
日本から持参すべきもの、メキシコで入手可能なものあれこれ

（  2010      年   9      月改訂版）  

By 伊藤亮（Ryo Ito）

1. 衣類･アクセサリー類

1) ブリーフ、シャツ等の下着、ワイシャツ、ネクタイ、セーター、ズボン（ジーンズも含め）等はメキシコ製の物

で十分使用可能。値段も当地の方が安い。但し、下記の点考慮が必要。

a) 下着類は日本のものに比べすれて穴があいたりするのが早い。値段が安い分使い捨てと思えば苦にならない

が（注：但し、日本の 100 円ショップで購入するトランクスなどと比べた場合、メキシコで売られているも

のの方が若干高い）。女性の下着は良く判らないが、最近は高級な下着も出回っているようである。また、

若い女性のパンティーなどは、可愛いデザインのものがメキシコでは余り見られない。

b) 靴下等は日本で安売りしているものを買った方が安い場合がある。例えば日本の discount shop で 5 足 

¥1,000 で買った方が当地のスーパーで売られている通常の靴下より若干安い事になる（為替レートにもよ

るが）。日本の安売り shop で買う場合、中国製であったりするが、それでも（日本での厳しい品質管理を

パスしている訳で）メキシコ製より色、柄の variety が豊富であったり長持ちしたりする。

2) 当地で売られている既製の背広は日本人の体型に合わないと言う日本人は多い。しかし、それ程気にしないとい

うのであれば当地の背広は十分使用可能。（筆者の場合、仕事の為のユニフォームと思っているので気にせずに

当地の背広を使っている）。

3) 強いて日本から持参するとなると、手袋、マフラー、帽子、レッグウォーマー等の小物アクセサリーは当地で余

り売られていない。或いは売られていても金持ち向けで合ったりするので価格が高かったりバラエティーに乏し

いと感じられる（帽子等は野球帽の様なものかカウボーイハットみたいなものは沢山ある）。但し、メキシコシ

ティーでは冬でも氷点下になる事はなく、手袋やマフラーは余り使わない。例えばモンテレイ（Monterrey）等

北方では季節による寒暖の差が激しい為特に子供用のマフラーや手袋は必要になるだろう。

4) 冬の寒い時期にコート、ジャンパーなどは一時必要となるが、それほどデザインにこだわらなければ当地でも売

られている。但し、ダッフルコート、トレンチコートなどは殆ど当地では見ないのでこれらを着たいと言う人は

持参する必要あり。

5) 尚、アクセサリーの中でもベルト等はこちらで手に入る。

6) 日本人は足の甲が高いので、メキシコの靴が合わないと言う事がある。しかし少々大き目の靴を買えば良いので

（足の先が余るが）筆者はメキシコ製を使っている。

7) 雨傘はこちらのもので十分。ボタン式の自動傘もあるが、直ぐ壊れるので逆に手動式の方が良いと思う。尚、最

近では折り畳み傘も一般的になって来た。

8) 腕時計は当地でも安いものが入手可能。（路上マーケットでブランドが不明なものが 100ペソ（約 700 円）程

度から売られている）。又、シチズン、カシオ等の日本製ブランドやスイスブランド、デザイナーブランドなど

の時計も最近は貴金属品店やデパートなどで一般的になって来ている。何れにせよ、強盗に合う確率が高いので、

下記を考えると少なくとも日常の時計は安い腕時計をはめていた方が無難と言える。

a) 安い腕時計をしていた方が目立たない為、強盗に合う確率が低い。（以前ロンジンの腕時計をしていた日本

人が狙われ強盗に襲われた）。
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b) たとい強盗に盗られても、安物であればそれ程くやしいと感じる必要がない。

9) 女性用ハンドバックは当地でも入手可能。しかし、日本人女性の好みに合うものがあるかどうか。世界的に有名

なデザイナーブランドのバッグ等は専門店で買う事が出来、値段も日本に比べれば安いと言われている。また、

その様なバッグのイミテーションは路上マーケットなどで安価に入手可能なようである。

2. 生活用品・雑貨

1) 文房具、筆記用具等は殆ど入手可能。但し、ちょっと変わったもの、例えばプラスチックの透明フォルダー等）

は街の普通の文房具屋では入手困難。尚、ノートやコピー用紙の大きさは日本の様にヨーロッパ仕様（A4、B5 
等）ではなく、米国のもの（letter size、legal size）故、例えばルーズリーフのノート等日本から持参すると、

差し替え用のシート（用紙）を探すのに苦労する事になる。（最近は大きい文具店で輸入物が手に入る様だが）。

2) 下敷きはこちらでは全く使われない為、その存在すら知られていない。以前メキシコ人の家族と住んでいた際

「下敷きが欲しい」と言おうとしたが、辞書を引きつついくら説明しても結局判って貰えなかった。（その時は

大きな木の板を持って来てくれた）。ノートに書く時や手紙を書くときに下敷きを使う、と言う習慣があるなら

ば日本から持参すべき。

3) 極細のマジックペンはなかなか手に入らない。（最近大手の文具店では入手可能）。又、細字のサインペンでも

当地で普通に手に入るのは赤･青･黒の三色のみ。若し茶色、ピンク、緑、水色等の変わった色でしかも細かい字

をサインペンで書きたい、と言う場合、日本から持って来るべきだろう。尚、中字で良ければこれらの色を含む

子供用のサインペンセット（10 色位から）は一般に安く手に入る。

4) 一般的なホッチキスは大型の針（standard size と呼ばれる）を使用するもので、とめる紙の枚数が 2枚や 3枚
の様に少ない場合は紙を傷める。日本で普通に使用される針は No. 10 と言うサイズであり、最近漸くメキシコ

