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■ベルギーの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
4万688米ドル（2016年）〔出所 IMF〕
＊人口
1,127万人（2016年）〔出所 ベルギー連邦政府〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
2.0％（2016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）
3,636米ドル�〔�出所 日本企業へのヒアリング〕

■オランダの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
4万4,291米ドル（2015年）〔出所 世界銀行〕
＊人口
1,690万人（2015年）〔出所 ユーロスタット〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
1.10％（2017年）〔出所 オランダ中央統計局〕
＊現地企業営業職
月額給与水準（賞与・諸手当等込み）
4,996米ドル�〔�出所 Intermediair�Salariswijzer�

（求人情報サイト）〕
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物価ウオッチング
世界の暮らしが見える

アムステルダムでは、色鮮やかなウオーターボトルが大人気！
ブリュッセルでは、カーシェアリングで各社が独自サービスを展開中。
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物価データ� 調査日の現地通貨の対円レート：1ユーロ＝116.811円       　

品　目　名 数　量
価格／料金

備　考（※税込） 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（全粒粉のパン） 1kg 2.61 305 白い食パンより茶色い食パンが食卓の定番※ アルバート・ハイン

卵 1パック（10個） 2.69 314 地鶏卵※ アルバート・ハイン

牛肉 100g 2.2 257 オランダ産牛もも赤身のステーキ※ トップクラスの精肉店

しょうゆ 1ℓ 5.95 695 キッコーマン※ 韓国＆日本食材店「Shiira」

みそ 1パック（500g） 5.99 700 健蘭「米味噌」※ 韓国＆日本食材店「Shiira」

ラーメン 1杯 12 1,402 しょうゆラーメンの値段※ アムステルダム「札幌ラーメンSora」

ハンバーガー 1個 6.75 788 「ビッグマック」※ マクドナルド

コーヒーの粉 1パック（500g） 5.65 660 ※ アルバート・ハイン

ビール 350ml 0.75 88 ハイネケン※ アルバート・ハイン

チューリップの花束 10本 3 350 アルバート・ハイン

電気料金 200kWh 37.74 4,408 電気会社「ENGiE」

ガソリン レギュラー1ℓ 1.6 187 ガソリンスタンド「BP」

タクシー 昼間5km 16.68 1,948 初乗り2.95ユーロ、以降1km ごとに2.17ユー
ロ +1分ごとに0.36ユーロ

タクシー会社
「Taxicentrale Amsterdam」

携帯電話
基本料金／月 34.5 4,030 300分の無料通話および1,500MB のデータ通信

料を含む 携帯電話会社「Ben」
通話料金／月 0 0

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：101㎡） 2,290 267,497 2LDK、トイレ、風呂付浴室 不動産会社

「Amstel Makelaardij o.g.」

自動車（新車） 1台 30,930 3,612,964 トヨタ「プリウス Hybrid』 「Toyota.nl」のウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 12 1,402 「ゴースト・イン・ザ・シェル」※　 映画館
「Pathe Arena Amsterdam」

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 85 9,929 ビジター料金※ アムステルダム・ゴルフ・クラブ

ベビーシッター 1時間 6 701 子ども1人の場合の基準料金。ただし、シッターの
年齢や経験により料金変動あり※

色鮮やかなウオーターボトル
朝の通学・通勤時間に、カラフルな配色のプラスチッ
ク製ウオーターボトルをリュックサックやかばんの脇ポ
ケットに差している人々の姿をよく見かける。娘が通う
小学校に設置されている弁当箱用の棚にも、この水筒が
何本も置かれており、赤、青、黄……色とりどりの花々
が咲き誇っているかのようだ。このウオーターボトル、
ドッパーというのだそうだ。
「オランダの水道水は欧州でも安全で安いのに、なぜ
ペットボトル入りの高い水を買って、ごみを出すの？」。
ドッパー誕生のきっかけは、漂流ごみが集まる海域、い
わゆる太平洋ゴミベルトに浮かぶ大量のペットボトルの

映像に衝撃を受けた創業者
の問いによるもの。食洗機
でも洗えて、繰り返し衛生
的に使える。
オランダ人は元々倹約志

向が強く、外出時には食べ
物と飲み物を用意して持参

する。オランダの水道水は、100リットル当たり0.17ユー
ロ（約 20 円）であるのに対し、キオスクで売られてい
る500ミリリットルのペットボトルに入った水は1本1.5
～2 ユーロ（175～233 円）である。
近年は飲料メーカーが販売するペットボトルの水のほ

