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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

■コロンビア共和国の基礎経済指標
＊1人当たりGDP

7,748ドル（2012年）〔出所 世界銀行〕
＊人口

4,742万人（2014年）〔出所 国家統計庁〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

1.94％（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）
1,162ドル

〔出所 Investo Pacific, ボゴタ市の事務職係長級〕

■ベネズエラの基礎経済指標
＊1人当たりGDP

1万2,255ドル（2012年）〔出所 IMF〕
＊人口

2,895万人（2011年）〔出所 国家統計院〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

20.1％（2012年）〔出所 ベネズエラ中央銀行〕
＊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）
3,300ドル

〔出所 2013年1月実施　ジェトロ投資コスト比較調査〕

ボゴタ カラカス
美への投資を惜しまないコロンビア女性。

歴史的建造物から新しいものまで見所が多いカラカス。
カリブ海に面する中南米2国の “いま ”を素描すれば―。

中南米編

Bogotá

Caracas

石畳の路地を歩く

国会議事堂

にぎわうショッピングモール

シモン・ボリバル霊廟前広場

市内の中心地

ドミノを楽しむ人々
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街角で美が育つ
「きみ、かわいいね」「僕のプリンセス！」――こ
れら女性への褒め言葉はピロポと総称される。女た
ちが街を歩けば、男たちはピロポで呼びかける。当
地では、ごくありふれた光景だ。とにかくコロンビ
アの男はよく褒める。「きれいだね」、「香水変えた
の？」などはあいさつ代わり。男友達からも「今日
のお化粧の方がかわいいよ」とチェックが入る。美
容院のほとんどは朝 6時開店。早朝にもかかわらず、

少しでも美しく整えてから、通勤通学し
ようとする女性
たちで溢

あふ

れる。
男たちの視線

の中で生きるコロ
ンビア女性にとっ
て、美容整形はと
ても身近だ。
2011 年は約 21 万

件の美容整形手術が
行われた。最も多い

ものは胸に関するもので、豊胸、形を整える、胸を小
さくするなどその内容はさまざまだ。
次いで多いのが脂肪吸引。特殊な超音波を使い脂肪
を除去する技術は、日本の大手美容外科医療機関で採
用されたほど。またお尻の手術も盛んだ。顔のプチ整
形は、日本よりずっと早くから市民権を得ており、男
性の間でも人気がある。
コロンビア美容整形外科協会（12 年）によると、
豊胸手術は米国平均の半額以下、約3,202ドル（12年）
で行えるという。半額と聞くと安く感じるかもしれな
いが、当地の月間最低賃金 322 ドル（14 年）を考え
ればかなりの高額だ。そのため、美容整形用積立定期
預金といった手段がある他、卒業祝いとして、親から
手術代をプレゼントされることも珍しくない。
彼女たちは自らが整形手術したことをあまり隠さな
い。「きれいね」と言うと満面の笑みで「ありがとう」
と返ってくる。
正直で褒められ上手。「自分が一番美しい」と思っ
て堂々と生きている。そんなコロンビアの女性たちが
とても鮮明に映る。
� （安心院　茉里／ジェトロ　ボゴタ事務所）

ボゴタ Bogotá

物価データ� 2013年10月21日　調査日の現地通貨の対円レート：1ペソ＝0.05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 2,795 140 『Diana』コロンビア産 市内スーパー「エクシト」

卵 1パック（12個） 6,450 323 『Santa Rojos』コロンビア産 同上

牛肉 100g 2,295 115 国内産ロース 同上

しょうゆ 1.8ℓ 16,000 800 『YAMASA』（米国産） 市内日本食スーパー「イーペルマル」

ハンバーガー 1個 6,990 350 『ビッグマック』 市内店舗

ミネラルウオーター 1ℓ 2,010 101 『Cristal』 市内スーパー「エクシト」

ビール 350mℓ 1,780 89 『Club Colombia』 同上

トイレットペーパー （12）個 17,900 895 『Elite』 同上

ジーンズ 1本 44,900 2,245 メンズ　『WELL FORTUNE』 同上

電気料金 200kWh 395,323 19,766

コロンビアにはエストラート（6段階の社会経済階層制度）」といわ
れる住民の居住地域を対象にした階級制度がある。数字が大きくな
るほど経済力のある高所得者が居住する地域を示すため、それに伴
い公共料金も上がる。左記は一般的な駐在員が住む6の料金。