でも一般的になりつつある（殆ど中国製のようである）が、ホッチキスも針も品質が良くない（直ぐに針が詰

まってしまい、取り出すのにいらいらする）。針（staple）はまあまあのものが入手可能なので少なくともホッ

チキス（stapler）は日本製を持参する事をお勧めしたい。

5) 日本のボールペンや水性ボールペン等を持って来ると、使い捨てならともかくインクが切れた時の替え芯の調達

に苦労する場合がある。日本から持ち込むのは使い捨てのものを（少なくとも飛行機の中で税関申告書等の用紙

に記入する際に必要となるので）一本だけ持って来て、後は必要に応じ当地で使い捨てのものを買えば良いので

はないか。尚、シェーファー等の万年筆用のインクカートリッジは大手の文具店ならば入手可能だが、パイロッ

ト等当地で知られていないブランドの万年筆用のカートリッジはまず入手不可能。

但し日本と違い注射器はスーパー及び薬屋で極く容易に入手可能なので、空になったインクカートリッジに注射

器を使いインクを注入する事は出来る。ではその為のボトルになったインクはあるかと言うとなかなか手に入ら

ない。依って、どうしてもパイロット等のブランドの万年筆を使いたいと言う人はインクカートリッジを大量に

持参するかボトルになったインクを持参する必要がある。或いは、シェーファーなどの、当地でポピュラーなブ

ランドのインクカートリッジを買い、注射器でインクを移すか、であろう。

6) こちらである程度長期に滞在する日本人で余り気が付かないものが国語辞典。日本語で手紙やレポートを書く時

に漢字を度忘れする事は誰にもあると思うので一冊持っていると便利。（但し、インターネットに接続出来れば、

最近ではウェブ上の辞書の方が簡単に単語を調べる事が出来る）。

7) 電卓は当地でも普通に入手可能。関数が色々入っている所謂 scientific calculator も（中国製などで良ければ）

可成り廉価に（日本円にして 300 円程度で）入手出来る。（注：筆者が最近最も安く手に入れた関数電卓は 13
ペソ（約 140 円）であった）。

8) 台所用品の中には日本から持参すべきものが結構ある。どれ程本格的に料理するかによるが、日本食を作る為の

道具は殆どないと思って良い。例えば、箸、調理箸、しゃもじ、ご飯茶碗、巻き寿司を作る為のすだれ等々。

（これらは後述の日本食惣菜店で入手可能だが日本で買う場合に比べ相当価格が高い）。同様にご飯茶碗、急須、
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箸置き等は日本食惣菜店以外では売られていないので、長期間滞在する場合は日本から持参する。（但し、まが

いものと言うか、西洋的な東洋料理食器セット（箸、皿などがセットになったもの）は、日本食がポピュラーに

なった今、デパートや台所用品専門店で売られるようになって来た。このような食器は、日本で見慣れたものと

少々形が異なったりするが、気にしなければある程度使える）。

9) （特にメキシコシティー等高地では）気圧の関係で圧力釜でないと上手くご飯が炊けない、と昔は言われたりし

ていたが、筆者の経験では米が良ければ普通の鍋若しくは普通の炊飯器でもまあまあのご飯は炊ける。（現在筆

者の自宅では日本から持ち込んだ炊飯器を使っているが、以前は普通のなべでご飯を炊いていた）。

10) コンドームは入手可能。但し、スーパーなどで買う場合、日本のように包装されてはいないので、買うときにそ

のままずばりの名前が見える箱を手にとってかごに入れ、レジで金を払うので、周りの目を気にする必要がある

だろう。

11) 以前、メキシコ製の生理ナプキンは厚みが相当あり、使用に不快感が付きまとう、と言われていたが、最近薄手

でも吸収力があるものも出回って来た（と言っても日本製に比べどれ程ちゃんと吸収力があるか判断出来ない

が）。

12) 赤ちゃん用品は使い捨てオムツ、おしゃぶり、哺乳瓶、赤ちゃん用石鹸、赤ちゃん用シャンプー、その他ほぼ全

て当地で入手可能。但し石鹸は赤ちゃん用でも少々香料が入っているので肌が非常に敏感な赤ちゃんであれば当

地の石鹸が合わない場合もあろう。後述の “Lirio” と言う石鹸が肌に非常に良いのでお勧めである。

13) 薬は「自分に合ったものを持参するがベスト」と旅行ガイド等で良く見るが、逆にメキシコの病原菌にあったも

のをこちらで買うべき、と言う考え方もある。当地に旅行する日本人は大抵下痢をするが、日本から持参した正

露丸が効いたと言う話を聞いた事がない（当地でも下痢止めは “imodium“ などがある）。尚、以前は風邪薬

（つまり熱、くしゃみ、鼻水などの諸症状に効果がある薬）と言う概念が余りなかった為、頭痛薬、解熱剤、鼻

水の薬、咳止め等複数の薬を飲む必要があった。又それで治らなければ割と安易に抗生物質で治す、と言う処置

が一般的であった。しかし最近では “Tabcin” 等の様に所謂風邪の諸症状に効く薬も通常の薬局で売られる様に

なった。

14) 薬品関係で日本から持参すると重宝する物に、目薬、トクホン、ムヒ、消化薬等が挙げられる。（当地で目薬も

売られているが、充血を取る為のものであり、日本の目薬のように「スーッとする爽快感」がない。また、筋肉

痛などに効くチューブに入った塗り薬も売られているがべとべとしていたりする為（特に液体の）トクホンなど

に比べ不快感があったりする）。更に、消化役に就いて述べれば、メキシコでも食べすぎに利く薬は一般的に売

られているが、所謂「生薬」を配合したものではない為、頻繁に服用すると胃が荒れるからである。

15) 日本で注射器を買おうとしても一般的には買えないが、メキシコではスーパーや普通の薬局で買える。これは医

者でも看護婦でもない近所の普通の人が一回 5ペソとか 10ペソ程度で注射を打ってくれる為。当地は医薬分業

の体制が整っている為、具合が悪くて医者に行っても病院でなければ注射を打ってくれない。発行して貰った処

方箋を基に注射液（薬品）と注射器を薬局で購入し、前述の様な近所に住んでいて注射を打ってくれる人を探す

必要がある。注射器が簡単に入手可能である為重宝するのは、スポイト代わりに使える事。前述の様に万年筆の

インクが切れた時にインクの移し替えも出来る。（例えば、筆者の場合自分のデスクの引き出しに水道水を入れ

た注射器を常備しておき、万年筆の先が乾いて書けなくなった時に、これで水を一滴先端に落とし、書ける様に

する）。

16) 尚、日本から薬類を持参する際、薬局で調剤された粉薬等は入国時に麻薬ではないかと疑われる可能性もあり、

持参しない方が無難と言われる。町の薬屋で一般的に売られている様なパックに包装されたものが良い。

17) 又、キッチンタイマー等メキシコでは知られていないので持って来ると便利。料理に使う為にも便利だが、その

他子供の勉強時間をチェックする（一定時間中に何題問題を解けるか）等に利用出来る。

18) メキシコ人は当然家の中でも靴を履いたままなので、スリッパを使う習慣が余りなく、よって余り売られていな

い。売られていても金持ちしか使わない為か安物でも 100ペソ（約 700円）以上の値段である。日本製のス
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リッパを持参すれば自宅でくつろぐ時に便利（筆者の場合、里帰りの度に 100 円ショップで何足も買って来る）。

