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パリロンドン

オリンピック開催を間近に控えたロンドンでは、宿泊料金の高騰や交通システムの混乱が懸念される。

これらを冷めた目で見る市民も。パリでは営業時間の長い小型スーパーが急増中。観光客にとって便利

になっただけでなく、市民の買い物の習慣にも変化があるという。欧州2大都市の最新事情をリポート。

欧州編

■フランスの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　34,092ドル（2010年）〔出所  IMF〕

＊人口
　 6,535万人（2012年）〔出所 国立経済統計研究所（INSEE)〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
　2.3%（2012年）〔出所 同上〕

＊��事務系スタッフ月額給与水準（賞与・諸手当込み）
　2,839ドル　＊税引き後〔出所 同上〕

■英国の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　39,600ドル（2011年）〔出所 IMF〕

＊人口
　 6,230万人（2010年央）〔出所 英国国民統計局（ONS）〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
　4.5%（2011年）〔出所 同上〕

＊�事務系スタッフ月額給与水準（賞与・諸手当込み）
　2,400～3,700ドル　＊税引き前〔出所 求人ウェブサイト〕
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小型スーパー
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　ロンドンオリンピックが 7月 27 日に開幕する。216
カ国から 1万 6,000 人の選手が参加、400 万人以上の
観光客が訪れると予測される。この都市型五輪には、
宿泊料金の高騰や交通システムの混乱といった懸念が
ある。
　ホテルの宿泊料金は、繁忙期の 2 倍以上につり上
がっている。マラソンコースに近いキャスウェルホテ
ルは、昨年のクリスマス時期の料金が 60 ポンドに対
し、会期中は 120 ポンド。ザ・ドーチェスターは、同
じく 295 ポンドが 695 ポンドになっている。欧州旅行
産業委員会の調査によると、過去の五輪では宿泊料金
の高騰により、逆に観光客離れが起きたという。これ
を受けたロンドン市長は、市内各ホテルに「適正価格
宣誓書」の承諾を呼びかけている。
　五輪開催を冷ややかな目で見る一部の市民は、混雑
を避けるために会期中は休暇を取り、その間に自宅を
貸し出すことをもくろんでいる。賃貸料金はさまざま
だが、ホテルより格安なため人気は上々のようだ。
　交通も関係者が頭を抱える問題だ。市民 800 万人

の足である地下鉄は遅
延や運休が日常茶飯事。
夏は通常でも観光客で
あふれ返るロンドンの
街。今年は大混乱が予
想される。会期中は道
路を封鎖して関係者専
用レーンが設置される
ため、物流や商用など
への深刻な影響も懸念
される。2010 年 7 月に
導入されたレンタル公
共自転車も利用できるが、英国は日本と同じ左側通行。
他国からの観光客にとっては混乱の種となりそうだ。
少しでも状況を改善しようと、オリンピック委員会は
企業に対し、フレックスタイム制度の導入や在宅勤務、
果ては混乱を避けるために仕事帰りにパブに立ち寄っ
てから家路につくよう呼びかけている。
　会期中にロンドン訪問予定の方は、ホテル料金、交
通の混乱に注意してお越しください。

（富井　尚美／ジェトロ　ロンドン事務所）

ロンドン London

五輪前夜

物価データ 　2012年3月13日　調査日の現地通貨レート：1ポンド＝124.88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 1.6 200 全粒粉・雑穀入りパン 100gの価格か
ら換算 スーパー「セインズベリーズ」ウェブサイト

卵 1パック（6個） 1.68 210 Lサイズ 同上

牛肉 100g 1.75 219 ステーキ用サーロイン1kgの価格から
の換算 同上

しょうゆ 1ℓ 4.25 531 『キッコーマン』 ピカデリー地区日本食材店
ハンバーガー 1個 2.59 323 『ビッグマック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 1ℓ 0.6 75 『エビアン』100mlの価格から換算 スーパー「セインズベリーズ」ウェブサイト

ビール 350mℓ 0.9975 125 『フォスターズ』440ml 4本入りの価格
から1本分に換算 同上

トイレットペーパー 9個 3.99 498 『ソフトホワイト トイレットロール』 同上
ジーンズ メンズ 85 10,615 『リーバイス501』 リーバイスショップ
電気料金 200kWh 37 4,621 31日間の家庭での利用の場合 ブリティッシュ・ガス
ガソリン レギュラー1ℓ 1.38 172 無鉛ガソリン地域平均価格 「ペトロール・プライシズ・ドットコム」ウェブサイト
タクシー 昼間5km 14 1,748 初乗り2.2ポンド ロンドン交通局

