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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

ジュネーブ タシケント
欧州・CIS 編

■スイスの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
8万354ドル（2014年）〔出所 連邦統計局〕
＊人口
834万人（2014年）〔出所 同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
－1.1％（2015年）〔出所 同上〕
＊民間企業事務職員
月額給与水準（賞与・諸手当込み）
6,125ドル（2012年）〔出所 ジュネーブ州統計局〕

■ウズベキスタンの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
2,130ドル〔出所 �IMF、2015年10月〕

＊人口
3,158万人（2016年）〔出所 国家統計委員会〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
9.1％〔出所 �IMF、2015年10月〕

＊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）
1,000～2,500ドル〔出所 �進出日系企業へのヒアリング〕
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戦勝を祝う祭り「エスカラード」
宗教記念碑

古民家風レストランの軒先

スイカ売り

チョルスーバザール

※ただし月額給与水準（賞与・諸手当込み）の数字は国ではなく各都市の数字

花時計

ジュネーブでは、物価高ゆえに越境ショッピングが人気。
タシケントでは、明朗会計の“普通のタクシー”が急成長。
欧州、中央アジアの2都市に住む人々の暮らしぶりを紹介する。
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ジュネーブ Genève

物価データ� 2016年2月15日　調査日の現地通貨の対円レート：1スイス・フラン＝109.47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） 100g 0.96 105 ミグロ

卵 1パック（10個） 3.95 432 同上

牛肉 100g 4.8 525 同上

しょうゆ 500ml 5.6 613 同上

ハンバーガー 1個 6.5 711 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1.5ℓ 0.95 103 『ヴィッテル』 ミグロ

ビール 330ml 1.6 175 『フェルトシュレスヒェン オリジナル』 アペルト

トイレットペーパー （6）個 4.2 459 ミグロ

ジーンズ 1本 69.9 7,651 メンズ H&M

電気料金 1kWh 0.22 24 SIG（ジュネーブ州電気ガス水道公社）

ガソリン レギュラー1ℓ 1.38 151 シェル

タクシー 昼間5km 22.3 2,441 初乗り6.3フラン、以降1キロメー
トル当たり3.2フラン 「Ville de Geneve」ウェブサイト

携帯電話
基本料金／月 20 2,189 

プラン名「スタート」 サンライズ
通話料金／月 0.3 32 

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：62㎡） 2,700 295,569 駐在員へのヒアリング

自動車（新車） 1台 25,450 2,786,011 『ホンダ・シビック・エックス・エディション』 「ホンダ・スイス」ウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 16.9 1,850 『ハイジ』 アリーナ・シネマ

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 200 21,894 ジュネーブゴルフクラブ

ベビーシッター 1時間 16.22 1,775 ジュネーブ平均単価 Yoopies（児童保育オンラインプ
ラットフォーム）

週末は隣の国でお買い物
ビッグマックの値段は 6.5 スイス・フラン（以下、

フラン）。約 711 円というのは日本の倍以上――スイ
スの物価高は世界一ともいわれる。世界一の給与水準
ならではの価格設定とは分かっていても、生活費は少
しでも抑えたいのが庶民の性。ユーロ圏外でありなが
ら隣国と自由に行き来できる利点を生かし、人々は
「越境ショッピング」に出掛ける。
週末になると国境の向こう側、つまりフランス側の

市場やスーパーの駐車場は、ジュネーブナンバーの車
で溢
あふ

れる。金融機関クレディ・スイスの調査によれば、
2015 年のスイス人による国外消費額は、前年比 8%
増の 110 億フランに上るという。

国内のどこに住もうとも、越境ショッピングがした
い。その欲求に応えているのがEコマースだ。前述の調
査では、14 年のオンライン販売額は 50 億フラン（前年
比 5.1% 成長）。15 年も 6%成長といわれている。また、
携帯端末アプリを使ったサービスの開発、商品受け取
り拠点の増設、ドローンを使った配達実証実験など、
消費者の利便性を高めるための取り組みも活発だ。
その一方で苦戦を強いられているのが国内の小売業
や製造業。15 年の国内小売業売上額は 0.4% 減少。ア
パレルは 4%、食品は 1.3%、電化製品も 4%落ち込ん
だ。スイス牛乳製造者協会は、15 年 7 月、国境付近
の 110 万世帯に「スイス製乳製品を買ってくれてあり
がとう」と書かれた紙袋を配布した。小売り大手のミ
グロは国境の外にも大型店舗を構えて顧客を確保しよ