尤も、サンダルは極く普通に売られているのでこれを代用する方法もある（見栄えを気にしなければビーチサン

ダルで十分使用可能。尚、ビーチサンダルは基本的に一年中入手可能であり、価格も 30ペソ程度から入手出来

る）。

19) メキシコにもあれば良いのに、といつも思うものに「紙袋」がある。書類を持ってちょっと出掛ける時にスー

パーのビニール袋では大変みっともないし、ブリーフケースには入り切れない、と言う場合、紙袋があると大変

助かる。ビニールのカバーが掛かっているものの方が長持ちするのでベター。100 円ショップで多目に買い、持

参すれば良いだろう。勿論デパートの紙袋でも良い。（最近では、メキシコでもこのような紙袋が売られるよう

になったが、プレゼントの梱包用として売られているものである為（実際、プレゼントを入れる箱、リボンなど

と同じセクションで売られている）、デザインも「結婚式のプレゼント用」、「彼氏用」、「彼女用」、「子供

用」などであり、ビジネスシーンで使える絵柄のものは皆無といって良いであろう）。

20) メキシコでは耳カキがないので持って来ると良い。（メキシコ人は耳垢を綿棒で取る。一説によると、欧米人は

耳垢に水分や脂分があり、べとべとしているので綿棒で取るが、日本人などアジア系人種は耳垢が乾いているの

で耳かきで取る習慣があるとの事である）。

21) 爪切りは当地でも手に入る。但し、日本の爪切りには両脇にプラスチックのカバーが付いており、切った爪がこ

ぼれ落ちない様になっているものが多いが、この様なカバー付きのものは当地では入手不可。爪があちこち飛ん

でも構わないのであればメキシコ製で十分。（因みに成田空港で外国人が日本のお土産に買うもののトップがこ

のような爪切りだそうである）。

22) 電子体温計は、こちらでも知られる様になって来たが、ブランドやモデルのヴァラエティーが貧弱で、競争も少

ない為か値段も余り安くない。急いで子供の熱を計りたいが見付からない、と言う時の事も考え、日本から電子

体温計を数個持って来ると便利だろう。尚、交換用のボタン電池は当地で問題なく入手可能。

23) うちわ。住む所に扇風機がある、若しくはこちらで新しい扇風機を買うのであれば不要であろうが。（高地のメ

キシコシティーでは一般的に夏でもそれほど暑くなく、エアコンは余り使われない。しかし、4月～ 5月は結構

暑くなるので扇風機は必要であろう）。日本的な絵柄のうちわをいくつか持参し、メキシコ人にお土産として

配っても良いであろう。

24) ピンセット。電子工作や化学の実験をする訳でもないのにこんなものが何の為に必要かと思うが、当地では近所

の店でなかなか手に入らないものの一つで、小さいものが何かの隙間に入って取れない、と言う様な時にピン

セットがあると重宝する。

25) あると結構便利なものがテスター。電圧、電流、抵抗を測定する事が出来るマルチ･テスターが良い。特に電池の

減り具合の確認、家のコンセントに電流が来ているかどうかチェックする、電気器具がおかしい時にショートし

ていないかどうかをチェックする等の際に使用する。（メキシコシティーにも電気部品専門街があり、そこに行

けば入手は可能である）。

26) 因みに、普通のサイズの乾電池であれば当地で調達するには全く困らない。単一、単二、単三、単四電池は夫々 

“D size”、”C size”、”AA size”、”AAA size” （これは国際規格）と呼ばれ、アルカリ電池が可成り一般的

に使われている。（筆者の場合、玩具やポータブル CD player 等電力消費が大きいもので使い、使えなくなった

電池をとっておき、上記のテスターでチェックし 1.3 V 以上あれば消費電力の少ないデジタル時計、またテレビ

やビデオのリモートコントロール等で使う様にしている。こうする事で電圧が 1V そこそこになるまで使い切る

訳である）。

27) ニッケルカドミウム等の充電池及び充電器は以前なかなか手に入らなかったが、最近では大き目のスーパーなど

には知られたブランドのものが出回るようになった。尚、路上マーケットで韓国製か中国製のものが売られてい

るが、ちゃんと充電出来るのか、更には火を吹いて火事を起こすのではないかと少々心配である。少々高くとも 

Panasonic や Sony など名の知れたブランドのものをちゃんとした店で購入すべきであろう。
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28) カーアクセサリーは大体のものは入手可能。カーステレオもまあまあのものが売られている。但し、SONY、パ

イオニアなどの有名ブランドのカーオーディオを付けていると車を路上駐車した際に盗難に会う可能性もある

（これらのブランドは良く狙われるそうである）。路上駐車はたとい 5分でも絶対しないか、或いは、訳の判ら

ない安い無名ブランドのカーステレオを付けた方が良いだろう。尚、カーアクセサリーの中でも羅針盤（コンパ

ス）は当地であまり見ない。車で旅行に良く出掛ける人なら、日本の 100 円ショップで買って来るべきであろう。

最近では、日本の 100 円ショップに似ている Waldo's と言う「13ペソ均一ショップ」（注：最近同店に余り

行っていないが、ペソ・ドルレートが下落したので、今では 13ペソ均一で売られているとは思えない。尚、大

手スーパーの Wal-Mart では最近 「13.90 ペソ均一ショップ」を店の一角で開店した）でコンパスが売られて

いるのを見た。

29) 工具等も大体手に入るので、必要に応じこちらで一つづつ購入するのが良いのではないか。但し、メキシコ製

（最近は中国製）のドライバー等なかには直ぐに先が丸くなり使えなくなるものがある。メキシコ製でも 

“Stanley” （米国ブランド？）等の知られたブランドのものはスーパーなどで売られており、これらであれば先

ず大丈夫。

30) タバコを吸うならばライターは必要だが、使い捨てのライターはこちらでも一般的に手に入る。（50円位ゆえ値

段的にも日本と大して差がない）。一つ気を付けるべき点は、メキシコシティーの様な高地（標高 2240m）で

は、日本から持参する殆どの圧電素子を使う電子ライターは火が点かない、と言う事。これは、恐らく気圧が低

い為、ガスが直ぐ拡散してしまい、点火の火花とガスのタイミングが合わないと言う事が理由と思われる。ジッ

ポ等の火打石を使うタイプであれば全く問題なく点くし、電子ライターでも「ターボ」と呼ばれるタイプのもの

であれば概ね大丈夫。尚、火打石やガスボンベ、またジッポタイプのライターに使われるナフタは “Sanborn's” 
と言う、レストランとちょっとしたギフトショップがセットになったような店で簡単に入手可能。

