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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

■チリの基礎経済指標
＊1人当たりGDP

1万5,776米ドル（2013年）〔出所 IMF〕
＊人口

1,756万人（2013年）〔出所 同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

1.8％（2013年）〔出所 チリ国家統計院〕
＊ 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）
2,250米ドル

〔出所 日系企業5社へのヒアリングによる〕

■ブラジルの基礎経済指標
＊1人当たりGDP

1万373米ドル（2013年）〔出所 ブラジル地理統計院 IBGE〕
＊人口

2億10万人（2013年）〔出所 同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

5.9％（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）
1,509米ドル

〔出所 日系企業関係者へのヒアリングによる〕

サンティアゴ サンパウロ
南米有数の世界都市サンティアゴで音楽といえば……。

いよいよサッカーワールドカップ開催、日本人も多いサンパウロ。
日本からは地球の裏側にある南米2都市の鼓動をお届けする。
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ラテン音楽ではなく……
市内には大小の劇場があり、年間を通してオペラや

ミュージカルなどが上演されている。2014 年 3 月、
ラス・コンデス劇場で「CATS」が上演された。これ
までにスペイン語での公演は、スペイン、メキシコ、
アルゼンチンのみ。チリでは今回が初公演だ。気にな
るチケット料金は、2 万 5,000〜4 万 4,000 ペソ（約
4,750〜8,360 円）だったが、連日好評を博し、翌 4 月
も追加公演が行われたほど。同劇場ではこの後、アン
トニオ・ガデス舞踊団の「血の婚礼」も予定されてお
り、楽しみにしている人は多い。一方、市内の国立ス
タジアムでは、4 月 30 日と 5 月 1 日の両日、日本の
CM でもおなじみの、英国・アイルランド出身の大人
気グループ「ワン・ダイレクション」のコンサートが
行われた。昨年の日本公演が 2 回だったことを踏まえ
ると、チリでの 2 回公演というのは、興行面でなかな
か野心的ではないか。ちなみに今回の南米ツアー、2
回公演を行ったのは、当地とブエノスアイレスのみ。
料金は 7 万ペソ（約 1 万 3,300 円）以上ではあったもの
の、会場には若いファンの熱いエネルギーが充満した。

チリは南米で
先進国に最も近
い国といわれ、
唯 一 の OECD
加盟国でもある。
1 人 当 た り の
GDP 1 万5,776
米ドルは、南米
トップクラス。
市場規模は大き
いとは言い難い
が、人口約 1,700
万人の約半数が
サンティアゴと
その周辺に集中している。ここに興行地としての魅力
があるのだろう。レディー・ガガ、マドンナ、シル
ク・ドゥ・ソレイユも当地で興行実績がある。

実は、チリでの日常生活でラテン音楽を耳にするこ
とはめったにない。日本人の思い浮かべる“南米”と
はちょっと違うのだ。
� （堀之内　貴治／ジェトロ　サンティアゴ事務所長）

サンティアゴ Santiago

物価データ� 2014年4月14日　調査日の現地通貨の対円レート：1ペソ＝0.19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 989 187 マラケタ スーパー「ジュンボ」
（コスタネラ・センター内）

卵 1パック（12個） 1,499 284 同上

牛肉 100g 1,279 243 国産ロース 同上

しょうゆ 1.2ℓ 9,999 1,899 キッコーマン（米国産） 同上

ハンバーガー 1個 2,050 389 『ビッグマック』 マクドナルド（市内）

ミネラルウオーター 1.6ℓ 569 108 『vital』 スーパー「ジュンボ」
（コスタネラ・センター内）

ビール 350mℓ 599 113 『クリスタル』� 同上

トイレットペーパー （4）個 1,539 292 『ファボリータ』1ロール30m 同上

ジーンズ 1本 41,990 7,978 メンズ『リーバイス501』 スーパー「ジュンボ」
（コスタネラ・センター内）

電気料金 200kWh 17,229 3,273 月額基本料228円 電気会社「チレクトラ」

ガソリン 1ℓ 892 169 オクタン価95 コペック（市内ガソリンスタンド）

タクシー 昼間5km 4,000 760 初乗り47円（250ペソ） 市内タクシー相場

携帯電話
基本料金／月 19,990 3,798 利用データ量1GBまで 「モビスター」のスマートフォンプラン

通話料金／分 130 24� 基本料金には無料通話150分を含む

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：145m2） 1,450,000 275,500 外国人用、3LDK、駐車場1台、アル

カンタラ地区、共益費約2万5,000円 日系不動産会社にヒアリング

自動車（新車） 1台 11,490,000 2,183,100 『日産キャシュカイ2.0AT』 「日産自動車チリ」ウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 3,500 665 『キャプテン・アメリカ�ウィンター・ソルジャー』
「シネプラネット」
（コスタネラ・センター内）

