 エタノール25％混合ガソリン 市内「シェル」スタンド
タクシー 昼間5km 16.6 708 サンパウロ市法令第52066号

携帯電話
基本料金／月 114 4,861 スマートフォンのプラン。インターネット

250MB、無料通話100分込み 通信会社「ヴィーヴォ」
通話料金／分 0.99 42

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：160㎡） 8,500 362,440 外国人用、共益費含まず、築15年 パライゾ地区

（日本人駐在員が多数居住）

自動車（新車） 1台 63,570～
70,570

2,710,625～
3,009,105 『カローラ1.800㏄』（フレックス燃料車） エスタード・デ・サンパウロ紙

（2011年11月27日付）

映画鑑賞 ロードショー1本 20 853 『アイアンマン3』、
土日祝日の夕方以降の鑑賞料金 「パチオ･パウリスタ」ショッピングモール内

ゴルフ･ラウンドフィー 1日 405 17,269 ラウンド制限なし。別途キャディー代は
1ラウンド18ホールで50レアル程度

「PLゴルフクラブ」（市内から車で45分
のアルジャー市）

ベビーシッター 1時間 16 682 日系人のベビーシッター。
1日（7～8時間）110～130レアル

世界の暮らしが見える

物価ウオッチング
南米編

市営市場内のレストラン
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