うが、水道水よりも安全かつ高ミネラルで健康的だと思
う人も増えているようだ。しかし、ワインやガソリンよ
り高価なペットボトルの水を購入するくらいなら、安
全・格安で環境にやさしい水道水を選ぶ。目立つ配色と
デザインも功を奏し、いまやドッパーはヒット商品だ。
ゴッホ美術館をはじめとした美術館や博物館の定番土産
にさえなっている。

（新岡　由紀／ジェトロ　アムステルダム事務所）

€
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Amsterdamアムステルダム

小学生にも大人気

リュックサックにはドッパーが

店頭に並べられたドッパー



物価データ� 調査日の現地通貨の対円レート：1ユーロ＝115.31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（ジャガイモ） 1kg 2.19 253 デレーズ

卵 1パック（12個） 4.25 490 デレーズ

牛肉 100g 1.67 193 ステーキ用 デレーズ

しょうゆ 1ℓ 7 807 キッコーマン 日本食材店「田川」

みそ 1パック（750g） 4.8 553 「マルコメだし入り」 日本食材店「田川」

ラーメン 1杯 12 1,384 しょうゆラーメン ラーメン店「黒板」

ハンバーガー 1個 4.05 467 「ビッグマック」 マクドナルド

フライドポテト 1個（小） 2.3 265 ソースは別料金で0.7ユーロ 露店

ワッフル 1個 2 231 露店

ビール 350ml 1.05 121 「ジュピラー」 カルフール

電気料金 200kWh 11.18 1,289 消費量によって変動する 電気会社「エンジー・エレクトラベル」

ガソリン レギュラー1ℓ 1.365 157 シェル

タクシー 昼間5km 14 1,614 初乗り2.4ユーロ＋走行距離、市内1km ごと
に1.8ユーロ タクシー会社「TAXI VERTS」

携帯電話
基本料金／月 15 1,730 120分の無料通話および1GB のパッケージ通

信料込み プロキシマス

通話料金／分 0 フェイスブック、ポケモン GO などの特定の
アプリケーションの通信料は無料

アパート賃借料 家具付き1カ月
（居住面積：145㎡） 2,500 288,275 外国人用、3LDK 不動産会社「ユーロハウス」

自動車（新車） 1台 30,310 3,495,046 トヨタ「プリウス Hybrid」 「Toyota.be」のウェブサイト
映画鑑賞 ロードショー1本 10.75 1,240 「ゴースト・イン・ザ・シェル」 映画館「キネポリス・ブリュッセル」

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 65 7,495 ゴルフクラブ「Royal Amicale 
Anderlecht Golf Club」

ベビーシッター 1時間 8.38 966 ベビーシッター紹介ウェブサイ
ト「Yoopies」

カーシェアリングのサービスさまざま�
カーシェアリング市場の顧客争奪戦が激化している。
2017 年 4 月現在、カンビオ、
ゼン・カーなど 5社が参入し
ており、市内で提供する車両
だけでも 700 台以上に上る。
会員登録、デポジットや登
録料の支払いを経て、専用の
電子カードを受け取れば利用
できる。インターネットの専用アプリにて車両予約
を行う。事前に受け取った電子カードを使ってロッ
クを外し、ダッシュボード内にある鍵でエンジンス
タート。追加料金を支払うことで、セカンドドライ
バーを登録できる会社もある。
料金算出法は会社によってさまざま。1分間 0.25
ユーロ（約 30 円）、1 時間 4 ユーロ（約 460 円）
……。この料金には、自動車保険やガソリン代（全
額もしくは一部）に加え、各社が提携する駐車場の利用
料金まで含まれるところもある。また、利用頻度に応じ

た料金プラン、夜間などの特定時間を無料とするサービ
ス、学生割引、週末料金プランといった各種サービスも
提供されており、まるで携帯電話の料金プランのようだ。

一方で、顧客獲得のために各社が提供す
る独自のサービスもある。例えばカンビオ
は、ベルギー国内だけでなく、国外への利
用も可能だ。また、ジップカーは、ピック
アップした場所以外で車を乗り捨てられる

サービスをブリュッセル市内
と空港で提供中。電気自動車
を提供するゼン・カーでは、
利用料金が年末の確定申告時
に免税対象となる。新しく参
入したウベコは、個人だけで
なく、企業も顧客に取り込む
ために、①カーシェアリング、
②タクシー、③レンタカー、
の 3種類のサービスから自由

に選べる。
（大中　登紀子／ジェトロ　ブリュッセル事務所）
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Brusselsブリュッセル

ゼン・カーの充電スタンド


