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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

欧州編
マドリード ジュネーブ ミラノ

気さくで友好的な人々が多く、明るく楽しい街マドリード。
レマン湖の青、その奥に白いアルプス、住民の4割以上は外国人、国際都市ジュネーブ。

モードの発信地であり、おしゃれな人が集う北イタリア最大の都市ミラノ。
大都会でありながら、大自然も身近にある欧州3都市の日常をスケッチ。

■マドリード州の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
2万9,385ユーロ（2012年）
〔出所　スペイン国家統計局〕

＊人口
650万人（2012年）
〔出所　同上〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
2.4％（2012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）
2,700～3,400ドル
〔出所　民間コンサルティング会社給与統計〕

■ジュネーブ州の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
10万6,376スイスフラン（2012年）
〔出所　ジュネーブ州統計局〕

＊人口
47万人（2013年5月末）
〔出所　同上〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
▲0.4（2012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）
8,000～9,000ドル〔出所　同上〕

■ロンバルディア州の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
3万3,484ユーロ（2011年）
〔出所　ロンバルディア州資料〕

＊人口
970万人（2011年12月末）
〔出所　同上〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
2.8％（2012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）
3,671～5,243ドル
〔出所　民間コンサルティング会社給与統計〕

Madrid

近未来的な

マドリード地下鉄

市内の移動は路面電車が便利

レマン湖越しに名峰モンブランを臨む

市民の憩いの場、レティーロ公園

イタリア料理にはかかせないポルチーニ茸

Milano

ポピーが満開ペルル・デュ・ラック公園
Genève
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ご当地ファストフードで集客
「うちの町ではファストフードチェーン店は半年も

もたなかったよ。スローフードが一番だ」。15 年前、
留学先のスペイン人学生が誇らしげに言っていたのが
今ではうそのようだ。かくもアンチジャンクフード指
向のスペインだが、2012 年は、外食業全体の売上高
が減少する中、ファストフードの健闘が目立った。

不況下のファストフード好調――レストランやバル
（スペイン風居酒屋）がシャッターを下ろす中、大手
チェーンは店舗網を拡大し続けている。大手は品質、
夜間営業、遊具、ドライブスルー、無料の公衆無線
LAN と至れり尽くせりのサービスを強調するが、安
さが決め手である点は否めない。「4 人家族で食べて
も 20 ユーロでお釣りが来るのはここだけ」と主婦は
口をそろえる。

不健康、肥満の元凶との批判に対し、大手はご当地
メニューや健康志向で応戦中だ。マクドナルドは冷製
トマトスープのガスパチョに加え、堅パンに豚肉ソテ
ー、国産熟成チーズをはさんだ素朴なサンドイッチを
通常メニュー化。バーガーキングもバルで定番のブラ

バ（ピリ辛トマ
トソース）やア
リオリ（ニンニ
クマヨネーズ）
をかけたハンバ
ーガーを不定期
に 投 入。KFC

（ケンタッキー
フライドチキン）も歯ごたえを好むスペイン人向けに
クリスピー系商品を強化。スターバックスもエスプレ
ッソにたっぷりの牛乳を注いだカフェラテとは別に、
同じ中味をスペイン語の「カフェコンレチェ」として、
マグではなくオーソドックスな陶器カップで提供。一
部店舗ではイベリコハムのミニサンドもある。
「ファストフードなんて」と顔をしかめて見せつつ、

「スペインの食材だから食べられそう」とレジに並ぶ。
子どもは大人のサンドイッチに挟まっている、食べな
れた生ハムやチーズをおねだりする。食後は立ち上が
りおもむろにエスプレッソを注文。スローフードの国
におけるファストフードの有りようだ。

（伊藤　裕規子／ジェトロ　マドリード事務所）

マドリード Madrid

物価データ� 2013年5月17日　調査日の現地通貨の対円レート：1ユーロ＝131.93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 1.44 190 スーパー「アルカンポ」

卵 1パック（12個） 1.79 236 同上

牛肉 100g 3.00 396 ヒレ肉 同上

しょうゆ 1ℓ 6.58 868 キッコーマン 市内日本食材店

ハンバーガー 1個 3.60 475 ビッグマック マクドナルド

ミネラルウオーター 1ℓ 0.55 73 『フォン・ベリャ』 スーパー「アルカンポ」

ビール 350ml 0.57 75 『マオウ』 同上

トイレットペーパー （16）個 3.55 468 『スコテックス』 同上

ジーンズ 1本 91 12,006 メンズ『リーバイス501』 デパート
「エル・コルテ・イングレス」

電気料金 200kWh 38 5,013 月額基本料金2.32ユーロ別途 産業観光エネルギー省

ガソリン レギュラー1ℓ 1.41 186 市内ガソリンスタンド「レプソル」

タクシー 昼間5km 7.55 996 マドリード市役所ウェブサイト

携帯電話
基本料金／月 10.89 1,437 または、月額一律42.35ユーロで通話無制限

「モビスター」ウェブサイト
通話料金／分 0.18 24 通話時間にかかわらず1回当たり

の通話料

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：120m2） 1,800 237,474 3LDK、駐車場込み、サラマンカ地区 不動産情報ポータル「イデアリスタ」

