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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

■ジョージア州の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
3万6,869ドル（2012年）〔出所 商務省統計〕

＊人口
992万人（2012年）〔出所 同上〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
1.8％（2012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）
3,500ドル〔日系企業関係者へのヒアリングによる〕

■ニューヨーク州の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
5万3,067ドル（2012年）〔出所 商務省統計〕

＊人口
1,946.5万人（2012年）〔出所 国勢調査局〕

＊消費者物価（CPI）上昇率（ニューヨーク、ニュージャージー、プエルトリコ、ヴァージンアイランドの値）
2.0％（2012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）
3,211ドル〔出所 ニューヨーク州労働局統計　2013年〕

北米編
アトランタ ニューヨーク

米国南部を代表する国際都市アトランタで、おいしい体験。
合衆国最大の都市、ニューヨークで探したくなるものは？
「アメリカ」を代表する二大都市の日常生活を垣間見る。

Atlanta

New York

にぎわう歩行者天国

摩天楼の夜景はいつみても壮観

蒸し暑い夏、水場は大にぎわい

世界企業、コカコーラ博物館

ストーン・マウンテンは世界最大の花崗岩塊

マンハッタンのオアシス「セントラル・パーク」
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映画はディナーと共に
ジョージア州は

南部版ハリウッド
として動き出して
いる。州政府が映
画支援会社を設立
して積極的に誘致
し て お り、2012

年には 333 本もの映画やテレビ番組などが同州で撮影
された。地域への経済効果は 31 億ドルにも上る。ア
トランタ市内ではアンソニー・ホプキンス主演の「ソ
ラス（Solace）」や「アンカーマン 2」などの撮影が
続々と行われている。「第 2のハリウッド」ともいわ
れるこの街で、新しいタイプの映画館「シネビストロ
（CineBistro）」がはやっている。映画と一緒においし
い食事やお酒が楽しめるのだ。
市内のシネビストロを訪れた。親会社はアラバマ州

に本社を構え、米国南部を中心に同様の映画館を 7店
展開している。館内に入るとまず驚くのは一流レスト
ラン並みのサービスだ。14 席からなる列ごとにウエ

ーターが付く。館内はカップルやグループを中心にに
ぎわっていたが、決して騒がしくはない。広めの座席
は 2人ずつに区切られている。ソフトで座り心地が良
い。座席の前には、従業員が通るのに十分なスペース
が確保されている。足もゆったり伸ばせる。映画が始
まる前にオーダーすれば、映画を鑑賞しながら食事が
できる。私が注文したのは、アトランタ店の限定メニ
ュー「シネビストロ・ブレックファスト・サンドイッ
チ」（土日限定ブランチメニュー、ポテト付きで 10.95
ドル注）だ。大きなパンに卵やチキン、トマトなどが
入っていて、朝にしては結構な量だ。ビストロとうた
うだけあって味に広がりがある。とてもおいしい。周
りを見るとカクテルのブラッディーマリー（8ドル）
やミモザ（4ドル）をたしなむ人もいる。優雅なひと
ときが味わえる。映画代は昼間 11.50 ドル、平日 16
時以降は 13 ドル。市内の映画代は 1本 8 ドル～11 ド
ルなので大差はない。3D映画の場合はさらに 3.50 ド
ル必要。同じ映画を見るのであればポップコーンが散
らばる騒がしい映画館ではなく、ぜひここでと思える
映画館だ。� （曾根　澄子／ジェトロ　アトランタ事務所）

注：飲食代には別途 17.5％のサービス料が加算される。

アトランタ Atlanta

物価データ� 2013年7月11日　調査日の現地通貨の対円レート：1ドル＝99.61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） 567g 3.49 348 スーパー「パブリックス」

卵 1パック（12個） 1.5 149 L サイズ 同上

牛肉 100g 2.86 285 リブアイ（ステーキ用） スーパー「ターゲット」

しょうゆ 444ml 2.44 243 キッコーマン 同上

ハンバーガー 1個 3.59 358 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1ℓ 2.29 228 『エビアン』 スーパー「パブリックス」

ビール 350ml 1.08 108 『バドワイザー』 同上

トイレットペーパー （12）個 11.19 1,115 『Scott extra soft』 同上

ジーンズ 1本 58 5,777 メンズ『リーバイス』 メイシーズ

電気料金 200kWh 19.66 1,959 基本料金9ドル、650kw まで5.3312￠ /kw

ガソリン レギュラー1ℓ 0.92 92 1ガロン3.49ドルから試算 イン・ディケーター

タクシー 昼間5km 8.5 847 市内

携帯電話
基本料金／月 39.99 3,983

450分無料通話付き AT&T
通話料金／分 0.45 45

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：171m2） 1,519 151,308 外国人用 「アパートメントガイド」ウェブサイト

