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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

■シカゴの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
52,160ドル（2011年）〔出所 商務省統計〕

＊人口
1,286万人（2011年）〔出所 国勢調査局〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
2.7％（2011年）〔出所 労働省統計〕

＊ 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）
3,356ドル〔出所 労働省統計〕

■トロントの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
47,992ドル（2011年）〔出所 カナダ統計局〕

＊人口
1,351万人（2012年）〔出所 カナダ統計局〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
1.4％（2012年）〔出所 カナダ統計局〕

＊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）
4,374ドル〔出所 カナダ統計局〕

北米編
シカゴ トロント

ミシガン湖の南西に位置する「風の街」シカゴ。
人種のモザイクと形容されるトロント。北米の二つの大都市を取り上げる。

Chicago

Toronto
豊かな緑

シカゴシアター

クイーンズ・パークに
隣接するトロント大学

電車は24時間運行の路線もある

ハーバー・フロントで

野外イベントを楽しむ人々

四つの展望台があるＣＮタワー

（553.33メートル）
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「風の街」に吹く赤字風
財政難にあえぐシカゴ。市当局は、収入源を求めて

知恵を絞るがやることなすこと、どことなくおっとり
している。

まず、シカゴ交通局。この夏、新しい交通系 IC カ
ード「ベントラ（VENTRA）」が導入される。ベント
ラとは、ラテン語で風の意。シカゴのニックネーム

「Windy City」（風の街）に由来する。
シカゴ交通局には既に 3 種類の IC カードがある。

中には、電車やバスだけでなくカーシェアリングもで
きるカードもある。では、ベントラは何が新しいのか。
乗車運賃だけでなく日々の買い物にも使える便利なカ
ードとうたっており、最終的には携帯電話上で決済で
きるようになるそうだ。導入が楽しみである。財政難
のシカゴ交通局は、路線やダイヤの見直し、運賃の値
上げなどの対策を講じてはいるものの、奇妙なことに、
電車、バスともにどこまで乗っても一律料金だ（電車
は 2.25 ドル、バスは 2 ドル）。

もう一つ、財政赤字にあえぐ郵便公社。こちらは郵
便料金を引き上げた。昨年値上がりしたばかりの郵便

料金。今年に入り、ま
た 1 セント上がり、46
セント注になった。頻
繁に改定されることに
驚 い て い た が、2007
年フォーエバー・スタ
ンプなる切手が登場した。この切手、通常切手と同じ
料金で購入できるが、額面の記載はなく、FOREVER
と書いてある。今後郵便料金が値上がりしても、これ
を貼れば追加料金を支払うことなく手紙を送ることが
できるというもの。この切手登場の裏事情にはどうや
ら、料金改定には連邦議会の承認が必要でぎりぎりま
で値上がり幅がわからない、新料金が決まってからで
は印刷が間に合わない、切手の新規発行には経費がか
かる、在庫切手が無駄になる――などがあるようだ。
今年から国際郵便にも使用できるフォーエバー・スタ
ンプも導入された。では、額面表記のある切手はいっ
たい誰が買うのだろうか？と首をかしげたくなる。公
共料金といえどもどこか悠長だ。
注：第一種国内郵便（First-Class Mail）

（落合　静美／ジェトロ　シカゴ事務所）

シカゴ Chicago

物価データ� 2013年2月28日　調査日の現地通貨の対円レート：1ドル＝91.82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） 1パック（15枚 /680g） 4.29 394 『ペッパーリッジ・ファーム』 スーパー「ドミニクス」

卵 1パック（12個） 1.99 183 L サイズ 同上

牛肉 100g 2.42 222 リブアイ（ステーキ用） 同上

しょうゆ 591mℓ 4.49 412 キッコーマン 同上

ハンバーガー 1個 3.59 330 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1ℓ 1.99 183 『エビアン』 スーパー「ドミニクス」

ビール 350mℓ 0.84 77 『バドワイザー』（半ダースパック
より換算） 同上

トイレットペーパー （12）個 9.49 871 クリネックス『コットネル』 同上

ジーンズ 1本 58 5,326 メンズ『リーバイス』 デパート「メイシーズ」

電気料金 200kWh 30.40 2,791 シカゴ地域の平均電気料金 労働省統計局

ガソリン レギュラー1ℓ 1.12 103 「トリプル A」ウェブサイト

タクシー 昼間5km 8.81 809 「タクシー・オート・フェア」ウェブサイト

携帯電話
基本料金／月 39.99 3,672 400分無料通話付き 「AT&T」

通話料金／分 0 

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：100m2） 3,580 328,716 2寝室、2浴室（市中心部） 「アパートメントコム」ウェブサイ

ト

自動車（新車） 1台 22,235 2,041,618 車種『2013 トヨタ・カムリ』 「トヨタ」ウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 10 918 映画名『ジャックと天空の巨人』 「AMC フォードシティ14」

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 43 3,948 平日料金 北西郊外「シャンバーグ・ゴルフ
クラブ」