携帯電話
基本料金／月 10.5 1,311 12カ月のシムカード契約。

無料通話100分込み 通信会社「オーツー」
通話料金／分 0.25 31

アパート賃貸料 家具付き1カ月 3,120 389,626 セント・ジョンズウッド地区
（3ベッドルーム） 日系不動産会社ウェブサイト

自動車（新車） 1台 20,380 2,545,054 『ニューシビック ES』 ホンダUK
映画鑑賞 ロードショー1本 12 1,499 『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』 映画館「オデオン・レスター・スクエア」
ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 50 6,244 週末料金 ハットフィールド・ロンドンカントリークラブ
ベビーシッター 1時間 6.1 762 ベビーシッター派遣会社「シッターズ」

セント・パンクラス駅
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　近年、パリ市内で目立つのが小型スーパーだ。パリ
だけではなく国内の大都市はどこも同様の傾向にある
ようだ。これまで夜間や日曜日にちょっと足りないも
のを買うには、マグレブ人（北西アフリカ出身者）が
経営する通称「エピスリー・ア
ラブ」（食料品店）を利用する
のが常だった。やや値段は高い
が、日曜、夜間でも開いている
ので便利だ。
　その牙城にライバルが出現し
た。大手スーパーが小型店を軒
並み開業しているのだ。24 時
間営業の日本のコンビニには及
ばないが、朝 7、8時から夜 10 時、真夜中まで営業す
る店も少なくない。本来、日曜営業は小型店に限り午
前中のみとされているが、最近では法の網をくぐり抜
けて、日曜午後まで営業する店も見られる。「フラン
スでは日曜はスーパーで買い物ができない」と思い込
んでいた外国人にはうれしい誤算だろう。

　小型スーパーの登場で買い物スタイルも変わりつつ
ある。郊外の大型スーパーに車で乗り付け、1週間分
の食料品や生活用品を買いだめする。そういった従来
の生活パターンから、近所の小型スーパーで小まめに
買い物をする人も増えた。小型スーパーでは、同一
チェーンに属する他店との比較でも価格的には 2～ 3

割高になるものの、郊外まで車
で行く時間と手間が省け、必要
なものだけを購入できるため無
駄がない。また小型店ならでは
の「顔の見える対応」が常連客
を生む側面もある。最近では小
型スーパーも差別化され、ディ
スカウント、高級志向、自然食
品など、顧客は自分の好みと必

要に合わせて店を選択することができる。
　日曜や夜間就業に対して労働組合側は厳しい姿勢を
示すが、利用者は増えているようだ。流通業経営者側
は、商店規模の縮小と小型中型店を中心とした再編成
をさらに進めていく方針だという。

（渡辺　智子／ジェトロ　パリ事務所）

パリ Paris

小型スーパーで集客

物価データ 　2012年3月1日　調査日の現地通貨レート：1ユーロ＝108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） バゲット1本 0.95 103 バゲット1本は小麦粉250g パリ市8区パン屋
卵 1パック（6個） 1.15 124 有機卵は3.15ユーロ（6個） パリ市8区大手スーパー
牛肉 100g 1.45 157 ステーキ用赤肉1㎏の価格から算出 同上
しょうゆ 1ℓ 9 972 『ヤマサ』 パリ市内日本食材店
ハンバーガー 1個 3.8 410 『ビッグマック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 1ℓ 0.53 57 『エビアン』 パリ市8区大手スーパー
ビール 330mℓ 0.96 104 『1664』 同上

トイレットペーパー 6個 2.55 275 スーパーPB。リサイクルペーパー使用
は1.8ユーロ 同上

ジーンズ メンズ 99 10,692 『リーバイス501』 パリ市1区洋装店
電気料金 200kWh 18.32 1,979 夜間割引料金（23～翌7時）は40％安 仏電力（EDF）
ガソリン レギュラー1ℓ 1.7 184 無鉛 「エッソ」（パリ市内12区）
タクシー 昼間5km 7.2 778 初乗り2.40ユーロ パリ市内周辺

携帯電話
基本料金／月 47 5,076 無料通話2時間込み。20～8時と週末

の通話、SMS、インターネットは無制限 通信会社「SFR」
通話料金／分 0.38 41

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：75㎡） 2,800 302,400 外国人用パリ7区 賃貸アパート探索サイト

自動車（新車） 1台 16,500 1,782,000 『プジョー207』（セダン、5ドア） プジョー
映画鑑賞 ロードショー1本 10.9 1,177 『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』 パリ市8区シャンゼリゼ通り映画館
ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 56 6,048 週末料金（平日は37ユーロ） パリ郊外（100㎞）ゴルフ場

ベビーシッター 1時間 7.5 810 平日夜10時までの税込料金平均
（最低2時間） 「ベビーシッティングサービス・ドット・コム」ウェブサイト

世界の暮らしが見える

物価ウオッチング
欧州編

自然食品系小型スーパー
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