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◦オーストラリアの基礎経済指標
１人当たりGDP
４万8,951米ドル（2008年）

〔出所　オーストラリア統計局〕

人口
2,233万人（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）
4,400米ドル

◦ニュージーランドの基礎経済指標
１人当たりGDP
２万9,926米ドル（2009年）

〔出所　ニュージーランド統計局〕

人口
435万人（2009年）

〔出所　同上〕

消費者物価（CPI）上昇率
3.0％（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）
約2,800米ドル
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世界の暮らしが見える

物価ウオッチング　　 大洋州編

シドニー オークランド
世界有数のワイン産地豪州，レストランでは人々がワインを持ち込んで食事を楽しむ。
早くも来年のラグビーワールドカップに沸くニュージーランド。大洋州の２都市の今――。



 物価データ� 調査日2010年５月21日　調査日の現地通貨の対円レート：１オーストラリア・ドル（豪ドル）＝74.77円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（豪ドル） （円換算）
主食（パン） １kg 3.79 283 650g が主流 スーパー「ウールワース」

卵 １パック（12個） 4.59 343 スーパー「コールズ」

牛肉 100g 1.99 149 スコッチフィレ ウールワース

しょうゆ １リットル 7.8 583 『キッコーマン』（シンガポール産） 同上

ハンバーガー １個 4.45 333 『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 1.74 130 『マウント・フランクリン』 コールズ

ビール 375ミリリットル 2.99 224 『ビクトリア・ビター』（瓶） リカーランド

男性用スーツ 中級品１着 599 ４万4,787 ベン・シャーマン 百貨店「マイヤー」

電気料金 200kWh 46.87 3,504 月 額 基 本 料12.87豪 ド ル，0.17豪 ド ル ／
kWh（1,750kWh まで）

電力会社「エナジー・オース
トラリア」

ガソリン レギュラー１リットル 1.26 94 ガソリンスタンド「カルテッ
クス」

タクシー 昼間５km 12.85 961 最初の１キロは3.20＋1.93豪ドル，それ以
降１キロ1.93豪ドル

ニューサウスウェールズ州交
通省

携帯電話 基本料金／月 60 4,486 プラン名「Member プラン60」（無料通話分
〈60豪ドル〉を含む）

携帯電話会社「テルストラ」
通話料金／分 0.79 59 

アパート賃貸料 家具付き１カ月 4,218 31万5,380 上松不動産への聞き取り
（居住面積： 140㎡）

自動車（新車） １台 ３万490 227万9,737『カムリ』 drive.com.au

映画鑑賞 ロードショー１本 17 1,271 『アリス・イン・ワンダーランド』 イベント・シネマズ

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド 33 2,467 平日料金 ノースブリッジ・ゴルフクラブ

ベビーシッター １時間 18 1,346 findababysitter.com.au
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　豪州ワインの輸出は，1822年に136リットルを英国向
けに出荷したのが始まりだ。今では世界有数のワイン生
産地としての地位を確立している。輸出額ベースで小麦，
牛肉に次ぐ農業の主力商品である。
　シドニー郊外のハンター・バレーや，西オーストラリ
ア州のマーガレット・リバーといった著名なワイン産地
では，地元のワイナリーを訪問するツアーが催行され，
国内外の観光客から好評を博す。参加者が宿泊するホテ

ルへの送迎や昼食を付けた
日帰りツアーであれば，
100豪ドル（約7,500円）前
後が相場だ。
　当地には「BYO（Bring�
Your� Own）」という習慣
がある。レストランが設定
する持ち込み料（コルケー
ジ）を支払えばワインを持
ち込めるというものだ。１
本数豪ドルほどのコルケー
ジで，自分が気に入ったワ
インとともに料理を味わう

ことができる。
　最近では大手ワ
イナリーの一つウ
ルフ・ブラス社が
ペットボトル入り
を発売した。落下
などの衝撃に十分
耐え，ガラスボト
ルに比べて36％軽
量化したという。
また，缶入りがバロークス社から発売されている。これ
まで缶は，ガラスに比べ破損しにくく，保管場所を取ら
ず，飲み切りサイズに小分けできる利点がある半面，長
期間の品質維持が難しいとされていた。しかし，同社は
独自技術（特許取得済）で品質維持と長期保存を両立さ
せた。新容器のワインにはいずれもバロッサ・バレー産
がボトリングされている。1840年から生産を始めた国内
でも知名度の高い歴史ある産地であり，味は折り紙付きだ。
　当地で売られる豪州ワインは，１本数豪ドルから数百
豪ドルのビンテージものまで，価格帯は幅広い。しかし
高いものがおいしいとは限らない。ワインの面白さであ
り奥深さでもある。　 （稲澤　定／シドニー・センター）