電気会社「コンデサ」
ウェブサイト

ガソリン レギュラー1ℓ 2,219 111 市内ガソリンスタンド

タクシー 昼間5km 7,500 375 ラジオタクシー 市内タクシー相場

携帯電話
基本料金／月 68,800 3,440 3番号への常時無料通話、

185回の無料通話など。
携帯通信会社「クラロ」
代表的なプラン例通話料金／分 195 10

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：153m2） 4,200,000 210,000 

外国人用（エストラート6を対象）
4LDK、バストイレ3つ、住民用ス
ポーツジムなど設備費用込

市内不動産会社「トロビト」
ウェブサイト

自動車（新車） 1台 94,000,000 4,700,000 『Land Cruiser』（トヨタ自動車） 市内トヨタ自動車販売店

映画鑑賞 ロードショー1本 22,000 1,100 
『Gravedad』、週末15時以降、普通
席（当地では劇場の立地、時間帯、
優先席などにより値段は異なる）

市内ショッピングモール
「アンディーノ」

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 200,000 10,000 ボゴタ市ゴルフクラブ「サンアンドレス」 進出日系企業のゴルフ懇親会資料

ベビーシッター 1時間 6,250 313 経験による 在留邦人へのヒアリング
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カラカス Caracas

物価データ� 2013年11月7日　調査日の現地通貨の対円レート：1ボリバル＝15.66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（とうもろこし粉） 1kg 7.41 116 アリナ・パン プラサ（中高級スーパー）

卵 1パック（12個） 58 908 同上

牛肉 1kg 155 2,427 同上

しょうゆ 296ml 320 5,011 キッコーマン フレッシュ・フィッシュ（高級スーパー）

ハンバーガー 1個 65 1,018 『ビッグマック』セット価格は139ボリバル

ミネラルウオーター 1ℓ 10.98 172 『センダ』 ロス・カンピートス

ビール 355mℓ 15 235 『ポラール（ソレラ）』 同上

トイレットペーパー （48）個 201.6 3,157 同上

ジーンズ 1本 2,899 45,398 ベコ

電気料金 200kWh 56.56 886 

ガソリン レギュラー1ℓ 0.097 2 オクタン価95

タクシー 昼間5km 125 1,958 100～150

携帯電話
基本料金／月 150.8 2,362 Plan Naranja 500

（モビルネットプリペイド）通話料金／分 0.48852 8 

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：160m2） 225,000 3,523,500 外国人用 ラ・カステジャーナ

自動車（新車） 1台 593,223 9,289,872 『トヨタ・カローラ（AT）』

映画鑑賞 ロードショー1本 80 1,253 『ドラゴンボール Z　神 vs 神』 サン・イグナシオ・ショッピングセンター

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 1,500 23,490 会員は無料。他のカントリークラ
ブ会員に割引あり ラグニータ・カントリークラブ

ベビーシッター 1カ月 3,750 58,725 1時間の料金はない 新聞エル・ウニベルサルの職業欄

首都圏観光は無料で
シモン・ボリバル――世界史の授業でこの名前は聞

いたことがあるのではなかろうか。ボリビア、コロン
ビア、エクアドル、パナマ、ペルー、ベネズエラを統
一し、大コロンビア共和国を築いた南米の解放者とし
て有名な人物だ。ベネズエラは、ボリバル出生の地で、
首都カラカスには生家が残る。これはボリバルの霊

れ い

廟
びょう

と共に観光地になっている。カラカスは、ベネズエラ
中央大学を中心とする学園都市でもあり、ユネスコ世
界遺産に登録されている。1940～60 年代にかけてカ
ルロス・ラウル・ビジャヌエバを代表とするベネズエ
ラ人前衛建築家たちにより設計されたものだ。他にも
美術館、科学博物館など旧市街地には歴史的に重要な
文化施設がたくさんある。
実はこれら施設のほとんどは入場無料。21 世紀型

社会主義を掲げるベネズエラでは国営施設が多く、維
持費用などを入館者に負担させることはない。維持費
用は埋蔵量世界一の潤沢な原油資源輸出で得られる収
入で賄われているのだ。ハイオクガソリンは 1リット

ル当たり 0.097 ボリバ
ル、日本円換算で 2円
に満たない。これでカ
ラカス市内のさまざま
な文化施設を無料で観
光できるのだ。文化施
設以外でもカラカス市
内では、壁の至る所に
故チャベス前大統領や
マドゥロ現大統領の似
顔絵、政治ポスターが張り巡らされている。車から外
を眺めているだけでも楽しめる。
ベネズエラを訪れる機会があれば「カラカス観光を
ぜひ」と言いたいところだが、首都圏は治安にやや難
がある。もし外出するようであれば移動は日中に、し
かも防弾車使用をお薦めしたい。また、盗難に遭う可
能性があるので、屋外でのカメラ撮影も十分ご注意あ
れ。

（マガリ・ヨネクラ／ジェトロ　カラカス事務所、 

 松浦　健太郎／同事務所長）

※輸入品については公定レートと10倍程度の差がある非公式なレートを基準に価格が設定されていることがあるため公定レートで円換算すると非常に高額になる商品がある

シモン・ボリバル霊廟内部