自動車（新車） 1台 22,926 3,024,627 車種『トヨタ・アベンシス』 「トヨタ・エスパーニャ」ウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 9.36 1,235 映画名『アイアンマン3』 「シネサ・プリンシペ・ピオ」ウェ
ブサイト

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 148 19,526 週末ビジター 近郊ゴルフクラブ「ロス・レタマ
レス」ウェブサイト

ベビーシッター 1時間 12 1,583 週末夜3時間コース1時間当たり ベビーシッター派遣会社「カング
ロス・マドリード」

現地系ファストフード店では
豊富なピンチョスと激安ビールが目玉
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ジュネーブ Genève

物価データ� 2013年5月15日　調査日の現地通貨の対円レート：1スイスフラン＝105.1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 8.2 862 『ビオ・ナチュールプラス』 デパート「マノール」

卵 1パック（6個） 4.95 520 『ビオ・ナチューラプラン』 スーパー「コープ」

牛肉 100g 10.5 1,104 スイス産子牛ヒレ肉（フィレミニョン） 肉専門店（市内中心部モラール広場前）

しょうゆ 1ℓ 9.2 967 キッコーマン 日本食材店「うちとみ」

ハンバーガー 1個 6.5 683 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1.5ℓ 1.15 121 『ヴォルヴィック』　 スーパー「コープ」

ビール 330ml 1.15 121 『カーディナル』 同上

トイレットペーパー （9）個 6.7 704 PB 商品「スーパーソフト」 同上

ジーンズ 1本 179 18,813 メンズ　『アルマーニ・ジーンズ』 デパート「グロービュス」

電気料金 200kWh 49.9 5,244 SIG ウェブページ

ガソリン レギュラー1ℓ 1.83 192 ガソリンスタンド「ターモイル」　

タクシー 昼間5km 22.3 2,344 初乗り料金6.3＋3.2/km
（参考：荷物1.5/ 個）

タクシー料金ウェブサイト
（taxiautofare）

携帯電話
基本料金／月 59 6,201 個人向けプラン（基本） 「スイスコム」ウェブサイト

通話料金／分 0 0 スマートフォン用
国内通話料、国内 SMS 込み

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：100m2） 5,000 525,500 外国人用　マラニュー地区周辺 不動産情報サイト

（immmostreet）

自動車（新車） 1台 47,050 4,944,955 車種『ホンダ・アコード　セダン』 「ホンダ・スイス」ウェブサイト
「www.honda.ch」

映画鑑賞 ロードショー1本 18 1,892 映画名『グレート・ギャツビー』 「パテ・Rex」（市内映画館）

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 200 21,020 平日プレーフィー（キャディー代
含む50CHF/ ゴルフバック） 「ゴルフクラブ・ド・ジュネーブ」

ベビーシッター 1時間 15 1,577 人数に応じて変動。
夜間は50CHF 程度から

ジュネーブ大学
学生アルバイト斡旋センター

爽やかな夏を待ちわびて
窓を開けると昨日まで眠っていた花々が一斉に咲き

誇る――待ち望んだ春の到来…というのはアニメ、ハ
イジの一場面。スイスの春夏の気候は爽快、というの
が相場だ。なのに、今年は変だ。中世からの言い伝え
にはこうある。5 月 11～13 日にやって来る寒の戻り

「氷の聖人（Les saints de glace）」が通り過ぎるまで
は種まきは用心せよ、と。

ところが、ジュネーブの日照時間は、今年は 2 年前
の半分、降水量は 4 倍という異常ぶりだ。イベントが
中止あるいは延期されるケースも続出する始末だ。

「雪の冬、雨の春、そしてじめじめした夏？」当地紙
にはこんな見出しが躍った。ここまでの悪天候は 30
年ぶり。水不足の心配は取りあえずないが、野菜や穀
物の作付けが遅れ、品質低下が心配される。このまま
では供給不足や価格高騰の恐れもある。国内自給率
90% 以上の早

わ

生
せ

じゃがいもの生産者価格は、昨年 1.25
スイスフラン /1kg だったものが、1.45 スイスフラン
に上昇（小売価格はその約 3 倍）。しかも市場登場は
予定より 3 週間遅れだった。物価の高い当地で、食材

