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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

シドニー オークランド
シドニーでは、ユニークなデザートやドーナツが人気。
オークランドは、酪農大国なのに乳製品は割高。

南半球2都市の日常を切り取る。

オセアニア編

■オーストラリアの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
5万962米ドル（2015年）
〔出所 IMF〕
＊人口
2,386万人（2015年）〔出所 オーストラリア統計局〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
2.4％（2014～15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）
6,028米ドル〔�出所 ジェトロ「2015年度アジア・�

オセアニア進出日系企業実態調査」〕

■ニュージーランドの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
3万7,045米ドル（2015年）
〔出所 IMF〕
＊人口
460万人（2015年）〔出所 ニュージーランド統計局〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
0.1％（2015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）
3,125米ドル〔�出所 ジェトロ「2015年度アジア・�

オセアニア進出日系企業実態調査」〕

遊園地「シドニー・ルナ・パーク」

オークランドタワーを望む

ハロウィーンで
仮装を楽しむ人々

シダは NZ の象徴公園に羊が

シドニー大学
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シドニー Sydney

物価データ� 2016年6月15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＝78.27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） 1kg 4.3 336 ホワイトブレッド スーパー「Coles」

卵 1パック（12個） 4.6 360 同上

牛肉 100g 3 234 ランプステーキ 同上

しょうゆ 1ℓ 9.5 743 キッコーマン 同上

ハンバーガー 1個 5.65 442 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1ℓ 2.5 195 『Balance』 スーパー「Coles」

ビール 375ml 2 156 『Tooheys New』 リカーランド

トイレットペーパー 1パック（20ロール） 10 782 スーパー「Coles」

ジーンズ 1本 99.95 7,823 メンズ『リーバイス511』 Just Jeans

電気料金 200kWh 47.6 3,725 Energy Ombudsman

ガソリン レギュラー1ℓ 1.195 93 Australian Institute of Petroleum

タクシー 昼間5km 22.81 1,785 Legion Cabs

携帯電話
基本料金／月 50 3,913

Telstra
通話料金／分 1 78

アパート賃貸料 家具付き1カ月 4463.3 349,342 外国人用、Chatswood 地区
3寝室、2浴室、駐車場2台分 不動産検索「Domain」ウェブサイト

自動車（新車） 1台 33,490 2,621,262 『Toyota Camry』 「carsales」ウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 21 1,643 『The Jungle Book』 イベントシネマズ

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 50 3,913 18ホール The Coast Golf Course

ベビーシッター 1時間 25 1,956 ロックマイベビー

斬新  ドーナツ
ここ最近ドーナツが人気だ。

ドーナツ専門店を街のあちこち
で見かける。

中でも、斬新でかわいいドーナツとして人気を博す
のが、ブリスベン発の「ドーナツタイム」。店頭に、色
とりどりにトッピングされた約 14 種類のかわいいドー
ナツが並ぶ。ドーナツは全部で約 70 種類もあり、ビー
ガン、グルテンフリー、デイリーフリー、季節限定、
週替わりと客を飽きさせない工夫も行き届いている。
ドーナツタイムの一番人気は

「Love at first bite」。ヘーゼルナッツ風味のチョコレ
ートがふんだんに使われており、一見、健康志向のオ
ージーの好みとは相反するかのように見える。しかし、
そんな見た目に反して甘さは控えめで、若い世代から
年配層まで楽しめる。値段は 6 オーストラリア・ドル

（約 470 円）で、他店と比較すれば少々高めだが、ボ
リュームはたっぷりある。ドーナツだけではない。容
器の上にどかんとドーナツがのったミルクシェークや
サンデーなどの商品にも力を入れており、そのトッピ
ングデザインのかわいさや斬新さから Instagram やフ
ェイスブックなどのソーシャル・ネットワーキング・
サービス（SNS）への投稿も多く見られる。