シドニー�Sydney
豪州ワインあれこれ

　品ぞろえ豊富なワインショップ

豪州最大のシャトーを有する
ワイナリー「シャトー・タヌ
ンダ」（バロッサ・バレー）



 物価データ� 調査日2010年６月８日　調査日の現地通貨の対円レート：１ニュージーランド・ドル（NZ ドル）＝64.84円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（NZドル） （円換算）
主食（ジャガイモ） １kg 2.09 136 ほかに，パン，米，パスタも主食にする

（パン，米の値段がかなり高くなってきた）
フードタウン・スーパーマー
ケット

卵 １パック（12個） 4.25 276 一般的人気品の値段（有機卵など種類，サイズにより異なる）同上

牛肉 100g 2.9 188 サーロインステーキ用肉（通常のスーパー
で薄切り肉はない）

同上

しょうゆ 600ミリリットル 9.99 648 『キッコーマン』 同上

ハンバーガー １個 5.1 331 『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 2.15 139 『NZ ナチュラル・スパークリング・ウォーター・ミネラル』 フードタウン・スーパーマーケット

ビール 330ミリリットル 2.6 169 『ステインラガー・ラガー・ピュア』（６本，
12本，15本，20本などケース売りが主）

同上

男性用スーツ 中級品１着 499 ３万2,355 紳士服店「ヘレンスタイン」

電気料金 200kWh 77.79 5,044 市内スタンダード・プラン（契約会社，地
域，プランなどにより異なる）

電力会社「マーキュリーエナ
ジー」

ガソリン レギュラー１リットル 1.81 117 ガソリンスタンド「ビーピー」

タクシー 昼間５km 14.5 940 タクシー会社により多少異なる コープタクシー

携帯電話 基本料金／月 29.95 1,942 プラン名「One Rate 50・プラン」（契約会
社会，プランにより異なる）

携帯電話会社「テレコム」
通話料金／分 0.58 38 

アパート賃貸料 家具付き１カ月 5,200 33万7,168 ４寝室，２浴室，１駐車場 不動産協会ウェブサイト
（居住面積：124㎡）

自動車（新車） １台 ４万9,900 323万5,516『ホンダ・アコード・ユーロ』 ニュージーランド・カンパニー・ビークル

映画鑑賞 ロードショー１本 14 908 『シャネル＆ストラヴィンスキー』。曜日，
年齢などで料金異なる

リドー映画館

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド 30 1,945 メンバー料金，非メンバーは別料金。パブリック
とプライベートで料金差あり（25～225NZ ドル）

マウンガキエキエ・ゴルフ場

ベビーシッター １時間 15 973 経験，仕事内容により異なる（15～20NZ ドル）ベビーシッター社

　ニュージーランド（NZ）では今，来年の第７回ラグ
ビーワールドカップ（Ｗ杯）の話題で持ち切りだ。2011
年９月９日から10月23日に20カ国が参加して行われる。
代表チーム「オールブラックス」の活躍に期待がかかる。
先ごろ終了した南アフリカ共和国でのサッカーＷ杯。
NZ代表の「オールホワイツ」は，グループリーグで３
戦引き分けと予想外の活躍をしたが，人気はラグビーに
は及ばない。
　ラグビーＷ杯はNZ史
上最大のスポーツイベン
ト。海外から８万5,000
人の観客動員が予想さ
れ，12億5,000万 NZ ド
ル（約811億円）の経済
効果が期待されている。
　キウイ（ニュージーラ
ンド人）は本当にラグビ
ー好き。有料テレビの中には六つのスポーツチャネルが
あるが，どのチャンネルを回してもほとんどがラグビー
中継だ。この上さらにラグビー専用チャンネルがある。
多くの子どもたちが将来オールブラックスの選手になる

ことを夢見る。当地ではスポーツとい
えばラグビーのことなのだ。
　Ｗ杯開催で心配されるのが宿泊施設
の不足。宿泊費は大会期間中，通常料
金の４～10倍に値上げされるとの報道
もある。ホスピタリティーあふれるキ
ウイの名誉にかけて，Ｗ杯担当のマッ
カリー大臣が先ごろホテル協会に値上
げに対する警告をした。

　観戦チケット入手も気にな
るところだ。準決勝で最高
600NZ ドル（約３万9,000円），決勝で最高
1,250NZ ドル（約８万1,000円），プレミアム
チケットはその何倍もする。公式販売の抽選は
３回，まだチャンスはある注。40試合のうち，
準決勝，決勝を含む９試合が現在改装中のオー
クランドのイーデンパークで開催される。
　2019年第９回大会は日本での開催が決まった。

これから日本でもラグビー人気が上がるかもしれない。
ぜひ本場のラグビー，熱狂を味わいにお越しあれ。
 （原田直美，信幸　美，ロイド・バールマン／オークランド事務所）

注：�http://www.rugbyworldcup.com/

オークランド�Auckland
ラグビーが熱い！

� 　2010年９月号　83

世界の暮らしが見える

物価ウオッチング 大洋州編

　既に公式グッズ販売店も開店

　改装中のスタジアム
　写真提供：イーデンパーク