31) 風呂敷は当然売られていない。お土産等を包むのに風呂敷を使う習慣があれば持参する必要あり。

32) 当然当地には手拭などなく、全て手や顔を拭く場合タオルを使う。風呂やシャワーを浴びる際に垢をこする為に

は日本で売られている様なナイロンの垢すりタオルがこちらでも売られている。（概ね中国製）。

33) 石鹸・シャンプー等はこちらのもので十分使用可能。但し、メキシコの石鹸は皮膚の敏感な人には余りお勧め出

来ない（どうも一般的にアルカリが強い、若しくは香料が強い。尤も中性の石鹸などもある事にはあるが）。皮

膚の敏感な人は “Dove” と言う確かカナダのブランドの石鹸か “Lirio” と言うブランドのしかも “Dermatoló-
gico”（つまり「皮膚科の」と言う事）と書いてある石鹸が良い（と個人的には思う）。

34) 歯ブラシ、歯磨きも特殊な用途或いは好みとかがない限りメキシコのもので十分と思われる。子供用の甘い味が

付いた歯磨きもある。（但し、歯ブラシに就いては安いものを買うと中国製であり一週間も持たない。Colgate 
のような知られたブランドのものであれば使用に耐えるが、日本の 100 円ショップで買う場合に比べ 2倍も 3
倍も高い）。

35) 尚、電動歯ブラシは替えプラシが売られているかどうかの問題あり。当地で知られているブランドは Braun 位故、

日本から電動ブラシを持参する場合替えブラシが入手可能か事前にチェックする必要があろう。

36) 男性用コロン、アフターシェイブ、女性用の香水等は当地で入手可能。当然日本製のものは売られていない為ど

うしても日本で使っているものが良い、と言う場合は持参する必要あり。逆にフランス製など、日本で言う「輸

入物」の香水が良い、と言う場合日本より安いのではないか（比較した事がないのではっきり言えないが）。尚、

日本人はあまり使わないかも知れないが、わきの下に使うデオドラントは良く使われており、男性用・女性用共

に色々なブランドのものが売られている。

37) 殺虫剤はスプレー式のものが当地でも一般的。害虫駆除をする場合、日本では水を入れると化学反応を起こし殺

虫剤の煙が出て部屋中に行き渡ると言うものがあるが、当地では知られていない。可成り以前に火を点けると煙

が出る方式のものが売られていたが、火事の危険がある為か、ここ数年売られているのを見た事がない。尚、ゴ

キブリホイホイの様なゴキブリのトラップは試験的に売られた事がある様だが一般的ではない様である。（ねず

みを捕まえるトラップは最近出回って来た）。尚、その他蚊取り線香、液体がビンに入っており、これをコンセ
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ントに差し込むタイプのものなどが最近売られるようになって来た。

