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デュッセルドルフブリュッセル

デュッセルドルフでは、20年余をかけてきた目抜き通りと公園をつなぐ再開発プロジェクトが数年後 

に完成予定。ブリュッセルでは、150年余の歴史あるチョコレート・ブランドショップが軒を連ね、

お気に入りチョコを探す楽しみがある。欧州2都市から届いた暮らしの断面を紹介。

欧州編

■ドイツ基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　43,707ドル（2010年）〔出所  ドイツ連邦統計庁〕

＊人口
　8,180万人（2009年）〔出所 同上〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
　1.1%（2010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）

　4,100ドル

■ベルギーの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　43,552ドル（2009年）〔出所 IMF〕

＊人口
　1,086万人（2010年）〔出所 ベルギー連邦政府〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
　2.3%（2010年）〔出所 ベルギー国立銀行〕

＊�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）

　3,814ドル

★

Bruxelles

Düsseldorf

ショッピング客でにぎわうケーニヒス・アレー

歴史的建物が並ぶグランプラス
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ノイハウス本店の外観

　「チョコレート王国」。これがベルギーの異名だ。年
間のチョコレート消費量は 1 人当たりおよそ 7 キロ。
日本の約 3倍だ。男性が会社帰りに 1人でチョコレー
ト店に立ち寄る姿もよく見掛ける。
　当地の企業概要ランキング誌「トレンドトップ」
によると、ベルギーに拠点を構えるチョコレート菓子
製造業者は 271 社。2010 年のチョコレート菓子の生
産量は 6億 4,695 万トン、生産額は 22 億 2,963 万ユー
ロに上った（連邦経済省統計局）。
　ベルギー王室御用達ブランドは、5年ごとに厳密な
審査を経て認定される。11 年現在、ゴディバのほか、
ノイハウス、ガレー、ヴィタメールが認定されてい
る。中でも最も歴史あるのは、1857 年に薬と菓子を
扱う店として創業されたノイハウス。ベルギーチョコ
を世界的に有名にしたといわれる。成功の要因は何と
言っても多様な味の商品を世に送り出したことだろう。
1912 年、焙煎したナッツ類に加熱した砂糖をあえて
カラメル化した「プラリネ」を、ジョン・ノイハウス
氏が初めて開発した。これによりさまざまな味付けや

成型が可能になった。さら
に、今では定番の箱詰め販
売も始めた。当初、フライ
ドポテト販売で使うような
コーン型の紙容器で売られていたため、容器を握る手
のぬくもりでチョコレートが溶けてしまうと問題が
あった。それを箱詰めで解決した。
　数多くのチョコレートブランドの中から自分のお気
に入りを見つけるのはなかなか大変だが、気になる
チョコレート数個を袋詰めで買っていろいろ試すのも
楽しい。友人宅に招待された時は、花束の代わりにチョ
コレートを手土産にする。これがベルギー流だ。

（小林　華鶴／ブリュッセル事務所）

ブリュッセル Bruxelles

お気に入りチョコを探す楽しみ

物価データ 　2011年6月8日　調査日の現地通貨レート：1ユーロ＝117.31円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
ユーロ 円換算

主食（ジャガイモ） １ｋｇ 1.62 190 スーパー「デレーズ」
卵 １パック（6個） 1.84 216 Lサイズ 同上
牛肉 １００ｇ 1.66 195 ステーキ用 同上
しょうゆ １リットル 6.3 739 『キッコーマン』 日本食材店「けんちゃん」
ハンバーガー １個 3.75 440 『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 0.75 88 『スパ』 スーパー「デレーズ」
ビール 330ミリリットル 0.79 93 『ジュピラー』（缶入り） 同上
トイレットペーパー 6個 2.27 266 同上
ジーンズ メンズ 89.95 10,552 『Levis 501』 Levis.euのオンラインショップ
電気料金 200kWh 44.95 5,273 1カ月200kWh使用した場合の料金 電力会社「エレクトラベル」

ガソリン レギュラー1リットル 1.616 190 EUROSUPER 95 市内ベイヤーのガソリンスタンド
「TOTAL」

タクシー 昼間５ｋｍ 10.4 1,220 初乗り2.4ユーロ+1.6ユーロ/km タクシー会社「タクシーベール」

携帯電話
基本料金／月 10 1,173 

料金プラン「スマイル・トゥギャザー」 携帯電話会社
「ベルガコム・プロキシムス」通話料金／分 0.18 21 

アパート賃貸料 家具付き１カ月
（居住面積 ： 120㎡） 1,750 205,293 外国人用、3寝室、駐車場1台分、

管理費込み ウォルウェ・サンランベール地区

自動車（新車） １台 30,200 3,542,762 『BMW320i』（税込） BMWカタログ
映画鑑賞 ロードショー１本 9.9 1,161 『Black Swan』 映画館チェーン「UGC」
ゴルフ･ラウンドフィー １ラウンド 65 7,625 ビジター週末料金（平日：40ユーロ） ルーバンラヌーヴ・ゴルフクラブ
ベビーシッター １時間 8 938 子ども1人を預ける場合 ベルギー人ベビーシッター

