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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

■ケニアの基礎経済指標
＊1人当たりGDP

1,053米ドル（2013年）〔出所 国家統計局〕
＊人口

4,180万人（2013年）〔出所 同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

5.7％（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）
460米ドル

〔出所 進出日系企業へのヒアリングによる〕
※ ただし、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）は、国ではなく各都市の数字

■南アフリカ共和国の基礎経済指標
＊1人当たりGDP

6,618米ドル（2013年）〔出所 世界銀行〕
＊人口

5,400万人（2014年央推定）〔出所 統計局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率

5.7％（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）
1,300米ドル

〔出所 進出日系企業へのヒアリングによる〕

ナイロビ ヨハネスブルク
走ることが職業にもなるナイロビの若者たち、
ヨハネスブルクの小売店では「すし」が登場、

アフリカの街々にも人々の息づかいが、暮らしが、そして夢がある。
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ナイロビ Nairobi

物価データ� 2014年11月14日　調査日の現地通貨の対円レート：1ケニア・シリング＝1.29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（ウガリ＊） 1kg 48 61 ＊穀物の粉（湯で練って食す） ナクマット

卵 1パック（6個） 95 122 同上

牛肉 100g 57 73 同上

しょうゆ 1ℓ 253 326 『生抽王』 同上

ハンバーガー 1個 450 580 『Original King Steer』 スティアーズ

ミネラルウオーター 1ℓ 75 96 『ケリンゲット』 ナクマット

ビール 330ml 130 167 『タスカラガー』 同上

トイレットペーパー （1）個 35 45 『ベレックス』 同上

ジーンズ 1本 8,990 11,597 メンズ リーバイス

電気料金 200kWh 4,000 5,160 Kileleshwa エリア ケニヤパワー

ガソリン レギュラー1ℓ 107 137 インディアン・オイル

タクシー 昼間5km 600 774 交渉制 市内タクシー

携帯電話
基本料金／月 200 258 サファリコム

通話料金／分 3 4

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：70㎡） 99,000 127,710 外国人用 コルトエンタープライズ

自動車（新車） 1台 5,104,000 6,584,160 『パジェロスポーツ Auto』 シンバコーポレーション

映画鑑賞 ロードショー1本 1,000 1,290 『Penguins』 アイマックス

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 6,500 8,385 ビジター ウィンドソルウェブサイト

ベビーシッター 1日 1,000 1,290 家政婦が兼ねる場合が多い ヒアリング調査による

マラソン王国のケニアンドリーム
2014 年 9 月のベルリン国際マラソン――ケニア出

身のデニス・キメット選手が世界新で金メダル。続く
銀、銅もケニア人が独占した。若者はマラソン大会に
一獲千金の夢を見る。ケニアンドリームをつかもうと、
走ること自体が職業の一つになりつつある。

同年 10 月のナイロビマ
ラソン。優勝タイムは 2 時
間 12 分。市民大会のレベ
ルを超えている。エントリ
ー費は 2,000 ケニア・シリ
ング（以下 Ksh、約 2,600
円）。平均月収が 5 万円程
度のケニア人にとっては高
額だ。だが、参加者は 1 万
7,000 人。地元の人による
と、ナイロビ市民のみならず、50 キロも離れた村か
ら走ってきて、大会に参加する人もいるという。

当地では、健康意識の高まりから食生活を変えたり
ジョギングをしたりする人々が増えている。早朝の公

園ではジョギングを楽しむ人々の姿を多く見かける。
市内のスポーツショップに入ると、一番目立つ場所

にジョギングシューズ売り場がある。安いものは
3,500Ksh（約 4,500 円）だが、7,000Ksh（約 9,000 円）
くらいのもがよく売れているようだ。また、ジャージ
やランニングウエアも充実している。売り場には赤、