38) 洗剤は衣類用、食器用等様々な用途のものが入手可能。また、漂白剤（但し、酸素系ではなく、塩素系が一般

的）、ソフナー（柔軟材）は当地にて入手可能。

39) その他、ガラスクリーナー、床や電気器具の表面にも使える液体クリーナー等も当地のもので十分使えると思う。

但し、当地では浴槽のある家が殆どない（シャワーが一般的）事もあり、入浴剤と言うのか風呂に入れると香り

がして温泉効果があると言う入浴剤は売られていない。よって住む所にバスタブがあり、入浴剤を入れてゆっく

り漬かりたい、と言う人は入浴剤を大量に日本から持参する必要があるだろう。（注：最近漸く大手のデパート

などで入浴用のオイルが売られるようになって来た）。

40) バスタブの清掃に使う専用のクリーナーと言うものを見た事がない。恐らく、矢張りバスタブを使う習慣が余り

ないからであろう。但し、日本からこのような液体のものを持参する意味は見出せない。石鹸をつけたブラシで

こするくらいで充分であろう。

41) 日本では 100 円ショップで入手出来るような小物でもメキシコでは知られてさえいないものがある。例えば可愛

い布（熊の顔がプリントされているようなもの）で出来たドアノブカバーなどメキシコでは見た事がないので多

めに持参するとメキシコ人にプレゼントしても珍しがられる。また、カーテンを閉じたときに使う可愛いデザイ

ンのクリップ（洗濯バサミでも代用可能だが）や、逆に、カーテンを開いた時に束ねておく為のひも（筆者は、

日本で熊の小さなぬいぐるみが付いた紐を沢山買って来た事がある）などは知られていない。但し、トイレット

ペーパーホルダーに付けるカバーはトイレットペーパーホルダー自体の形状が異なるので役に立たない。日本の

トイレットペーパーホルダーは一般的に金属製のフタのようなものが付いており、このへりでペーパーを切る為、

このフタの部分に布で出来たカバーを取り付けるようになっているが、このようなフタはメキシコのトイレット

ペーパーホルダーにはない（最近中国からの輸入物でこのようなカバーが付いたものが出回り始めた）。依って、

カバーを取り付ける事が出来ない。（筆者の場合、カバーを日本から持って来たがどうしてもメキシコ製のペー

パーホルダーに付ける事が出来ず、その次の機会に里帰りした時にわざわざペーパーホルダーを買って来た、と

言う経験あり）。

3. 家具･家電製品･電気電子器具等。

1) 一般に使われる家具は殆ど当国で入手可能。但し、デザインや色にこだわる様な人の場合は気に入る家具を見つ

けるのにある程度苦労する事を覚悟する必要あり（最近はヨーロッパ製、或いはヨーロッパ的デザインの家具も

売られるようになって来た）。又、ちょっと変わった家具（例：木製の脚立、大型の木製 CD 専用ラック、座椅

子等）は殆ど入手不可能。しかしながら自分自身でデザインし、大工に作らせると言う方法はある。（因みに当

地の家は石で出来ているので、大工と言うと家を作る職人ではなく家具を作る職人である）。人件費が安いので

家具をオーダーメイドしても家具屋で売られているものより良いものが安く買える場合がある。尤も、大工の質

により出来上がった家具の質が決まるので、大工の質を見極める為、又出来た家具の質をチェックする為、オー

ダーメイドするとなると、ある程度木工の知識が必要となる。

尚、オーダーメードをする場合には、街の “carpintería”（大工屋、つまり「家具ワークショップ」）に注文すれ

ば良いが、Insurgentes 通り沿いのメキシコシティー南端に、このような carpintería が何十軒も集まった、謂わ

ば「家具職人広場」と言うか「「手作り家具マーケット」のようなものがあり、そこで既製品の手作り家具を

買っても良いし、自分がデザインした家具をオーダーする事も出来る（自分でデザインする場合、メキシコは

メートル法なのでセンチ・ミリをベースにデザイン出来る）。

2) 家電製品に就いては、ステレオ、ラジカセ、掃除機、洗濯機、扇風機、ミキサー、ジューサー、テレビ、ビデオ、

電子レンジ、コーヒーメーカー等一般的なものは凡そ全て入手可能（但し、日本で発売されたばかりの新製品と

言うか、新技術を投入したような器具、或いは、アイデア商品のようなものは当然こちらでは知られない）。ま

た、音響機器に就いては、本当にめちゃくちゃ音の良いコンポーネントステレオとなると、専門店かデパートに

行く必要があるが、中国製や東南アジア製のミニコンポステレオであればソニー、JVC、パイオニア、サンヨー、

パナソニック、その他の良く知られたブランドのものも結構出回っているし、全く聞き慣れないブランドのもの

も沢山出回っている。長期出張や滞在期間が短い語学研修生のようなケースであれば、この様なもので十分では
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ないか。尚、Diskman に代表されるポータブルCD プレーヤーは、最近では MP3 プレーヤーに押され、売られ

なくなってしまった（スーパーなどで良く出回っていたが、「もう取り扱っていない」と言われるようになっ

た）。MP3 プレーヤーは、2GB （約 500ペソ）から ８GB のキャパのものまであり、ブランドも全く聞いた

事のないものから Sony までかなりヴァラエティーに富んでいる。また、iPod も専門店などで手に入る。

3) 尚、「兎に角 CD が聞ければ良いや」と言うのであれば、CD プレーヤー内臓のラジカセ（と言っても安いもの

ではカセットの再生･録音が出来ないので「ラジ・ディスク」と言うべきであろうが）で安いものが出回るように

なって来た。安いもので 1台 400ペソ（約 3,000 円）程度でラジオと CD が聴ける。また、このようなラジ

カセでも最近では 600ペソ程度の予算で MP3 が聴ける（MP3 フォーマットのファイルをセーブした CD-Rが

聴ける）ものが買える様になって来た。

4) 更に、ポータブル CD プレーヤー若しくは MP3 プレーヤーを持っているが、家の中ではスピーカーから出た音

を聴きたい、と言う人は、アンプ内臓のスピーカーセットを買えば良いだろう。これは音響製品と言うよりコン

ピューターのアクセサリーとして売られている事が多いが、安いもの（200ペソ程度）では矢張り音が非常に貧

弱なので少なくとも 400ペソ程度費用を掛けるとまぁまぁの音が聴ける（2チャンネル）。

但し、このようなスピーカーセットでは、往々にして、トーンコントロールなどなく、単にボリュームコント

ロールしかないのでこの点注意する事。尚、最近は 5.1 Ch のホームシアターもスーパーなどで売られており、

DVD プレーヤーとセットになっているものと DVD プレーヤーが付いていないもの（アンプ内臓のスピーカー

セット）と二種類がある。何れの場合でも、ポータブル CD プレーヤーや MP3 プレーヤーなどを繋げるだけで、

サラウンドで迫力ある音を聴く事が出来る（因みに、DVD プレーヤーが付いていないホームシアターの場合、安

いものでは 700ペソくらいからある）。

5) 尚、当然日本のご飯を炊く為の炊飯器はないので、自炊をするのであれば持参すべきである。

6) 一方、AV 機器の中で日本で流行りの最新機器等は入手困難なものがあるので要注意。例えば、DVD レコーダー

は、一時スーパーなどで出回ったが、その時でさえ、モデルがひとつしかなく、複数の機種を比較する事も出来

ない、と言う按配であった。特に、ハードディスク内臓の DVD レコーダーは当地のスーパーで未だ見た事がな

い。また、Blu-Ray プレーヤーは漸く最近スーパーなどでも見る事が出来る様になって来たが、未だ一般的でな

い。

7) DVD player は最近価格競争が激しくなり、安いものでは US ドルに換算し 35 ドルくらいのものが出回るよう

になって来た。これらの殆どは MP3 ファイルを記録した CD や DVD をも再生可能である。

8) デジタルカメラは可成り一般的になって来た。尚、日本からデジカメを持参するのであれば記録媒体に注意した

方が無難。以前 Olympus が採用していた Smart-media はメキシコでは殆ど手に入らなかった。現在どのような

タイプの記憶媒体が一般的か不明。Sony、Fuji 及び Kodak であれば当地で最も一般的なブランドである事より

記憶媒体の入手も問題ないと思われる。または、日本からデジカメを持参する際に、記録媒体も少々多めに持参

すれば良いであろう（尤も、小まめにパソコンに取り込み、CD や DVD に移し、記録媒体をフォーマットすれ

ば繰り返し使えるので問題はない筈である）。

9) 尚、MD player も媒体としての録音用 MD もどちらも非常に高価でしかも一般の店では手に入らない（最近では

見た事もない）。又、MD player はステレオに接続して使うものもポータブルなものも殆ど知られていないし、

当然滅多に売られていない。どうやらメキシコでは MD はヒットしなかった様で、殆ど一般に知られずに消え去

る運命にあるのではないか。まだ録音可能な CD の方が一般的と言える。（CD-R は日本円にして 20円くらい

で入手可能）。或いは、インターネットから download 出来る MP3 フォーマットのプレーヤーの方が最近では

一般的である。また、i Pod は、金持ちのお坊ちゃん、お嬢ちゃんたちに人気がある。

10) 血圧チェックの習慣があれば電子血圧計を日本から持参するがベター。最近こちらでも大手薬局や通信販売など

で手に入るようになったが、聞いた事もないブランドのものが多く信頼性に疑問あり。（但し、近年薬局でオム

ロンブランドの血圧計が売られていた、との情報を得ている）。
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11) 若し日本から何か日本仕様の電気器具を持ち込む場合は、トランスが必要になる場合があるので要注意。120 V 
から 100V に変圧するもので良い（但し、器具の種類により、それ程電圧の変化が性能に影響するものでなけれ