ノイハウス本店の店内
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　週末や休日に人々でにぎわうデュッセルドルフ中心
部のショッピング街、ケーニヒス・アレー。高級ブ
ティック、デパート、おしゃれなカフェが立ち並ぶ。
この大通りを北上すると高架橋を挟んで市民の憩いの
公園、ホーフガルテンが広がる。
　今、この通りと公園の間で大規模な工事が進行中。
林立するクレーンが、街の美観をかなり損ねている。
「ケー・ボーゲン」プロジェクトの現場だ。
　ケーニヒス・アレー北端付近で始まった新地下鉄
「ウェアハーン線」の建設に伴い、この地域の路上
交通量が急減。これを契機にデュッセルドルフ市は
1999 年、商業施設・オフィス用の複合ビル「ケー・ボー
ゲン」の建設を計画した。高架橋を取り除き、道路を
地下に通して、第二次世界大戦前のように、ケーニヒ
ス・アレーとホーフガルテンをつなげようとしている。
　08 年に設計デザインを国際入札し、9.11 同時多発
テロ事件後の世界貿易センター跡地再建を手掛けた世
界的建築家ダニエル・リーベスキンドの草案が採用さ
れ、13 年秋に完成予定だ。建設の総コストは 3億ユー

ロ（約 340 億円）に及ぶ。6階建てのビルは、3階ま
でが商用、4階以上はオフィス用。ホーフガルテン方
面に弧を描くデザインで、自然とビジネス、レジャー
と仕事の架け橋となることを目指している。完成すれ
ば、アルトシュタット（旧市街）、ケーニヒス・アレー
に次ぐ新名所になるだろう。
　当初は、市内交通の再編やコストに対する市民か
ら批判の声が少なくなかった。そこで市は 11 年 4 月、
計画の背景や経過を市民に公開するべく「ケー・ボー
ゲン・パビリオン」を工事現場近くに設置。市民から
のアイデア・意見も募集し、市民参加型でプロジェク
トを進める姿勢を示す。今後、市内の風景がどう変わ
るか楽しみである。

（ゼバスティアン・シュミット／デュッセルドルフ事務所）

デュッセルドルフ Düsseldorf

新名所「ケー・ボーゲン」、完成間近

物価データ 　2011年6月20日　調査日の現地通貨レート：1ユーロ＝114.49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） １ｋｇ 1.99 228 スーパーマーケット「レーヴェ」
卵 １パック（10個） 2.29 262 同上
牛肉 １００ｇ 1.3 149 同上
しょうゆ １リットル 5.95 681 『キッコーマン』 日本食料品店
ハンバーガー １個 3.29 377 『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 0.69 79 『ゲロルシュタイナー』
容器デポジット0.15ユーロ別 スーパーマーケット「レーヴェ」

ビール 330ミリリットル 0.59 68 『ビットブルガー』
容器デポジット0.08ユーロ別 同上

トイレットペーパー 10個 3.19 365 同上
ジーンズ メンズ 109.9 12,582 『リーバイス』 デパート「ピーク&クロッペンブルク」
電気料金 200kWh 51.89 5,941 シュタットヴェルケ（デュッセルドルフ市営企業）
ガソリン レギュラー1リットル 1.59 182 シェル
タクシー 昼間５ｋｍ 10.6 1,214 タクシーデュッセルドルフ

携帯電話
基本料金／月 24.95 2,857 

ドイツテレコムのウェブサイト
通話料金／分 0.29 33 ドイツテレコムの加入者同士の電話は無料

アパート賃貸料 家具付き１カ月
（居住面積 ： 95㎡） 1,200 137,388 外国人用、光熱費込み 不動産会社「ホームカンパニー」

自動車（新車） １台 25,425 2,910,908 『VW Passat Variant Trendline』 フォルスクワーゲンのウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー１本 8 916 『パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉』
週末（金～日）料金

市内映画館「UCIキノヴェルトデュッセ
ルドルフ」

ゴルフ･ラウンドフィー １ラウンド 65 7,442 18ホール、週末・休日料金 市内ゴルフクラブ
ベビーシッター １時間 8 916 市内

ケー・ボーゲン・パビリオンで再開発状況を公開中

世界の暮らしが見える

物価ウオッチング
欧州編
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