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カルメル市場に並ぶ新鮮な果物

小規模バザール

衣類専門のスーク（市場）
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IstanbulCairo

◦エジプトの基礎経済指標
１人当たりGDP
2,450ドル（2009年予測値）
〔出所　IMF，2010年４月〕

人口
7,680万人（2009年予測値）
〔出所　エジプト中央銀行，2010年６月〕

消費者物価（CPI）上昇率
11.4％（2010年４月，都市部）
〔出所　同上〕

外資系（日系）企業（大卒）事務系スタッフ月額給与水準
（賞与・諸手当込み）
1,200～3,300（平均2,050）ドル
＊�2010年初頭にジェトロカイロが実施した在カイロ
日系企業アンケート調査結果に今年度賃上げを加
味して算出

◦イスラエルの基礎経済指標
１人当たりGDP
２万7,503ドル（2009年）
〔出所　イスラエル中央統計局〕

人口
752万人（2010年）
〔出所　同上〕

消費者物価（CPI）上昇率
2.9％（2009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）
3,600ドル

◦トルコの基礎経済指標
１人当たりGDP
8,560ドル（2009年）
〔出所　トルコ統計機構（TUIK）〕

人口
7,256万人（2009年）
〔出所　同上〕

消費者物価（CPI）上昇率
6.5％（2009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）
2,000～2,300ドル
＊秘書・総務系事務職
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世界の暮らしが見える

物価ウオッチング　　 中東編

カイロ テルアビブ イスタンブール
人々の暮らしを知りたければマーケットに行ってみるとよい。青空の下，色鮮やかな服がところ狭しと並ぶカイロの
スーク。テルアビブ市民の台所カルメル市場には新鮮な果物があふれる。イスタンブールのバザールでは小さな電気
店が軒を連ねる。活気ある中東の３都市に出掛けてみよう。



 物価データ� 調査日2010年７月22日　調査日の現地通貨の対円レート：１エジプト・ポンド（LE）＝15.26円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（エジプト・ポンド） （円換算）
主食（パン） １パック（４個） ３ 46 『リッチベイク』 セウディ・スーパーマーケット（Seoudi�Supermarket）

主食（コメ） １kg 5.25 80�『エルドーハ』（精米したもの） 同上

卵 １パック（24個） 18 275� 同上

牛肉 １kg 100 1,526� アル・エクラス（Al� Ikhlas� Butchery� in�
Heliopolis，ショッピングモール内の肉店）

しょうゆ 195ミリリットル 6.25 95�『キッコーマン』 セウディ・スーパーマーケット

ハンバーガー １個 13.18 201�『ビッグマック』 カイロ市内マクドナルド

ミネラルウオーター １リットル 1.85 28�『ネスレ』 セウディ・スーパーマーケット

ビール 330ミリリットル ５ 76�『ステラ』（エジプト製） Drinkies�Alcohol�Outlet（ドリ
ンキーズ，酒類販売専門店）

男性用スーツ 中級品１着 600 9,156�エジプト製『ピエール・カルダン』の最低
価格

カイロ中心街タハリール広場
内衣類店舗

電気料金 200kWh 20 305�51～200kWh�：�0.1LE/kWh（一般家庭用） エジプト電力エネルギー省

ガソリン レギュラー１リットル 1.85 28�ガソリン�92 エジプト石油省

タクシー 昼間５km 7.5 114� タクシー会社「カイロ・キャブ（Cairo�Cab）」

携帯電話 基本料金／月 35 534�オプションなし最低料金 携帯電話会社「モビニール
（Mobinil）」通話料金／分 0.35 ５�

アパート賃貸料 家具付き１カ月 １万6,620 25万3,621 外国人用（ザマレク地区） 不動産会社「イダール（Edar）」
（居住面積：200㎡） １万7,400 26万5,524 外国人用（マーディ地区）

自動車（新車） １台 ９万1,500 139万6,290『ニッサン・サニー1,600cc』（現地生産AT車）コンタクト・カーズ（Contact�Cars）

映画鑑賞 ロードショー１本 40 610�『トワイライト・サーガ／エクリプス（THE�
TWILIGHT�SAGA�:�ECLIPSE）』

シ テ ィ ー・ ス タ ー・ シ ネ マ（City� Stars�
Cinema�in�Heliopolis，ショッピングモール内）

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド 280 4,273�ビジター料金 カッタメーヤ・ハイツ・ゴルフクラ
ブ（Kattameya�Height�Golf�Club）

