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現地直送レポート

物価ウオッチング
世界の暮らしが見える

■コロンビアの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
5,792米ドル（2016年）〔出所 IMF〕
＊人口
4,874万人（2016年）〔出所 国家統計庁（DANE）〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
5.75％（2016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）
1,160～1,887米ドル
〔�出所 Total�Rewards�2016�-�Estudio�Salarial�y�
de�Tendencias�en�Gestion�Humana〕

■アルゼンチンの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
1万2,502米ドル（2016年）〔出所 IMF〕
＊人口
4,359万人（2016年）〔出所 INDEC〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
n.a（2016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・諸手当等込み）
1,500～2,000米ドル
〔�出所 日系企業からのヒアリング〕

ブエノスアイレス

ボゴタ

趣きのあるボゴタの旧市街

街のシンボル「オベリスク」。市の誕生、400年を記念して建てられた

渋滞に悩むブエノスアイレスではバス専用のレーンが開通。
ボゴタのパロケマオ市場では日本食材も手に入る。
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物価データ� 2017年7月20日　調査日の現地通貨の対円レート：1アルゼンチン・ペソ＝6.5円       　

品　目　名 数　量
価格／料金

備　考 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（パスタ） 1kg 48 313 クノール500g ×2袋 スーパー「COTO」

卵 1パック（12個） 46 298 1ダース 同上

牛肉 100g 18 119 サーロイン部分 同上

しょうゆ 1ℓ 160 1,040 キッコーマン 日本食材店「Nueva Casa Japonesa」

みそ 1パック（1kg） 100 650 「マルコメみそ」 同上

ラーメン 1杯 190 1,235 醤油ラーメン単品 同上

ハンバーガー 1個 70 455 「ビッグマック」 マクドナルド

ビール 350ml 25 163 「ハイネケン」354cc 缶 スーパー「COTO」

電気料金 200kWh 186 1,210 1kWh/0.931ペソ（6.05円）。一般用電気料金カテゴ
リー。月額基本料金および諸税（44%）は含まない※ 電気会社「EDESUR」

ガソリン レギュラー1ℓ 19.75 128 Super（ガソリン）※ ガソリンスタンド「YPF」

タクシー 昼間5km 81 528 初乗り23.2ペソ（151円）、以降200mごとに2.32
ペソ（15.1円）。夜間（22時～6時）は20％プラス 市内のタクシー

携帯電話
基本料金／月 230 1,495 1GB 分インターネット接続、SMSフリー、同じ会

社の携帯への通話無料 携帯電話会社「Personal」

通話料金／月 2 15 最初の30秒料金、その後は0.07ペソ/ 秒（0.5円）

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：120㎡） 36,000 234,000 外国人向け（3LDK）

ベルグラーノ地区（日本人駐在員居住地区）※ 不動産会社「OPPEL」

自動車（新車） 1台 421,400 2,739,100 トヨタカローラ XEIMT ※ 当地トヨタウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 215 1,398 「Cars3（3D）」 映画館「Hoyts Abasto」

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 350 2,275 ゴルフクラブ「Palermo」日曜
日プレーの場合

ベビーシッター 1時間 150 975 Cuidame Mucho

ミネラルウォーター 1.5ℓ 19 125 Bonaqua（コカ・コーラ社） スーパー「COTO」

地下鉄の料金 区間共通 7.5 49 ブエノスアイレス市地下鉄

大通りの真ん中にバスレーン
「南米のパリ」とも称されるブエノスアイレスには、
多くの観光客が訪れる。特にブラジルなどの周辺諸国か
らが多い。
その街中でここ数年目にするよう

になったのが道路に作られたバス専
用レーンである。このバスレーンの
建設プロジェクトは、現大統領のマ
ウリシオ・マクリ氏がブエノスアイ
レス市長時代に着手したものだ。
最初に市内で開通したのは 2011 年。その路

線では移動時間がこれまでの 40％も削減でき
たという。その後、ブエノスアイレスの象徴で
もある「7月 9 日通り」でのバスレーン設置に
着手した。そして、13 年 7 月、幅 140 メート
ルの世界でも有数の大通りのど真ん中に、バスレーンが
誕生したのである。
工事期間中は遅々として進まない様子に市民もやきも

きしていた。しかしレーンが完成すると、市民の間でも

このプロジェクトへの評価は高まっている。
以前は平日の夕方は深刻な渋滞に見舞われていた「7月
9日通り」だったが、今はバスレーンを快適に進むバスを
目にするようになったからだ。現在では市内 8路線にま

でバスレーンは拡大。筆者も利用している。バ
スレーン完成以前は 5ブロックほどバスで移動
するのに 15 分程度かかっていたのが、今では
ほんの数分で着く。
乗車料金は 6ペソ（約 40 円）で、市内を走る

バスは 24時間運行している。都市に
よっては治安上バスの利用が危ない
ところもあるが、ブエノスアイレス
の中心地ではそこまでの心配はない。
バスが24時間運行しているメリッ
トは何か。それは夜間もバスレーン
周辺の場所が常に明るく照らされて