うとする。消費行動の選択肢が増え
た国民の心を、高品質アピールでつ
なぎ留められるか。国内での消費を
促そうと今日も必死の努力が続く。

（杉山　百々子 

／ジェトロ　ジュネーブ事務所）
市内のミグロフランスのスーパーには調味料が充実
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タシケント Tashkent

物価データ� 2016年1月29日　調査日の現地通貨の対円レート：1スム＝0.043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（コメ） 1kg 7,000 301 エリート種 アライスキーバザール

卵 1パック（10個） 7,000 301 同上

牛肉 100g 3,389 145 スーパー「コルジンカ」

しょうゆ 500ml 21,890 941 韓国製 同上

ハンバーガー 1個 7,500 322 チキンチーズバーガー ショッピングモール「コンチネント」

ミネラルウオーター 1ℓ 1,490 64 『ネスレ』 スーパー「コルジンカ」

ビール 350ml 10,000 430 『ハイネケン』（輸入品） 同上

トイレットペーパー （8）個 19,990 859 トルコ製 同上

ジーンズ 1本 250,000 10,750 メンズ、トルコ製 同上

電気料金 1kWh 167.4 7 ウズベクエネルゴ

ガソリン レギュラー1ℓ 2,280 98 市内ガソリンスタンド

タクシー 昼間5km 7,500 322 無線配車 シティータクシー

携帯電話
基本料金／月 5,266 226

ビーライン・ウズベキスタン
通話料金／分 85 3

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：112㎡） 2,300※ 280,140 外国人用、ドル建て支払い 個人不動産業

自動車（新車） 1台 47,923,540 2,060,712 『ネクシア』 GM ウズベキスタン・ディーラー

映画鑑賞 ロードショー1本 28,000 1,204 『ズーランダー2』（夜の部） メガ・プラネット映画館

ゴルフ・ラウンドフィー 9ホール 270,000 11,610 外国人、ビジター、土日 タシケントゴルフクラブ

ベビーシッター 1時間 4,000 172 「OLX.UZ」ウェブサイト

※は米ドルでの表記（1/29の対円レート：1ドル＝121.8円で換算）

快走！ 無線配車タクシー
ウズベキスタンでは道行く車全てがタクシーといっ

ても過言ではない。タクシーといえば、いわゆる白タ
クを指す。だが、2000 年代初頭から、“普通の”タク
シーが登場し急成長している。国産 GM製セダンを
主力車に据えて営業するタクシー会社は、今や 18 社。
流しや駅・バスの停留所などで客を待つのではなく、
無線配車が多い。客がタクシー会社のオペレーターに
電話し、乗車場所と時間を告げ予約する。車内にメー
ターは搭載されていないため、目的地に着くと、ドラ
イバーは走行距離をオペレーターに無線で申告、その
場で現金決済する。白タクに法外な値を請求されるこ
ともある外国人にとって明朗会計はありがたい。
シティー・タクシーの料金は、初乗り 5キロメート

ルまでは 7,500 スム（約 322 円）。5キロメートルを超
える場合は 1キロメートルごとに 1,500 スムとなる。
サービスは充実している。車が到着すると、客の携帯
にショート・メッセージ・サービス（SMS）で知ら
せてくれる。スマートフォンでオンライン予約もでき
る。車両のコンディションのチェックを 1日 2回行う、

ドライバーは車内で喫煙しない……など顧客獲得にも
余念がない。オペレーターが英語対応可能な会社もあ
り、ロシア語や現地語での会話ができない駐在員や出
張者にはありがたい。
とはいえ、いちいち“普通の”タクシーを無線で呼
び出して到着を待つより、さっさと通りに出て白タク
を捕まえた方が手っ取り早いことも事実。車内をガソ
リン臭で満たした年代物のロシア製ジグリの白タクに
乗り込み、ウズベク人ドライバーと世間話に興じなが
ら目的地へ向かうのも一興。治安が比較的安全な当地
での楽しみだ。もちろん全ては自己責任であることを
お忘れなく。

（下社　学／ジェトロ　タシケント事務所長）

サービスも充実、国産GM製セダンのタクシー