ば当地の電源に直接繋ぎこんで概ね問題はない）。

尚、一つの変圧器に複数の電気器具を繋げる場合は、入力と出力の電圧の違いを考慮するだけでなく、変圧器の

容量が十分あるかどうか、と言う点を検討する必要あり。又、周波数が異なると正常に動作しない様な器具は注

意が必要。メキシコの家庭用電源の周波数は 50 HZ で東京と一緒。依って大阪など関西で使っていた 60 Hｚ 

用の家電製品であれば、周波数が異なる事で問題ないか確認が必要となる。殆どの場合問題はない筈だがモー

ターを使う様なものは影響がある可能性がある。関東地方で使っても問題ない器具であれば電圧を合わせるだけ

で使える理屈である。（尚、メキシコの家庭用電源は停電から復旧する際に急に高い電圧の電流が流れたりする

時があり、当地で普通に売られている家電製品でも故障する場合がある（筆者の知っている家庭でも、停電から

復旧する際に電子レンジやテレビが壊れた。尚、これらはメキシコで購入したものである）。特に、パソコンや

コンポなど電圧の変動に敏感な機器はメキシコで購入したものであっても voltage regulator や peak surpressor 
などを間に繋げた方が無難である）。

12) 尚、日本のテレビやラジオはたとい電圧をトランスで合わせても受信電波の周波数帯が合わない為、一部しか見

たり聞いたりする事が出来ない時がある。ラジオの場合は、一部の放送局は受信可能だが、若し日本から持参す

るのであれば外国仕様のものか TV 放送も受信出来るものが良いだろう。（尚、当地でもテレビのデジタル放送

が既に始まっているが、どのような方式のものか、周波帯がどのようなものか筆者は不明である為、日本製のテ

レビがこれらの放送を受信出来るか確認出来ていない）。

13) プレイステーション。当地ではソニーのプレイステーションを買うと、日本製のソフトは普通使用不可である。

但し、路上マーケットで海賊版用チップが売られており、これを買って装着すると海賊版のソフトはもとより日

本製のソフトも読み込み可能となる（この点 Play Station 2 及び 3 では実験していない為未確認）。

14) Nintendo Wii は当地でもかなりの売れ行きで入庫しても直ぐに売切れてしまう状況がここのところ続いている。

息子や息子の友達にも Sony PS3 や X Box を持っている人は皆無。尚、Wii の日本製のソフトとの 

compatibility に就いては、テストしていないのでコメント不能。

15) こたつ。メキシコシティーに滞在する場合、冬場でも氷点下の気温になる事はない点前述の通り。しかしながら、

メキシコの一般的な家屋は石で出来ている事もあり、隙間もある事から、隙間風が結構入って来て寒い場合があ

る。その様な場合、特に最も寒い時期にコタツがないと寂しい思いをする事になる。但し電気ストーブ（放射型

とオイル（ラジエータータイプ）タイプと二種類ある）は一般的にスーパーなどで売られているので、これらを

購入すれば特に問題がある訳ではない。尚、石油ストーブは使われない。どうしても電気カーペットや電気毛布

が欲しい、と言う場合、日本から持参する必要がある。（電気毛布はあるデパートで一度だけ見た事があるが、

聞いた事もないブランドであった）。

16) パソコン：ラップトップを既に日本で使っているのでメキシコでもこれを使いたい、と言う様な場合それを持っ

て来る事は考えられるが、特にデスクトップの場合、新たにコンピューターを購入するのであれば（日本で流行

りの最新モデルでなければ嫌だ、と言う場合を除き）メキシコで購入した方が安い。尚、その際に考慮すべき事

項下記の通り。

a) デスクトップパソコンの場合、メーカー品でなければ CPU クロック周波数 2.4 GHz 程度、hard disk 160 
GB 位で、modem、14 型液晶モニター、スピーカー、DVD burner 付きのもので 4,500 ペソ（約 31,000 
円）程度から入手可能（最近もう少し安くなっている筈である）。但し、そのような安物パソコンショップ

で買うと、その場でチップセット（マザーボード）に客の要望によりハードディスクやスピーカーやマウス、

などを客が選んだキャビネットに取り付けて行くので、Windows がプレインストールされている訳ではな

く、依って OS を別途購入し、 install して貰う必要があるので要注意である。（昔は海賊版の Windows 
をインストールしてくれていたが、インターネットでマイクロソフトにより使われている OS が正規のもの

かどうかチェックされようになった為、海賊版の OS は廃れた）。或いは、「そのような店先で組み立てて

売るようなパソコンでは嫌だ。メーカー品が欲しい。」と言う場合は、HP（Compaq）や Dell など知られ
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たブランドのパソコン（当然 OS は正規のものがプレインストールされている）を購入すべきである。尚、

最近ではスーパーなどで正規の Windows がプレインストールされた無名ブランドの格安パソコンが売られ

る様になった。また、OS は Windows でなくとも良い、と言うのであれば、このような OS が付いて来な

い安物パソコンを購入し、Windows の代わりに Linux をインストールする、と言う方法も考えられるが、

事前に Linux をダウンロードし、ブート CD にセーブしておく、Linux に就いての知識を持っておく、など、

準備が必要であり、パソコンに詳しい人でない限りお勧め出来ない。

b) ラップトップであればスペックにもよるが 6,500 ペソ位（600 ドル前後）から入手可能。また、最近流行

の「ウルトラモバイル」もスーパーや大手文房具店（Office Depot など）で出回るようになって来た。尚、

日本で持っているラップトップを専用プリンターごと持参すると言う場合、プリンターのインクカートリッ

ジ等を交換したくとも見付からず苦労する可能性もあるので要注意であろう。出来れば当地で入手可能かど

うかを事前にチェックする事をお勧めしたい。但し、インクジェット方式であればボトルになったインクを

購入し、これをカートリッジに注入すれば良く、しかも非常に安上がりである（但し、最近ではこのような

方法を防止する為、インクの再注入が不可能なインクカートリッジを使うプリンターも出て来た）。（尚、

簡易プリンターであれば最近どんどん値下がりしており、スキャナーと一体になったものでも日本円で 8 ～ 

9千円程度で入手出来るので、ノートタイプのパソコンだけ日本から持参し、プリンターをこちらで購入す

る方が実際的ではないか）。

c) 特にデスクトップパソコンの場合は、重いし大きいし全く日本から持参する意味を見出せない。当地で購入

し、必要に応じ日本語のソフトを install した方が安上がりである。その後、帰国する際には中古パソコンと

してメキシコ人の知人などに転売も可能である。ハードディスクをフォーマットし、スペイン語の 

Windows を入れてやればメキシコ人に売る事も出来る訳である。（Windows XP 以降、Windows がスペイ

ン語や英語版であっても殆ど問題なく日本語のソフトが走るようになっている。場合によっては、入力ロ

ケールを「日本語」に変更する必要があるが大した問題ではない）。

d) 安ければ安い方が良い、と言う場合、ブランドのない手作りのコンピューターが売られている Mexico City 
の Centro（down town）にある露店に毛が生えた様な店で買うと安い。どの様なスペックのコンピュー

