
トラムが行き交う繁華街

マドリード市庁舎の立つシベーレス広場市民や観光客が集まるサンミゲル市場

レマン湖からモンブランを望む
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◦スイスの基礎経済指標
１人当たりGDP
６万8,750ドル（2009年）

〔出所　スイス連邦経済省〕

人口
778万人（2009年）

〔出所　スイス連邦統計局〕

消費者物価（CPI）上昇率
-0.5％（2009年）

〔出所　スイス連邦統計局2010年１月発表〕

外資系企業事務系スタッフ月額給与水準
（賞与・諸手当込み）
5,000ドル

◦スペインの基礎経済指標
１人当たりGDP
３万2,473ドル（2008年）

〔出所　国家統計局（INE）〕

人口
4,675万人（2009年）

〔出所　同上〕

消費者物価（CPI）上昇率
-0.3％（2009年）

〔出所　同上〕

外資系企業事務系スタッフ月額給与水準
（賞与・諸手当込み）
2,500ドル

〔出所　民間コンサルタントデータ〕
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世界の暮らしが見える

物価ウオッチング　　 欧州編

ジュネーブ マドリード
ジュネーブではレマン湖畔の段々畑のブドウでつくられたワイン，マドリードでは休肝日にも安心して飲める
「シン」ビール。今回は欧州アルコール百景。



 物価データ� 調査日2010年２月８日　調査日の現地通貨の対円レート：１スイスフラン＝83.68円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（スイスフラン） （円換算）
主食（パン） １kg 6.1 510 デパート「マノール」食品売り場

卵 １パック（６個） 4.5 377 同上

牛肉 100g 3.32 278 サーロイン（１kg の固まりで販売） スーパー「アリグロ」

しょうゆ １リットル 8.8 736 『キッコーマン』 日本食材店「うち富」

ハンバーガー １個 6.5 544 『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 1.7 142 『エビアン』 デパート「マノール」食品売り場

ビール 500ミリリットル 1.55 130『カーディナル』 同上

男性用スーツ 中級品１着 499 ４万1,756 ラニフィシオ製 デパート「マノール」

電気料金 200kWh 49.9 4,176 ジュネーブ産業公社料金表

ガソリン レギュラー１リットル 1.62 136 税込み ガソリンスタンド「ミグロール」

タクシー 昼間５km 22.3 1,866 初乗り6.3スイスフラン，１キロ3.2スイス
フラン

タクシー会社より聞き取り

携帯電話 基本料金／月 12 1,004 基本契約料 電 話 会 社「 ス イ ス コ ム」
（http://www.swisscom.ch）通話料金／分 0.012 １ 固定電話への通話

アパート賃貸料 家具付き１カ月 6,200 51万8,816 ３～４LDK，マラニュー周辺 不動産情報サイト（http://
www.geneveimmobilier.ch/）（居住面積：140㎡）

自動車（新車） １台 ４万5,600 381万5,808 『アコードセダン』 ホンダ・スイス（http://www.honda.ch）

映画鑑賞 ロードショー１本 18 1,506 『アバター』 バレクセール映画館（一律）

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド 100 8,368 平日プレイフィー Golf Club de Geneve

ベビーシッター １時間 15 1,255 人数に応じて変動 ジュネーブ大学学生アルバイ
トより聞き取り
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　ジュネーブはスイスの最西端に位置し，晴れた日には
モンブランを望むことができる。この風光明媚（ふうこ
うめいび）な都市は，レマン湖ぬきには語れない。
　スイスといえば，雪を頂く険しいアルプス山脈を想像
されるかもしれないが，ジュネーブの気候はスイスのほ
かの都市と比べて温暖で，レマン湖畔には観光の穴場が
多数ある。60年ほど前に作られた高さ140メートルの噴

水は，当地のシンボルと
して年間を通じて人々の
目を楽しませる。昨年夏，
落雷で４日間止まった時
には，噴水管理担当の市
当局に多くの苦情が寄せ
られた。レマン湖は当地
の風景を彩るとともに，
人々の生活の基礎でもあ
る。
　当地の名物料理といえ
ば「フィレ・ド・ペルシ
ェ」。レマン湖で捕れた
スズキ科の淡水魚のムニ
エルだ。湖畔レストラン

のテラスでいただく
のは最高の贅（ぜい）
沢である。ただ，残
念なことに漁獲量が
減少し，最近はエス
トニアなどの外国産
が多い。
　人々の足として欠
かせないのが湖を縦横に行き来するジュネーブ交通公社
運営のボート。チケットは，バスやトラムと共通で１回
３スイスフラン（約250円）で60分乗り放題。当事務所
職員も通勤で利用する。
　極め付きはレマン湖に反射する太陽光。その陽光は，
湖西に広がる金色に実ったブドウの段々畑を鮮やかに浮
かび上がらせる。2007年にはその美しさからユネスコ世
界遺産に登録された。自然からの貴重な贈り物だ。
　日光浴好きのスイス人。夏には湖畔の砂浜で甲羅干し
する。今夏には砂浜が延長され憩いの場は一段と充実す
るという。毎年８月初めに開催されるジュネーブ祭りで
は，納涼船で花火をめでるという楽しみもある。
　ジュネーブ暮らしにレマン湖は計り知れない恩恵をも
たらしている。� （髙倉　秀和／ジュネーブ事務所）

