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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

中東編
イスタンブール テルアビブ カイロ

イスタンブールのメトロバスは渋滞知らず。
テルアビブの男の子は13歳で成人式。

カイロではサイクリングがじわりと人気に。
中東3都市の暮らしの断面をお届けします。

■トルコの基礎経済指標
＊1人当たりGDP

1万782米ドル（2013年）
〔出所 Turkish Statistical Institute〕

＊人口
7,667万人（2013年）

〔出所 同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

7.49％（2013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）
3,648米ドル

〔出所 トルコ日本人会法人会員での調査〕

■イスラエルの基礎経済指標
＊1人当たりGDP

3万6,210米ドル（2013年）
〔出所 イスラエル統計局〕

＊人口
816万人（2013年）

〔出所　同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

1.8％（2013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）
2,600米ドル

〔出所 同上〕

■エジプトの基礎経済指標
＊1人当たりGDP

3,226米ドル（2013年）
〔出所 IMF〕

＊人口
8,578万人（2014年）

〔出所 エジプト中央動員統計局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

8.9％（2014年）
〔出所 中央銀行〕

＊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）
915米ドル

〔出所 エジプト日本商工会賃金調査を参考にジェトロで試算〕
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バスを乗りこなす
渋滞する高速道路を尻目に、専用道路をすい

すい走るメトロバス。2007 年から運行が始ま
った。高速道路中央の専用レーン（片側 1車線
ずつ計 2車線）を、大型バスを 2台連結させた
車両が頻繁に行き交う。メトロバスは渋滞知ら
ず。その上、料金も 1.75〜3.25 リラ（約 87〜
163 円）とお得感がある。慢性的な渋滞に悩ま
されるイスタンブールでは、40 分で行ける距
離でも、ひとたび渋滞に巻き込まれれば 2時間
半以上かかることも。地下鉄の路線延長計画も
急ピッチで進んでいる。だが主な交通手段は依然とし
て一律 2.15 リラで乗車できる路線バスだ。
バスはこれらだけではない。メトロバスや路線バス

の他にも、9人乗りワンボックスカーのドルムシュ，
と路線バスが走らない地域をもカバーするミニバスが
それである。いずれも、行き先と走行ルートは決まっ
ているが、バス停以外の場所であっても乗降自由。料
金はドルムシュが 1.9 リラ以上、ミニバスは 1.5 リラ
以上で、距離に応じて設定されている。乗車時にドラ

イバーに行き先を告げ、現金で先払いする。
近距離であれば、路線バスと比べても料金にほとん
ど差がなく、運行本数も多い、可能な限りスピードを
出してくれるなど利便性が高く地元では人気だ。慣れ
るまでは少し難しいかもしれないが、トルコ語でのコ
ミュニケーションを楽しみながら是非チャレンジして
ほしい。乗車の際は小銭の用意をお忘れなく。

（伊藤　美香／ジェトロ　イスタンブール事務所）

イスタンブール Istanbul

渋滞知らずのメトロバス、写真右はミニバス

物価データ� 2014年6月30日　調査日の現地通貨の対円レート：1トルコリラ＝50.24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） 300g 0.6 30 公営パン製造会社「イスタンブー
ル・ハルク・エクメック」

卵 1パック（6個） 2.95 148 スーパー「ミグロス」

牛肉 100g 2.99 150 同上

しょうゆ 250ml 17.9 899 キッコーマン 同上

ハンバーガー 1個 9.25 464 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1ℓ 1.1 55 『エルキリ』 スーパー「ミグロス」

ビール 330ml 2.75 138 『エフェス』

トイレットペーパー 6個 11.25 565 スーパー「ミグロス」

ジーンズ 1本 80 4,019 メンズ『マービ』 マービウェブサイト

電気料金 200kWh 57 2,863 エネルギー市場規制機構（EPDK）

ガソリン レギュラー1ℓ 4.79 240 『POA』 ペトロル

タクシー 昼間5km 12.1 607 初乗り：2.95リラ、
その後は1.83リラ／ Km

イスタンブール・タクシードライ
バ協会ウェブサイト

携帯電話
基本料金／月 6 301 携帯電話会社「テュルクセル」

通話料金／分 0.4389 22 

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：170m2） 7,425.25 373,044 外国人用 スターツ不動産

自動車（新車） 1台 49,000 2,461,760 トヨタ『カローラ』 トヨタウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 18.5 929 『イスティンイエパーク』 シネマキシマムウェブサイト