ターが欲しいか店の人に言い、その場でチップセット、メモリー、ハードディスクなどを選び、スペック通

りに組み立てて貰う。但し、Centro は少々治安に問題がある地域なので、その辺りに詳しい、スペイン語の

判る、又コンピューターの事も知っている人（出来ればメキシコ人）に同行して貰う方が良い（要望に応じ

筆者が同行する事も可能）。

e) 尚、このような店で組み立てて貰って購入すると、往々にしてスピーカーから音が出ない、インターネット

に繋がらない（LAN カードが不良品である）等の不具合が発生する事がある。組み立て後に店でテストして

貰っても全てのディバイスをチェックする訳ではない為、このような店で購入する際には、修理の為にダウ

ンタウンに 3 回くらいパソコンを担いで往復する覚悟が必要だろう。このような場合でも購入から 3箇月
未満であれば保障期間中と言う事で無償で修理・コンポーネント交換をしてくれるのが普通である。

（若し当地で安価なコンピューターを買いたいが、ダウンタウンに一緒に行ってくれる人がいない、或いはハー

ドディスクをフォーマットしたり日本語版ソフトをインストールしたりする為の技術的知識がない、と言う方は

本文書末尾にある筆者のメールアドレスにご連絡下さい。筆者自身何回もダウンタウンでコンピューターを購入

し、自身で何度もハードディスクをフォーマットした経験があるので無料でご相談に応じます）。

17) 上記に関連し、どうしても日本語のソフトが必要であれば矢張り持参する以外にない（尤も、最近では多くの場

合インターネット上でダウンロード出来るバージョンを用意しているので殆ど問題がないと思われるが）。メ

ニューやエラーメッセージなどが英語やスペイン語でも良いのであれば世界的に有名な Word、Excel 等のソフ

トは当地で容易に入手可能（その場合でも日本語で書類を作成する事は可能）。また、日本語環境のパソコンに

スペイン語版ソフトをインストールしても概ね問題はない。筆者の経験から言うと、問題があるとすれば、ファ

イル名がスペイン語でアクセント記号や “ñ”、”¿” などの文字や記号（特殊文字）が含まれている様な場合、そ

の file を開く事が出来ない時がある、と言う事くらいである（そのような場合でも、ファイルをハードディスク

にセーブし、ファイル名を変更すれば問題なく開く事が出来る）。
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18) また、周辺機器やアクセサリーに関しても、USB メモリー、マウスなど殆どのものは当地で入手可能。但し、ウ

ルトラマンの形の USB メモリーなど、変わったデザインのものは皆無に近い。

19) 電動髭剃り。当地の一般的な髭剃りは使い捨てのカミソリ。それで良ければ当地でいくらでも買えるので問題な

し。しかし電動髭剃りがよい、と言うならば日本から持ってくる方が無難。当地で売られている電動髭剃りはド

イツの Braun 等のブランドの輸入品で brand にも model にも variety が乏しく、デパートや大手スーパーでな

いと手に入らない（しかも結構高価）。一方、たまに売られている安物の（聞いた事もないブランドの）中国製

や東南アジア製髭剃りの場合、長持ちせず直ぐ壊れたりする。

若し日本で新しい電動髭剃りを買って来る、と言うのであれば電池式よりも 120V 対応の充電式が良いだろう。

単二、単三等の乾電池は確かにメキシコ国内何処でも売られているが、例えば出張先のホテルで朝早くホテルの

売店が閉まっている時に電池切れになるとひげが剃れない事になる。（ホテルのコンセントで充電すれば無料で

充電出来る、と言う打算もある）。他方、充電式でも乾電池式でもなく直接コンセントに繋いで使う髭剃りもあ

るだろうが、その場合、停電になるとひげが全く剃れない、と言う欠点がある。（しかもメキシコは停電が多い

国である）。

20) 壁掛け時計、目覚まし時計はよほどデザイン等にこだわる場合を除き、当地のもの（と言っても最近では東南ア

ジア製や中国製が多いが）で十分使用可能。但し、目覚まし時計に関しては下記の点に就き注意が必要。

a) 当地で売られている電子目覚まし時計の中にはアラームの音が小さいものが多い。大きい音が出ないと目覚

めない、と言う人の場合はアラーム音を確認してから購入すべき。或いは日本でアラームの音が大きいもの

を買って持参すると良い。

b) 電源に差し込んで使うタイプの目覚ましの場合、メキシコでは停電が多いので要注意。眠っている間に停電

になり、セットされている時刻が消えてしまい、その後電気が戻っても正しい時刻やアラームのセットがな

されていない為に時刻になっても鳴らず、寝過ごしてしまう事になる。内臓電池のバックアップがあり、停

電になっても時刻や鳴る時間のセッティングが消えないものを持参するか購入すべき。（この様なバック

アップ電源が付いているラジオ付き目覚まし時計は最近当地でも売られる様になったが、余り一般的でなく、

少なくとも購入時にバックアップ電源が付いているかどうか確認して購入すべき）。

21) カラオケセットは一時期当地でも JVC 製の GCD（グラフィック CD）を使用するものが売り出されていたが、

ここ数年見た記憶がない。尚、JVC 製ではなく訳の判らないブランドではあるが、最近カラオケセットが通信販

売などで売られるようになって来た）。わざわざ日本から持って来るものかどうか、と言う議論はあろうが（ソ

フトも持参する必要があるし）、本人にとって「必需品」であれば持参すべき。但し、日本では最近カラオケも 

DVD のものが出回っているのではないか（良く判らないが）。そうであれば、DVD 版のカラオケソフトだけを

持参し、当地で DVD Player を購入する、と言う手もある。

22) 日本で使っている携帯電話をわざわざメキシコまで持参する人もいないと思うが、殆どの場合日本の携帯電話は

メキシコで全く使えないだろう。海外で使える携帯電話、と言う場合でも、メキシコで使えるかどうか、日本の

オペレーターに事前に確認すべきである（最近日本のモノがそのままメキシコで使える、と言う携帯を持ち当地

を訪れた日本人がいたが、どこのオペレーターか不明。何れにせよ通話料金がべらぼうに高いものになるだろう

と思われる為、長期でメキシコに滞在する人の場合、最初の数日だけはこのような携帯を使うというのであれば

良いが、出来るだけ早い時期に当地の携帯電話を購入すべきであろう）。

23) 尚、当地で携帯電話を購入する際には下記を参照すれば良いと思う。

a) prepaid card 方式と電話機がレンタルベースで月々使用料を支払う方法と二種類あり。Prepaid 式の場合電

話機そのものを大手スーパー等で購入し、後はカードに残高があれば使える（但し、使わなくとも 2ヶ月経
つと無効になる）と言う方式である為、operator 会社からの請求書等は来ない。一番安いもので 4,000 円