ジュネーブ�Geneva
レマン湖の恵み

レマン湖の味「フィレ・ド・ペルシェ」

噴水はジュネーブのシンボル



 物価データ� 調査日2010年２月22日　調査日の現地通貨の対円レート：１ユーロ＝124.47円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（ユーロ） （円換算）
主食（パン） 250kg 0.41 51 スーパー「アルカンポ」

卵 １パック（12個） 1.58 197 同上

牛肉 100g 3.5 436 ヒレ肉 同上

しょうゆ １リットル 5.95 741 『キッコーマン』 日本食品店「トーキョー屋」

ハンバーガー １個 3.4 423 『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 0.45 56 『フォン・ベリャ』 スーパー「アルカンポ」

ビール 330ミリリットル 0.56 70 『マオウ』 同上

男性用スーツ 中級品１着 380 ４万7,299 『エミディオ・トゥッシ（Emidio Tucci）』 デパート「エル・コルテ・イングレス」

電気料金 200kWh 30 3,734 別途月額基本料金2.20ユーロ 産業観光商務省

ガソリン レギュラー１リットル 1.11 138 市内ガソリンスタンド「セプサ」

タクシー 昼間５km 3.03 377 市内

携帯電話 基本料金／月 10.44 1,299 基本プラン（BASICO） 携帯電話会社「テレフォニ
カ・モビスター」通話料金／分 0.52 65 最初の１分当たりの料金。以降１分当たり

0.35ユーロ

アパート賃貸料 家具付き１カ月 1,900 23万6,493 3LDK，駐車場込み，ラパス地区 不動産情報サイト「イデアリ
スタ」（居住面積：160㎡）

自動車（新車） １台 ２万8,600 355万9,842 『トヨタ・アベンシス』 トヨタ・エスパーニャ

映画鑑賞 ロードショー１本 7.5 934 一律 市内映画館「コンデ・ドゥ
ケ・ゴヤ」

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド 120 １万4,936 週末ビジター 市内近郊ゴルフ場「ロス・レ
タマレス」

ベビーシッター １時間 12 1,494 週末夜３時間頼んだ場合の１時間当たり料金 ベビーシッター派遣会社「カ
ングロス・マドリード」
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　アルコール度数が1.0％未満のビールテイスト飲料が
人気だ。「シン・アルコール」（ノン・アルコールの意）
と呼ばれ，国内ビール消費全体の13％を占めている。
EU諸国の中では第２位のフランス（7.1％）を大きく
上回るシェアを誇る。
　シン・アルコールは，1990年代に定着し始め，2000年
代に入り急速に普及した。近年普及が進んだ要因の一つ
には，飲酒運転の取り締まり強化がある。スペインは以
前は「飲酒運転に対しては比較的寛容」ともいわれた。
しかし，交通死亡事故の増加が社会問題化する中で，死
亡事故の主要因であるスピード違反と飲酒運転に対する
罰則基準の見直し（99年），運転免許の点数制の導入
（05年），街頭取り締まり強化など，対策が進んだ。
　ビール業界は交通規制当局とタイアップし，「乗るな
ら『シン』を飲もう」キャンペーン注を展開した。アル
コール消費減少を補うのが狙いだ。各メーカーはアルコ
ール度数がより低い「0.0」（0.1％未満）を市場に投入
して商品ラインアップを強化した。
　健康志向の高まりも普及要因の一つだ。一般のビール
に比べカロリーが約３分の１と低く，清涼飲料水とは違
ってビタミンやミネラルを多く含むことなどがアピール
した結果，ダイエットを考える人や妊娠・授乳期の女性

に受け入れられている。価格が一般のビールに比べ１割
ほど安いことも消費者に受け入れられている点だろう。
　ビール業界の成功を見て，ワインメーカーにも「シ
ン」を市場投入する新たな動きがある。週一日の休肝日
に「0.0」ビールを楽しんでいる筆者にとっては，選択
肢にワインも加わることは非常にありがたい。

（戸塚　隆友／マドリード事務所長）

注：常識的な摂取量の範囲では罰則基準（一般ドライバーの場
合，呼気中0.25mg 以上）に達することはないが，体質的
にアルコールに弱い人は注意が必要だと消費者団体は警告
している。

マドリード�Madrid
乗るなら「シン」を飲め

スーパーに並ぶ「シン」ビール

バル（スペイン居酒屋）でも「シン」