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 360 18,086 ケメル・ゴルフクラブ

ベビーシッター 1時間 125 6,280 ベビーシッター会社
「ベルカイ ダヌシュマンルック」ウェブサイト
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テルアビブ Tel Aviv

子どものためのパーティー
ユダヤ教の男性は、生誕、成人、婚礼の三つの通過

儀礼を受ける。男の子は 13 歳、女の子は 12 歳で成人
とみなされ、男の子は、白いストールをまとい、トー
ラー（旧約聖書の一部分）の巻物を会衆の前で読み上
げる儀式を、嘆きの壁や各地のシナゴークで行う。
近年では成人の儀式に加え、家族、親族、学校のク

ラスメートなど 100〜200 人を招待し、盛大なパーテ
ィーを開催するのが一般的だ。パーティーは、平日の

夜 8時ごろから催される。宴会場までの送迎に、観光
バスが用意されることも。招待された子どもたちは、
50〜100 シェケル（1,500〜3,000 円）程度のご祝儀を
包み、おしゃれをして参加する。
子どもが幼いうちは盛大な誕生日パーティーなども
行われる。費用は、成人式のパーティー（100人招待）
で約 60 万円、誕生日に娯楽施設を貸し切って 40 人招
待すれば約 3万円と、決して安くはない。しかも年々
派手になっていくようだ。両親や祖父母から海外旅行
をプレゼントされる子どももまれではない。
これほど盛大なパーティーを催す背景には子どもを
大切にする文化がある。この国では子どもは宝、国の
財産なのだ。1人の女性が一生に産む子どもの数を示
す合計特殊出生率 3.1（日本は 1.4）というのは、先進
国の中では群を抜く。そして、この国の男の子はいず
れ兵役に就かねばならない。厳しい環境に送り込まれ
るわが子にできる限り楽しい思い出を作ってあげたい、
というのが親心だ。
わが家では息子が今年成人式を迎える。息子が成人
するのはうれしいが、出費を考えると心境は複雑だ。

（森　清美／ジェトロ　テルアビブ事務所）
エルサレムの嘆きの壁前で儀式を行う家族

物価データ� 2014年5月19日　調査日の現地通貨の対円レート：1シェケル＝29.286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） 750g 7.4 216 スーパー「シュファルサル」

卵 1パック（12個） 12.5 366 同上

牛肉 100g 8.5 248 肩ロース 同上

しょうゆ 1ℓ 29.9 875 ヤマサ 同上

ハンバーガー 1個 17.5 512 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1.5ℓ 2.15 62 『サンベネデッド』 スーパー「シュファルサル」

ビール 500ml 8.9 260 『ゴールドスター』 同上

トイレットペーパー 48個 37.9 1,109 同上

ジーンズ 1本 299 8,756 メンズ メンズショップ「カストロ」

電気料金 200kWh 144.15 4,221 基本料金
16.15シェケル＋0.64シェケル /kWh イスラエル電力会社

ガソリン レギュラー1ℓ 7.57 221 オクタン価95 ガソリンスタンド「ソノル」

タクシー 昼間5km 60 1,757 ゲットタクシー

携帯電話 基本料金／月 130 3,807 
料金プラン「アンリミテッド」
月額130シェケル（通話、SMS 料金
無制限※ただし海外通話は対象外）

携帯電話会社「オレンジ」

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：100m2） 10,362 303,461 外国人用

自動車（新車） 1台 129,786 3,800,912 トヨタ『カローラ』1600cc トヨタ・イスラエル本社ショールーム

映画鑑賞 ロードショー1本 38 1,112 『トランセンデス』 市内映画モール「シネマシティ」

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 540 15,814 週末料金 カイザリアゴルフクラブ

ベビーシッター 1時間 40 1,171 子ども1人を預ける場合
イスラエル人ベビーシッター
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サイクリング人気が都心部の若者
を中心に、じわじわと広まりつつあ
る。週末の早朝になると、都心の洗
練されたエリアで、サイクリングを
楽しむグループや女性を目にするよ
うになった。これは大きな変化だ。
今まで、町中で自転車に乗る女性はほとんどいなかっ
た。なぜなら、イスラム圏では、女性が自転車に乗る
のは「アエッブ」（アラビア語で“恥”や“はしたな
い”の意）とされたからだ。「2011 年の政変後くらい
から、沈みがちな気分を切り替えるためや、ジムに飽
きた人、ダイエット目的などで自転車に乗る人が増え
た。自転車サークルもたくさんある」とはサイクリン
グ愛好会に参加するあるエジプト人女性。市内の自転
車売り場には、中国製で 1,000 ポンド（約 1 万 5,000
円）程度、プジョーやジタン、ビアンキなど欧州のブ
ランドともなると、3,000〜6,000（4 万 5,000〜9 万円）
ポンドと高額なものもずらり。たが、彼女は「1日 35
ポンドのレンタルもあるし中古も手に入る」とサイク