青、緑、オレンジ色など、
当地で好まれる原色がずら
りと並んでいた。中国、ベ
トナム、カンボジア、ブラ
ジル製などが多く、値段は
ジ ャ ー ジ 上 下 で、800〜
7,000Ksh（ 約 1,000〜9,000
円）といわばピンキリだ。

ちなみに、ナイロビマラ
ソン男子フルマラソンの部

で優勝したピーター・コスゲイ選手は、優勝賞金の
150 万 Ksh（約 194 万円）で故郷エルドレットに不動
産を買うと地元紙のインタビューに答えていた。

（島川　博行／ジェトロ　ナイロビ事務所）

日系企業で働くスタッフもナイロビマラソンにエントリー
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ヨハネスブルク Johannesburg

物価データ� 2014年11月13日　調査日の現地通貨の対円レート：1ランド＝9.94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（食パン） 1斤（700g） 11.99 119 Pick n Pay（市内）

卵 1パック（6個） 12.99 129 L サイズ 同上

牛肉 100g 9.99 99 同上

しょうゆ 600ml 82.99 824 キッコーマン 同上

ハンバーガー 1個 25.5 253 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1.5ℓ 12.99 129 『Valpre』 Pick n Pay（市内）

ビール 340ml 9.5 94 『Castle Lager』 同上

トイレットペーパー （9）個 54.99 546 同上

ジーンズ 1本 699.95 6,957 メンズ　『Levis 511 Slim Fit』

電気料金 200kWh 202.12 2,009 Eskom

ガソリン レギュラー1ℓ 12.98 129 市内ガソリンスタンド

タクシー 昼間5km 70 695 イエローキャブ

携帯電話
基本料金／月 299 2,972 Vodacom
通話料金／分 1.2 11

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：150㎡） 26,000 258,440 外国人用、サントン地区、2ベット、

2バスルーム、駐車場付 Sandton Emperor

自動車（新車） 1台 198,900 1,977,066 『トヨタ・カローラ　Quest 1.6AT』 当地新聞 STAR 紙の Motoring より

映画鑑賞 ロードショー1本 62 616 『Interstellar』

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 500 4,970 ビジター Kyalami country club

ベビーシッター 1時間 75 745 Gonda

スーパーマーケット事情
当地日本人駐在員がよく利用するスーパーの一つが

Pick n Pay。客層は中間層からハイエンドが中心。品
質が高く、価格もリーズナブルであることに加え、す
しやのり巻きセット、「Sushi rice」と書かれたコメも
売られており人気が高い。これとは対照的に安さを武
器に中間層からボトムまで幅広い客層を取り込んでい
るのが Shoprite Checkers。また、“新鮮”が売りの
SPAR では、近年中間層のニーズのくみ上げに力を入
れている。品質維持と価格競争力向上を同時に追求し

ようとプライベートブランドの開発にも注力する。コ
ーンフレーク（500 グラム）を例に挙げれば、ケロッ
グが 29.99 ランド（約 298 円）、プライベートブラン
ドは 24.99 ランド（約 248 円）と、2 割近くも安くなる。

上記 3 スーパーと一線を画すのが Woolworths だ。
黒を基調としたハイエンド向けの店構えは高級感が漂
う。オフィス街のサントンショッピングセンター内の
店舗では、すしの注文販売サービスを開始した。
Woolworths 初の試みだという。すしを握っていたの
は中国人男性。日本のすし職人から手ほどきを受けて
いるという。

今回、上記 4 スーパーの商品価格を
比較したところ意外な結果が出た。

「Woolworths の商品は高く、Shoprite 
Checkers の商品は安い」というのは
思い込みにすぎなかったことだ。実際、
Woolworths で 39.99 ラ ン ド（ 約 397
円）で売られている洗剤は、Shoprite 
Checkers で は 58.99 ラ ン ド（ 約 586
円）。ちょっと驚いた。

（川上　康祐／ヨハネスブルク事務所）「Hyper」は品ぞろえが豊富で広い店舗 プライベートブランド開発に力を入れるSPAR