ベビーシッター １時間 10.75 164�エジプト人メイド兼シッター最低単価料金 ヒヤリング結果
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　エジプトは中東・北アフリカ最大の人口7,680万人を
擁し，市場規模からみても魅力ある国だ。古代遺跡や美
しい紅海の観光資源にも恵まれ，年間約1,300万人の外
国人観光客が訪れる。観光客対象に世界最高級のホテル
もある。途上国とはいえ，
あらゆる所得階層を満足さ
せる商品，設備，サービス
などを提供できる国だ。最
高級を求めれば，お金はい
くらあっても足りない。
　中間所得者層は年々拡大
しているとはいえ，いまだ
人口の約１割（800万人程
度）にとどまるといわれる。
カイロ郊外には，この中間
層を主たるターゲットに，
ファッショナブルな大型シ
ョッピングモールが続々と
誕生している。ここには自家用車で家族で出掛ける。
　だが大多数のカイロ庶民の日常の買い物は，近所のス
ーパーマーケット，個人経営の商店，スークと呼ばれる

市場が主流だ。スークの店は，カイロ独特の砂色をした
建物に囲まれた路地にところ狭しと軒を連ねる。路上で
は近郊農家がロバ馬車で運んできた野菜や果物が売られ
ている。カイロの古きよき光景は心地よさを感じさせる。
　わが家の買い物は，もっぱら自宅から歩いて行けるス

ーパーマーケットや商店で
事足りる。主食の米もエジ
プト産で十分おいしい。飲
料水となるミネラルウォー
ターはデリバリーサービス
を利用。新鮮な野菜，果物，
魚介類は，近所のスークで
購入する。日本産のサバも
売られている。郊外の大型
ショッピングモールでの買
い物は月１回程度。ちょっ
とぜいたくしたい時は，高
級食材店で，中国産の枝豆
や，和牛ブランドといわれ

肉質の柔らかいオーストラリア産の牛肉，ベトナム産の
冷凍マグロなどの食材を買っている。

　（髙宮　純一／カイロ・センター所長）

カイロ�Cairo
露店からモールまで

スークには新鮮な野菜や果物が並ぶ



 物価データ� 調査日2010年７月14日　調査日の現地通貨の対円レート：１シェケル（NIS）＝22.91円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（シェケル） （円換算）
主食（パン） １kg 14 321�パン500g（７NIS）から換算 スーパー『サル』

卵 １パック（12個） 11.03 253�全国平均，Ｌサイズ 中央統計局

牛肉 100g 8.67 199�全国平均，肩肉 同上

しょうゆ １リットル 49 1,123�『キッコーマン』 市内日本食材店

ハンバーガー １個 14.9 341�『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1.5リットル 2.5 57�『メイ・エデン』 スーパー『サル』

ビール 350ミリリットル ７ 160�『ゴールドスター』 同上

男性用スーツ 中級品１着 1,490 ３万4,136『バギール』 市内ショッピングセンター

電気料金 200kWh 111.39 2,552�一般家庭 イスラエル電力公社

ガソリン レギュラー１リットル 6.51 149�無鉛95 ソノル社

タクシー 昼間５km 40 916� 市内タクシー会社

携帯電話 基本料金／月 16.83 386� 携帯電話会社「オレンジ」
通話料金／分 0.58 13�

アパート賃貸料 家具なし１カ月 8,785 20万1,264 外国人用 市内北部地区
（居住面積：128㎡）

自動車（新車） １台 12万 274万9,200『カローラ』1,600cc トヨタ輸入代理店

映画鑑賞 ロードショー１本 45 1,031 『トイストーリー３』 市内

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド 520 １万1,913 週末ビジター料金 カイサリア・ゴルフ・クラブ
（テルアビブ北40キロ）

ベビーシッター １時間 30 687� 市内

　イスラエル人は大のクルマ好き。クルマを持つことは
一種のステータスにもなっている。バスや電車などの公
共交通機関もあるが，いまひとつ不便だ。人口約750万
人の同国で新車販売台数は年間約17万台（2009年）。日
本車のシェアはその約６割だ。マ
ツダが14年連続でシェア１位，ト
ヨタと現代が２位争いをしている。
　だが，クルマは高い。トヨタ・
カローラ（1,600cc）の新車は12万
シュケル（約275万円）。国内に自
動車製造工場はないので，すべて
輸入品だ。関税や購入税などは非
常に高く設定されている。そのた
め中古車の価格も高い。走行距離
10万キロ以上，外観がぼろぼろの
クルマの相場が1,500cc クラスで１万5,000～２万ドル
（約130万～175万円）で，筆者も購入を断念したことが
ある。大企業などでは福利厚生の一環で従業員にレンタ
カーを与え，昇進に従いそのグレードも上がる。ただ
「自分のクルマ」との意識が薄いためか，多少ぶつけて
も気にしない運転手が多い。縦列駐車の際ぶつけられる

こともあるので，路上駐車はしない方が無難だ。
　道路整備状況は比較的よいが，車線が無駄に増えたり
減ったり，車線の合流が強引な設計であったりと，何度
も車線変更を強いられ，慣れるまで少し時間がかかる。
大雨で信号機が壊れることもたびたびある。