リングが身近になりつつあると強調する。
シシ大統領も 6月の就任直後に、護衛を引き連れ市
内をプジョーの自転車で快走。「もっと自転車に乗っ
てガソリンを節約しよう」とアピールした。これは、
エネルギー補助金削減に国民の理解を得ようというも
の。さてキャンペーンの効果はいかに――。カイロの
ダウンタウン、ロシュディ通りで 1960 年から店を営
む店主に聞いた。「すぐに変化は期待できない。交通
マナーは悪いし、自転車が安全に走れる道路も整備さ
れていないから」と冷静な答えが。大統領が目指す通
勤や日常的な利用に至るまでにはかなり長い時間を要
しそうだ。

（長谷川　梢／ジェトロ　カイロ事務所）

カイロ Cairo

物価データ� 2014年6月19日　調査日の現地通貨の対円レート：1エジプト・ポンド（LE）＝14.25円
（ただし、※については7月の改定料金を反映済み） 　　　　　　　　　　　　　　　　　

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） 1パック（5枚） 2.3 32 バラディ・ブレッド（小） アルファ・マーケット
卵 1パック（24個） 26.5 377 『エル・ナハダ』（白） 同上
牛肉 1kg 92 1,311 エジプト産（カンドゥーズ） 同上
しょうゆ 1ℓ 66 940 『キッコーマン』（シンガポール産） 同上
ハンバーガー 1個 17.75 252 ビッグマック（税抜き）19.5ポンド（税サ込み） マクドナルド・カイロ・ヘッドオフィス
ミネラルウオーター 1.5ℓ 2.5 35 『ネスレ』 アルファ・マーケット
ビール 330ml 5.5 78 『ステラ』（エジプト産） ドリンキーズ（酒類販売専門店）
トイレットペーパー 6個 29.25 416 『ファイン』ジャンボ・ロールズ アルファ・マーケット
ジーンズ 1本 125 1,781 メンズ（国産品） ダウンタウンの衣料取扱店ゴールデン・マン

電気料金※

（一般家庭用） 200kWh 27 384
50kwh まで　0.075LE/kwh
51～100kwh　0.145LE/kwh
101～200kwh 0.16LE/kwh

エジプト電力相テレビ発表

ガソリン※ レギュラー1ℓ 2.6 37 ガソリン92 石油・鉱物資源省
オフィシャル・ガゼット MELES

タクシー※ 昼間5km 8.6 122 初乗り1km：3.0LE、その後は
1.4LE/km 加算・昼夜料金に差はない。 政府日刊紙アル・アハラーム

携帯電話 基本料金／月 50 712
『スター・イトカッレム』（Star Etkalem）プラ
ン。無料通話：同社間1,500分、他社間150分。
SMS：別料金。 携帯電話会社モビニール

通話料金／分 0.03 0.4 上記プランで同社間通話の場合

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：200m2） 18,000 256,500

外国人用（ザマレク地区、マアー
ディー地区）、2,500ドル（1ドル＝
7.2ポンド）で計算

不動産会社イダール

自動車（新車） 1台 110,500 1,574,625 『ニッサン・サニー1500cc』
（現地生産 AT 車） 日産モーターズ・エジプト

映画鑑賞 ロードショー1本 40 570
『X-men：Days of Future Past』
左記は午後の値段、午前中は25ポ
ンド。

シティー・スターズ・シネマ（ヘリ
オポリス、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 270 3,847 週末のビジター料金
（入場料別途85ポンド）

カッタメーヤ・ハイツ・ゴルフ・
アンド・テニス・リゾート

ベビーシッター 1か月 5,400 76,950 フィリピン人（住み込み）「750ドル／月」 プリンセス・カンパニー

ダウンタウンにある自転車店（写真左）、
ツーリングを楽しむグループ（同右）

サイクリングを楽しむ女性たち