いることで、治安の改善にも貢献していることである。
バスレーンのネットワークは市内だけにとどまらず、郊
外にも拡大。今や市民の足として着実に浸透してきている。

（紀井　寿雄／ジェトロ　ブエノスアイレス事務所長）

$

Buenos Airesブエノスアイレス

※以外は税込み

夜間も停留所付近は人でにぎわう

市内を快適に走るバス
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「豆腐あります」の張り紙も
パロケマオは首都ボゴタから約 4キロの場所に位置す

る市内最大の市場だ。1946 年に設立（72 年から現在地）
された民営の市場で、市民の台所として親しまれている。
新鮮な野菜や果物、肉、魚、切り花、キッチン用品などの
1,000 以上の店が市場内にひしめく。一般市民はもちろん
飲食店関係者が早朝から訪れ、活気に満ちている。店主
となじみの客が親しげにあいさつをしながら値段の交渉を
する風景もよく見かける。
パロケマオ市場で売られる生鮮食品は、新鮮さと種類

の豊富さはもちろん、価格の安さも魅力だ。一般的なスー
パーよりは 2割、物によっ
ては 5割以上安いものもあ
る。例えばジャガイモは、
市内の大型スーパーエクシ
トでは 500g 当たり1,020 ペ
ソ（約 38円）で売られてい
るのに対しここでは 800 ペ
ソ（約 30 円）。トマトなら

エクシトで 500g 当た
り3,475ペソ（約129円）
に対し 1,500 ペソ（約
56円）だ。
色とりどりの果物や

野菜の美しさに目を奪
われながら迷路のよう
な市場内を歩いていくと、アジア風のちょうちんを下げた店
が並ぶ一角がある。チンゲン菜、白菜、ニラ、サツマイモな
ど、日本人にとってなじみ深い野菜が積み上げられている。
アジア系とおぼしき人たちが次々とカートに野菜を入れて
いる。店の奥には日本語で「豆腐あります」の張り紙も見え
る。店主によると、これらの野菜はコロンビア西部のカリ市
で栽培されており、客のほとんどは中国人、韓国人、日本人
で、飲食店関係者が大半を占めるそうだ。ちなみにチンゲ
ン菜が 500g 当たり2,500 ペソ（約 93円）、サツマイモが同
3,500 ペソ（約 130円）と、こちらもお手頃である。ボゴタの
一般的なスーパーでは普段見かけることのないアジア系の
野菜を入手できるのも、この市場に来る楽しみの一つだ。

（茗荷谷　奏／ジェトロ　ボゴタ事務所）

Bogotáボゴタ

物価データ� 2017年6月23日　調査日の現地通貨の対円レート：1コロンビア・ペソ＝0.03円       　

品　目　名 数　量
価格／料金

備　考 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（コメ） 1kg 4,340 130 スーパー「カルージャ」

卵 1パック（12個） 9,020 271 同上

牛肉 100g 3,355 101 国内産ロース 精肉店「コジョマド」

しょうゆ 296ml 10,850 326 キッコーマン スーパー「カルージャ」

みそ 1パック（750g） 14,790 444 Sakura Shiro Miso 「イーペルマール」（日本食材
取扱い店）

ラーメン 1杯 14,800 444 しょうゆラーメン ラーメン店「渡海の麺」

ハンバーガー 1個 9,900 297 「ビッグマック」 マクドナルド

ビール 330ml 2,320 70 「クラブ・コロンビア ドラーダ」 スーパー「カルージャ」

電気料金 200kWh 1,081,200 32,436 一般的な駐在員が住むエストラート6の料金※ 電気会社「コデンサ」

ガソリン レギュラー1ℓ 2,264 68 8,570ペソ／ガロン ガソリンスタンド「TEXACO」

タクシー 昼間5km 7,100 213
初乗り28ユニット、1ユニット（100mまたは24秒）は82ペソ。
ただし、50ユニット未満は一律4,100ペソ。
左記は渋滞を考慮せずに昼間5km 移動した場合

ボゴタ市内のタクシー

携帯電話 基本料金／月 83,900 2,517 無料通話（制限なし）および3.5GB のデータ
通信料を含む（税込）。 携帯電話会社「クラロ」

通話料金／分 - -

アパート賃借料 家具付き1カ月
（居住面積：135㎡） 5,700,000 171,000 2LDK、エストラート6地区※ 不動産会社「メトロクアドラ

ド」のウェブサイト
自動車（新車） 1台 205,500,000 6,165,000 トヨタ「プラド TX（ガソリン）」 DISTOYOTA のウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 24,000 720 「カーズ3」3Dシアター（金・土・日・祝日料金） 映画館「シネ・コロンビア」

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 130,000 3,900 週末（午前スタート）料金、パブリック ゴルフクラブ「UMB Golf Club」

ベビーシッター 1時間 5,000 150 派遣会社などを通さず直接雇用が多い

コーヒー豆 500g 36,100 1,083 フアン・バルデス

花束（バラ） 25本 25,000 750 露店

$

※居住地はエストラートという社会経済区分によって分けられている。数字が大きいほど経済的余裕のある人が住む地域。公共料金も区分によって異なる。

パロケマオ市場内の様子

生花の生産量は世界規模を誇る