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 30,000 5,700� パブリックコース（週末・祝日料金） マポチョ・ゴルフクラブ

ベビーシッター 1時間 5,000 950 お手伝いさんや学生など ヒアリングによる

ラス・コンデス劇場
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サンパウロ São Paulo

雨量が電気料金を変える
日本のように蒸し暑くないサンパウロの夏は、雨期

と重なり過ごしやすいとさえ感じる。だが今年は、猛
暑と雨量不足のダブルパンチが住民を苦しめる。2014
年 1 月、サンパウロ市は、1943
年来の猛暑を記録。例年であ
れば 28℃程度の平均最高気
温は、31.8℃まで上昇した。
農産物の収穫高も気になるが、
市民の関心は、生活に直結す
る水と電力不足に向けられて
いる。

カンタレイラ貯水池は、大
サンパウロ都市圏最大の水が
め。水道量の 55％（約 900 万人分）を供給している。
3 月末には、満水時のわずか 13％まで貯水量が減少し
た。州政府は、節水を行う世帯に対し、上・下水道料
金の割引プログラムを実施している。水の使用量を月
平均で 20％以上減らせれば、料金が 3 割引になると
いうものだ。

水資源の豊富なブラジルでは、水力発電の割合が高
い。01 年にも、雨量不足が、ブラジル全土に電力危
機を招いたことがある。この時は、電力の使用を制限
したことで、政府への評価は大きく下がった。これを
機に、水力発電の依存を減らすべく、火力発電所の整

備が進む。13 年 1 月、ジル
マ・ルセフ大統領は「ブラジ
ルコスト削減」を目指した経
済構造改革の一環として、電
気料金の引き下げを指示、一
時的に電気料金は値下がりし
た。だが、今回の雨量不足は
01 年よりも深刻であり、そ
れゆえ、総発電量に占める火
力の比率が増している。火力

発電のコストは、水力のそれを上回る。電気料金は再
び上昇傾向にあるというわけだ。

電気料金を左右する雨に、多くの国民が関心を寄せ
る理由がここにある。

（ジルベルト・ナシメント、タチアナ・ナガミネ／�

ジェトロ　サンパウロ事務所）

物価データ� 2014年3月25日　調査日の現地通貨の対円レート：1レアル＝43.96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 4.5 197 『銀米』（ブラジル産） マルカイ（リベルダージ地区）
卵 1パック（12個） 5.59 245 白大玉 スーパー「ポン・デ・アスーカル」
牛肉 100g 2.89 127� 外ロース（コントラフィレ） 同上

しょうゆ 1ℓ 18.6 817 キッコーマン正規輸入『ソイ・ソ
ース』（シンガポール産） マルカイ（リベルダージ地区）

ハンバーガー 1個 13 571� 『ビッグマック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 1.5ℓ 2.24 98� 『ミネルバ』 スーパー「ポン・デ・アスーカル」
ビール 350mℓ 2.29 100 『ボヘミア』 同上
トイレットペーパー （4）個 5.99 263� 『Neve』（二重タイプ、1ロール30m） 同上

ジーンズ メンズ 149 6,550� ブラジル製 ZARA（パチオ・パウリスタ・シ
ョッピングモール内）

電気料金 200kWh 47.69 2,096� サンパウロ市内住居料金（税込み） エレトロパウロ
ガソリン 1ℓ 2.999 131 エタノール25％混合ガソリン シェル（市内ガソリンスタンド）
タクシー 昼間5km 16.6 729 サンパウロ市法令第52066号 サンパウロ交通事務局

携帯電話
基本料金／月 147 6,462� インターネット2GB、他社携帯や

自宅電話との無料通話100分含む
スマートフォンプラン、「ヴィーヴ
ォ」同士のローカル通話無制限無料通話料金／分 0.99 43

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：120m2） 10,000 439,600� 外国人用、共益費含む、築6年、都市不動産所有税（IPTU）含む

サンパウロ市パライゾ地区
（日本人駐在員が多数居住）

自動車（新車） 1台 66,570
～69,990

2,926,417
～3,076,760

『カローラ1800㏄』
（フレックス燃料車） 「トヨタ」ウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 24 1,055� 『ロボコップ』（土日祝日の夕方～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 297 13,056�
何ラウンドでも同一料金、キャデ
ィーフィーは別途1ラウンド（18
ホール）で50レアル程度

PLゴルフクラブ（サンパウロ市内
から車で45分のアルジャー市）

ベビーシッター 1時間 15～20 659～879
日系人のベビーシッターの料金
1日（7～8時間）で110～130レ
アル

ヒアリングによる

車道に人があふれる（3月25日通り）