　運転マナーは悪くはないが，
せっかちな国民性のためかスピ
ード狂が多いようだ。信号や横
断歩道では急ブレーキを掛けて
でも止まる文化があるものの，
通勤渋滞時の強引な割り込みは
日常茶飯事だ。だがバス優先レ
ーンだけはきちんと守る。当地
のバスは道路の「王様」だからだ。
かなりのスピードで走る。優先
レーンで邪魔をしようものなら

猛烈に怒られる。急発進・急停車が基本で，曲がる時に
タイヤが“鳴る”ことも……。座っていても，しっかり
と手すりなどにつかまっていないと振り落とされるほど
だ。バス運転手も当然せっかちなので，停留所で待って
いても油断していると止まってはくれない。
� （中村　志信／テルアビブ事務所長）

テルアビブ�Tel�Aviv
バスだってスピード狂

急停車・急発進するバス。乗り遅れないように…
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 物価データ� 調査日2010年７月９日　調査日の現地通貨の対円レート：１トルコ・リラ（TL）＝57.48円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（トルコ・リラ）（円換算）
主食（パン） 300g 0.4 23� 公営パン製造会社「イスタン

ブール・ハルク・エクメック」
www.ihe.com.tr

卵 １パック（６個） 1.15 66� スーパー「ミグロス」www.migros.com.tr

牛肉 100g 2.85 164� 同上

しょうゆ １リットル 16.95 974�『キッコーマン』 同上

ハンバーガー １個 5.95 342�『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 0.7 40�『エルキリ』 スーパー　「ミグロス」

ビール 330ミリリットル 2.3 132�『エフェス』（瓶入り） 同上

男性用スーツ 中級品１着 236 １万3,565 紳士服専門店「キール」　
www.e-kigili.com

電気料金 200kWh 44 2,529� テダシュ電力

ガソリン レギュラー１リットル 3.68 212� ガソリンスタンド・シェル　
www.shell.com.tr

タクシー 昼間５km 9.5 546� イスタンブール運転手会議所

携帯電話 基本料金／月 3.9 224� 携帯電話会社「テュルクセル」
www.turkcell.com通話料金／分 0.4 23�

アパート賃貸料 家具付き１カ月 4,000 22万9,920 外国人用（新市街アルケント） ナズミ不動産屋
（居住面積：165㎡）

自動車（新車） １台 ４万 229万9,200『カローラ』1,600cc トヨタ　www.toyota.com.tr

映画鑑賞 ロードショー１本 15 862� イスティンイエ /AFM映画館

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド 150 8,622� ケメル・ゴルフクラブ

ベビーシッター １時間 50 2,874� ベ ビ ー シ ッ タ ー 会 社 www.
berkaydanismanlik.com

　大都市イスタンブールからバスで５，６時間も出れば，
ロバや馬などを交通手段として利用する農民の姿をよく
見掛ける。都市部ではともかく，地方では自動車は生活
に余裕のある富裕層しか手が出せない「高嶺の花」（物
価データ参照）というところだろう。購入を難しくして
いるのは，乗用車販売への高い特別消費税（1,600cc 未満
37％，1,600cc 以
上 60％，2,000cc
以上84％），高い
ガソリン代（物価
データ参照）だ。
数人のトルコ人に
車選びのポイント
を聞いてみると，
「品質も気になる
が，やっぱり価格
が決め手」という
のが本音のようだ。
乗用車保有台数は
680万台（08年）と，人口（7,256万人）の割に低水準に
とどまっている。政府が昨年実施した自動車の特別消費

税減税措置により，
09年の乗用車販売
台 数 は 前 年 比
20.9％増となった
が，需要の急拡大
は困難とみられて
いる。
　とはいえ，自動車各社は今後の若者層の人口増と景気
回復を見越して，販売拡大への手は緩めていない。特に
ここ数年，韓国の現代自動車の急成長には目を見張る。
同社は昨年６万645台（シェア16.4％）を販売，11年間
トップの座を守ってきたルノー（シェア16％）を抜いて
１位に躍り出た。販売店は，「減税期間は終了したが，
自社努力で値引き価格維持に努めている」とし，価格面
での強みを強調する。
　消費者が購入しやすいように対応する企業もある。ト
ヨタは今年７月から金利を約0.1％引き下げ，登録手数
料の無料化，柔軟な支払い計画などを取り入れた自動車
ローン「トヨタ・ファイナンス」を導入。今年度末の販
売目標を３万2,000台に引き上げた。しばらくは自動車
各社の強みを生かした，激しい販売競争が続きそうだ。
� （石原　圭昭，浅川　真帆／イスタンブール事務所）

イスタンブール�Istanbul
車選びの決め手は価格

交差点には人とクルマがあふれる

朝夕には渋滞も

世界の暮らしが見える

物価ウオッチング
 中東編
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