マーケティングにも余念がない。新店オープン記念
にドーナツを無料で配ったり、ハンバーガーチェーン
店とコラボレーションし、バンズの代わりにドーナツ
で具材を挟むバーガーを作ったり。米国最大規模のロ
ックフェス「コーチェラ・フェスティバル」にも出店
した。5 月 26 日時点で、国内に 19 の店舗があり、パ
ースにも新店がオープンする予定だ。この斬新なドー
ナツが日本に上陸する日も近いかも。

（ケビン・ギブ／ジェトロ　シドニー事務所）
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オークランド Auckland

物価データ� 2016年6月29日　調査日の現地通貨の対円レート：1ニュージーランド（NZ）・ドル＝70.97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） 700g 3.3 234 カウントダウン

卵 1パック（15個） 4.65 330 同上

牛肉 100g 2.1 149 ランプステーキ 同上

しょうゆ 1ℓ 11.9 844 キッコーマン 同上

ハンバーガー 1個 6 425 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 1ℓ 2 141 『NZ Natural Sparkling Mineral 1』 カウントダウン

ビール 330ml 2.16 153 『Steinlager Pure 』 リカーランド

トイレットペーパー 1パック（20ロール） 8.39 595 カウントダウン

ジーンズ 1本 179.99 12,773 メンズ『リーバイス511』 べーカーズ

電気料金 200kWh 52 3,690 別途基本料金 45.16NZドル / 月 コンタクトエナジー

ガソリン レギュラー1ℓ 1.73 122 プライスウオッチ

タクシー 昼間5km 21.17 1,502 タクシーフェアーファインダー

携帯電話
基本料金／月 39.99 2,838 「Advantage Light」プラン。通話料

金は、無料通話分（月当たり300分）
を超えた場合に適用。

ボーダフォン
通話料金／分 0.79 56

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：107㎡） 3,665 260,105 市内中心地、「プロフェッショナル」

職用　3寝室、2浴室、駐車場1台分
トレード・ミー

（賃貸物件セクション）

自動車（新車） 1台 45,790 3,249,716 『トヨタ Camry GL』 トヨタ

映画鑑賞 ロードショー1本 16 1,135 『Our Little Sister』 リドシネマ

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 90 6,387 パブリックコース ティティランギゴルフクラブ

ベビーシッター 1時間 17.82 1,264 別途予約代 23NZドル ロックマイベビー

牛乳価格は意外に高く
ニュージーランドといえば――豊かな自然、羊の群

れ、ラグビー強国……いろいろある中で、産業では酪
農が際立った存在だ。なにしろ国内で生産される酪農
製品の 95％が輸出され、それが数量ベースで世界に
おける輸出全体の 4 割を占め
るというのだから。これほど
の輸出ができるということは、
商品供給力は大きく、国内で
の販売価格も安いはずと思い
がちだが、実態はといえば―
―。

街中の大手スーパーマーケ
ットの牛乳売り場をのぞいて
みた。1 リットル 2.5～4.5 ニ
ュージーランド・ドル（以下、
NZ ドル）の商品が多い。そこで、3.5NZ ドル／ℓと
して、現在の為替レート（1NZ ドル＝ 74.9 円）で換
算すると 260 円／ℓになる。円安時の 2015 年 4 月の
為替レート（1NZ ドル＝ 91 円）では 320 円／ℓだ。

東京での店頭小売価格が約 220 円／ℓとすると、ニュ
ージーランドにおける牛乳の小売価格は日本より高い
ことになる。両国における売上税率（日本の消費税
8％に対し、ニュージーランドの物品サービス税

〈GST〉は 15％）を考慮に入れても、ニュージーラン
ドの価格に割安感はない。

これには意外な感があるが、
考えてみればそれなりの理由
もある。先述の通り、ほとん
どが輸出に向けられる当地産
の牛乳の価格は、国際価格に
連動することで構造的に卸価
格が下がりにくい。国内市場
が小さいため参入者に限りが
あり、価格競争が起きにくい。
この点は、日本などとは大い
に様相が異なる。日本からの

来訪者に驚かれることも多いが、当地は全般的に物価
が高く、ある程度までの高価格が許容される余地があ
る、という事情もあるのだろう。

 （林　道郎／ジェトロ　オークランド事務所長）

スーパーマーケットの牛乳売り場