自動車（新車） 1台 22,680 2,259,155 『トヨタ・カムリ LE』 「トヨタ（サンディースプリングス店）」
ウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 9.5 946 『After Earth』午前の価格 Regal Hollywood　24

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 69 6,873 日曜午前の価格 「ウルフクリークゴルフ場」
ウェブサイト

ベビーシッター 1時間 10 996 「care.com」ウェブサイト

ゆったりとした座席で優雅なひとときを
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ニューヨーク New York

物価データ� 2013年7月11日　調査日の現地通貨の対円レート：1ドル＝99.61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キロ 5.85 583 スーパー「キー・フード」

卵 1パック（12個） 3.59 358 同上

牛肉 100g 1.1 110 ボンレスサーロイン（ステーキ用） 同上

しょうゆ 591ml 5.99 597 『センピオ』（韓国製品） エイチマート

ハンバーガー 1個 4.19 417 『ビッグマック』 マクドナルド（チェルシー店）

ミネラルウオーター 1ℓ 0.8 80 『ポーランド・スプリング・ウオーター』 スーパー「グリステッドズ」

ビール 350ml 1.00 100 『バドワイザー』 同上

トイレットペーパー （12）個 5.99 597 『クイテッド・ノーザン・バス・ティッシュ』 同上

ジーンズ 1本 49.99 4,980 メンズ『リーバイス』 デパート「メイシーズ」

電気料金 200kWh 56.36 5,614 NY 地域の平均電気料金 市内電気会社「コン・エディソン」

ガソリン レギュラー1ℓ 1.04 104 「ニューヨーク・ガスプライス・ド
ットコム」ウェブサイト

タクシー 昼間5km 8.71 868 深夜料金、ピーク時間の追加料金あり ニューヨーク市タクシー＆リムジン協会

携帯電話
基本料金／月 50 4,981 無制限通話＋テキスト

携帯電話会社「T-Mobile」
通話料金／分 - -

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：103.6m2） 4,539 452,130 1寝室（市内中心） 「アパートメントドットコム」

ウェブサイト

自動車（新車） 1台 19,200 1,912,512 『2013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 13 1,295 『Grow Up 2』 「ニューヨーク・ドットコム」
ウェブサイト

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 18 1,793 平日料金 フォレストパークゴルフ場

ベビーシッター 1時間 30 2,988 1時間の平均料金 「ニューヨーク・ベビーシッター・
ドットコム」ウェブサイト

新鮮でおいしい魚を得るには
モノの豊富なニューヨークで意外に苦労するのが、

新鮮な魚の入手である。一般のスーパーで売られてい
る魚は、日本人にとっては、鮮度と味がいまひとつの
場合が多い。
スーパーに行くと、例えばステーキ用のマグロは 1

ポンド（約 450 グラム）当たり 12 ドル程度（100 グ
ラム当たり 2.65 ドル）で見つかる。が、関係者によ
ると「たとえ見た目は良くても、値段が安い魚には特
に注意が必要」とのこと。一酸化炭素（CO）処理さ
れた魚の可能性があるからだという。CO処理された
魚は見た目が鮮やかで劣化しにくい。このため、実際
に調理してみないと素人には判別がつきにくい。日本
では過去にCO処理された魚が流通し社会問題化した
が、米国ではCO処理された魚の流通が規制されてい
ないため、消費者は自己責任で鮮魚を購入しなければ
ならない。
そんなことを心配する必要のない良質な魚を「売

り」にする企業もある。例えば、健康志向の高い消費
者向けに高品質な食材を提供するある大手スーパーは、

捕獲方法にもこだわ
った、CO処理して
いない鮮度の高い魚
のみを扱う点を消費
者に訴求している。
しかし、いかんせん
価格が高い。同種の
マグロが 1 ポンド当たり、24.99 ドル（100 グラム当
たり約 5.50 ドル）もする。新鮮な魚を仕入れるため
のコストに加えて、第三者機関からトレーサビリティ
ー（生産履歴管理）の認証を受けるなど、安全を保証
するコストが商品価格に転嫁されているからだ。この
スーパーでは、水産資源保護を無視して乱獲された魚
類の取り扱いも一切していない。
前述の関係者の 1人は「米国の普通のスーパーで、
おいしい魚を買えるようにするのが夢」と語る。長い
期間かけて根付いた食文化に新たな価値観を定着させ
るのは容易ではないが、「おいしい魚が手頃に入手で
きること」は駐在員にとっても切なる願いである。今
後もぜひ応援していきたい。

（秋山　士郎／ジェトロ　ニューヨーク事務所次長）

消費者への訴求ポイントを
色別で分かりやすく表示