の値上がりはその予兆だけで
も頭が痛い。

ジュネーブの中心部から一
歩外に出るだけで牛が草を食

は

む光景が広がる。ところが実
像は牧畜農業国というイメー
ジとは異なる。実は食料自給率が低く、野菜類の
60％以上を輸入に頼っているのだ。国内農業保護も徹
底しており、肉や牛乳には最高で、1,676％もの高関
税をかける。先細る国内農業への関心を高め、環境や
都市景観への配慮と地産地消の両立を目的とした動き
がジュネーブでも始動。コルナバン駅（ジュネーブ中
央駅）裏手に広がる公園の敷地内には、有機野菜を栽
培する都市型農業支援の市民菜園も設けられた。

6 月末に山の放牧の始まりを告げるメンリッヘン牧
童祭で、アルペンホルンの柔らかな音色がユングフラ
ウの名峰にこだまする。その頃には、明るい日差しの
下ジュネーブの公園にもバラの花が咲き乱れ、移動遊
園地がやって来る。8 月にはレマン湖花火大会――ベ
ストシーズンの到来が待ち遠しい。

（洞ノ上　佳代／ジェトロ　ジュネーブ事務所）

日が長くなり夕方に
レマン湖沿いでくつろぐ人々

http://www.honda.ch/
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「食」が変わる
食習慣が大きく変わりつつある。イタリア人は、自

宅で調理し皆で食べることに大いに喜びを感じ始めて
いるようだ。ただ食欲を満たすために手っ取り早く料
理できれば良いということではない。それどころか、
おいしく手の込んだ料理で家族や友人をもてなしたい
と思うようになっているのだ。

こうしたトレンドは意外に若い世代でより顕著だ。
以前は、友人同士でわいわいやる時は、ピッツェリア
やレストランへ出かけることが多かった。それが今で
は、自宅に招き、時には一緒に料理を作ったりしてい
る。もちろん、そうすることで支出を抑えられる。そ
ればかりか、一緒に料理を作ったり、より自由な時間
を共有できるからだろう。

この新時代を築くイタリアの食習慣。きっかけは、
フードブロガーと呼ばれる人たちによるウェブサイト
のようだ。その代表格は、なんといっても「ジャッ
ロ・ザッフェラーノ（Giallo Zafferano）」だろう。バ
イブル的存在となった同サイト内には、実に多くのレ
シピが紹介されている。難しい手順はほとんどなく、

実にわかりやすい。簡単に見
栄え良く作ることができるも
のが多い。また、動画では、
おしゃれなキッチンで、わか
りやすく作り方を教えてくれ
る。料理する楽しみに目覚め
た人たちは、タブレット端末を、居間で座りながら操
作――ではなく、キッチンで料理本として、これら動
画やウェブサイトを閲覧するのに使っているのだ。

こうした傾向に符合するかのように、イタリアのキ
ッチンは最近とてもファッショナブルになった。デザ
インはもちろんのこと、使い勝手のよさも重要だ。少
なくとも調理器具、冷蔵庫、冷凍庫、ガス（電気）コ
ンロ、オーブン、電子レンジくらいは、どの家庭でも
おしゃれにとりそろえているのが実情だ。

いまやイタリア人は、自らキッチンに立つことに喜
びを感じ、サッカーの話をするのと同じくらい、料理
やレシピについて語っている。いままでの伝統的なレ
シピ・食習慣を、より新しく・洗練されたものに生ま
れ変わらせるのはいつ？それは！いまでしょ！！

（ラファエッラ・コルテラッツィ／ジェトロ　ミラノ事務所）

ミラノ Milano

物価データ� 2013年5月8日　調査日の現地通貨の対円レート：1ユーロ＝129.86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（スパゲティ） 1kg 0.78 101 Barilla ブランド スーパー「ビラ」

卵 1パック（10個） 2.09 271 同上

牛肉 100g 1.699 221 ステーキ用 同上

しょうゆ 1ℓ 5.8 753 キッコーマン アジア食材店「カタイ」

ハンバーガー 1個 3.75 487 ビッグマック マクドナルド

ミネラルウオーター 1ℓ 0.59 77 『Levissima』 スーパー「ビラ」

ビール 330mℓ 1.03 134 『Tuborg』 同上

トイレットペーパー （4）個 3.88 504 Tempo ブランド 同上

ジーンズ 1本 95 12,337 メンズ 洋品店「Cordusio」

電気料金 200kWh 51.60 6,701 0.258ユーロ /Kwh

ガソリン レギュラー1ℓ 1.699 221 「シェル」（コモ行き高速入口）

タクシー 昼間5km 20 2,597 初乗り3.20ユーロ（約1キロ）

携帯電話
基本料金／月 0 0 

通話料金／分 0.25 32 「Tim」

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：90m2） 1,700 220,762 外国人用 ミラノ市内

自動車（新車） 1台 28,440 3,693,218 車種『AlfaRomeo159Station』

映画鑑賞 ロードショー1本 8.5 1,104 映画名『Fire with fire』 Cinema「The Space」

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 75 9,740 週末料金 ゴルフクラブ「ビッラパラディーゾ」

ベビーシッター 1時間 8 1,039 

料理は好き、
でもトリッパ料理は苦手よ！