ベビーシッター 1時間 10 918 「ケア・ドット・コム」ウェブサイト

フォーエバー・スタンプ
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トロント Toronto

物価データ� 2013年2月21日　調査日の現地通貨の対円レート：1カナダドル＝91.24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） 1パック（675g） 3.29 300 ホワイトブレッド　 スーパー「ソビーズ」

卵 1パック（12個） 2.75 251 中・ホワイト 同上

牛肉 100g 1.60 146 ステーキ肉（16.07/kg） 同上

しょうゆ 591mℓ 3.79 346 キッコーマン ノーフリルズ

ハンバーガー 1個 4.89 446 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1ℓ 2.29 209 『エビアン』 スーパー「ソビーズ」

ビール 355ｍℓ（缶）×6 11.75 1,072 『モルソン・カナディアン　ラガー』 「ビアストア」（ビール専門店）ウェブサイト

トイレットペーパー （8）個 11.49 1,048 ダブルロール スーパー「ソビーズ」

ジーンズ 1本 100.00 9,124 メンズ、ストレートフィット（インディゴ） バナナ・リパブリック

電気料金 200kWh 14.80 1,350 夏期は600kWh、冬期は1000kWh まで
7.4セント /kWh。以降8.7セント /kwh

トロント・ハイドロ・エレクトロ
ニック・システム社

ガソリン レギュラー1ℓ 1.32 120 「トロントガスプライス」ウェブサイト

タクシー 昼間5km 13 1,186 初乗り4.25ドル
＋1キロごとに1.75ドル加算

「タクシー・オート・フェア」ウェ
ブサイト

携帯電話
基本料金／月 55 5,018 個人向けプラン（基本）

「ベル・カナダ」
通話料金／分 0.50 46 スマートフォン用。1000分までローカルコール

無料、インターネットアクセス150MB まで無料

アパート賃貸料 家具付き1カ月 1,950 177,918 ダウンタン中心、2ベットルーム＆1バスルーム（平
米は家主に（買手として）問い合わせる必要あり）

「ジャスト・ファインド・イット」
（不動産専門）ウェブサイト

自動車（新車） 1台 29,040 2,649,619 車種『トヨタ・カムリLE』諸経費・
税金込。本体価格は23,700ドル 「ダウンタウン・トヨタ」

映画鑑賞 ロードショー1本 18.99 1,733 映画名『オズ』　IMAX（3D）入場料金 「シネプレックス・オデオン ヤング＆ダンダス」

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 80 7,299 土曜・祝日、14時まで入場。カート付き 「シャウニキ・ゴルフクラブ」

ベビーシッター 1時間 10.50 958 平均賃金 「レイバー・マーケット・インフォメ
ーション -HRSDC」ウェブサイト

人種のモザイク都市は祭りの街
北米でも人口規模上位 5 都市に含まれる大都市、ト

ロント。その魅力は何といっても「多様性」だ。約
400 ものエスニック社会が点在するところから「人種
のモザイク」とも形容される。海外からの労働者、観
光客を受け入れる懐は深く、自身が外国人であること
すら感じさせない快適さがある。街中の劇場や催し物
スポットでは、国際色豊かな各種祭典も数多く開催さ
れている。中でも、多くのハリウッド・セレブが訪れ
る国際映画祭や、1,500 を超えるアーティストが参加
するジャズ・フェスティバルなどは有名だ。入場料は、
前者はレッド・カーペットの映画注で 38.27 カナダド
ル、後者は多くの場合、無料だ。有料の場合でも大抵
は 40～70 ドル程度。パレードや野外イベントも数多
い。特に驚かされるのは、気軽に道路を閉鎖し、ダウ
ンタウンの一角を会場にしてしまう大胆さとその頻度
だ。「聖パトリック祭」（3 月）、同性愛者の一大イベ
ント「プライド」（6～7 月）、カリブ海ダンスと音楽
の祭典「カリバナ」（7～8 月）などはよく知られ、世
界中から観光客が集う。食のイベントも盛んだ。グリ

ーク・タウン（ダウ
ンタウンの東側に位
置するダンフォー
ス・アベニュー）一
帯を歩行者天国とし、
ギリシャ料理を堪能
する「テイスト・オブ・ダンフォース」（8 月）や州
議会裏手のクイーンズ・パーク周辺を会場に、トロン
ト中のシェフが自慢の多国籍料理を携えてブース出展
する「サウザンド・テイスツ・オブ・トロント」（6
月）などでは、一律 5 ドルで料理が楽しめる。世界中
から 200 種を超えるビールが集まるイベント（7 月、
39.5 ドル／日）もある。この他にも夏の間、湖沿いの
ハーバー・フロントやダウンタウンの中心部、ヤン
グ・ダンダス広場などでは、様々な国籍の文化や芸術
をたたえるイベントがひっきりなしに開催される。こ
れらのほとんどが無料であり、ダウンタウンから地下
鉄などを利用し、気軽に参加できる。
注： 出演した俳優が登壇し、舞台あいさつ、撮影エピソード、観客と

Q&A のやりとりなど、ファンサービスを行うもの。

 （宮崎　裕之／ジェトロ　トロント事務所）

トロントの夏を飾るイベント「カリバナ」