程度で買える。但し下記の欠点がある。

 全てのオペレーターに於いてこの問題があるか確認出来ていないが、最大手の Telcel の場合、売られ
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ているカード自体に地域の制限がある為、メキシコシティーで買った携帯電話のクレジット残高が旅

行中に切れた、と言う場合その旅行先の地域でカードを買っても使えない、と言う問題がある。依っ

て、地方に旅行する際には事前にメキシコシティーでカードを買い、残高を増やしてから旅行に出る

必要がある。

 カードをインプットして二ヶ月経つとたとい残高があっても使えなくなってしまう。但し全く無効に

なるのではなく、新たにカードを買ってインプットすれば残っていた残高も生き返る。

 通話料金が高い。但し、月々の使用料を払う方式の場合全く電話を掛けていなくとも最低料金が取ら

れるので、あまり携帯を使わないと言う人には寧ろプレペイド方式の方が安上がりだろう。

 メキシコシティーでは最近新聞スタンドなどでも通話カードが販売される様になったが、地方都市で

はカード自体を入手するのに難儀する可能性もある。また、セブンイレブンなどでは、カードを物理

的に買わずにレジで番号を言って金を払えば残高を買える様になった。

b) プレペイド方式の携帯でも、最近はカードを買わずにスーパーやコンビニのレジでクレジットを購入出来る

ようになった。レジでクレジット対象の電話機の番号を言い、いくらクレジットを行うかを店員に言うだけ

で済む。

c) 携帯の電話機自身で知られている brand は Nokia、Sony Ericsson、Motorola、Samsung 及び LG 位であ

る。

d) 尚、日本ではケイタイと言っても Cellular と PHS と分けて売られている様だが当地ではどちらも Cellular 
と言う言い方をする。

e) アップルの i Phone は最近メキシコでも販売が始まったが非常に高価であり、矢張り金持ちのお坊ちゃん・

お譲ちゃんのファッションアイテムと言う感じである。

4. 食品

1) 食料品は生物（なまもの）でなければ大体問題なく持ち込み可能。依って、さばの缶詰、鮭缶、インスタント食

品等の非常食を持って来るのも一案。（ツナ缶は当地で一般的な食べ物であり、簡単に手に入る）。但し、缶詰

類は重いので持って来るのに苦労する。尚、特に重宝するのはそばつゆ。そばがなくともそばつゆがあれば、茹

でて冷やしたスパゲティーを盛りうどんの様にして食べる事も出来る。最近日本から持参して成功したものは、

うどん汁の粉（100 円ショップで購入）。箱に 4食分入っており、うどん汁の他てんぷらのつゆなどにも使える。

2) 尚、日本で買うより値段が（ものによっては「相当」）高くなるが、日本食の惣菜を売っている店が数件あり、

この様な店で大体のものは入手可能（但し、これらの殆どはメキシコシティーに集中しており、地方にある日本

食惣菜店ではろくなものが手に入らないと聞いている）。又、キッコーマンの醤油及び照り焼きソース（どちら

も米国製）は大手であれば通常のスーパーで入手可能（このようなスーパーでは、全く聞いた事もないブランド

の照り焼きソースも売られていたりする）。

3) インスタントラーメン及びカップラーメンは米国製、韓国製が大手スーパーで入手可能。但し、日本では一般的

に手に入るインスタントやカップになったキツネそばや狸そば、天ぷらそば･うどん等は、日本食惣菜店でなけれ

ば手に入らない。韓国製でもインスタントラーメンを非常食として買っておけばラーメンとしてだけではなく、

味付けを工夫し、焼きそばにしたりミートソース風にしたりも出来る。（但し、日本のインスタントラーメンに

比べても更に腰が弱いので冷やし中華にするとぐちゃぐちゃになる。食えない事はないが）。

4) 酒のつまみにはこちらではピーナッツ類やポテトチップ等が豊富。辛い味付きのチップ等日本では珍しいものも

ある。反面、さすがに柿の種やシシャモ、サキイカ等の乾燥魚はない。（スーパーに行くと干した煮干のような

小さい魚が売られているのでこれをつまみにする事も出来るが）。どうしてもこの様な日本的なつまみが欲しい

のであれば、日本から持参する、若しくは高価でも日本食惣菜店で購入する事になる。パックになった佃煮等は

日本人派遣員へのお土産として持って来るのも一案。
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5) 日本でよく使う片栗粉、日本的なパン粉、干ししいたけ、カレールウなどは当然こちらのスーパーなどでは売ら

れていないので、日本食惣菜店で買う事になる。尚、「メキシコ風の」パン粉は町の食料品店にも売られている

が、つぶが非常に細かいのでフライやとんかつを作ってもさくっと美味しい厚めの衣が出来ない。

6) その他、日本では一般的なカルピス、カルピスソーダ、オロナミン C などの飲料はメキシコにはないが、わざわ

ざ缶詰でこのようなジュース類を日本から持参する人もいないであろう。但し、筆者の子供たちの大好物である

「メロンソーダ」は、日本でインスタントの粉末が売られているので、これは筆者の家族が里帰りする際に持ち

帰る食料品の「定番」となっている。

5. 土産物

1) 一般的に言ってメキシコ人への土産物は下記が参考になろう。

a) 女性・男性の区別、又どう言う関係の人かを区別する。例えば事務所の秘書等仕事上付き合う事になる女性

に個人的な贈り物と取られる香水などをプレゼントするのは禁物。昔（もう 20年も前の話になるが）「日

本製のナイロンストッキングは品質が良いから」と言って日本からわざわざパンティストッキングを持参し、

メキシコ人女性秘書に配っているある商社の出張者がいたが、彼女らは赤面し困っていた。

b) 女性にはお菓子なども可能。但し、和菓子など余りにも日本的過ぎるお菓子類は注意が必要。例えばあんこ

が入ったお菓子などは珍しがられるが、口に合わないというメキシコ人が多い（小豆に似た「フリホール

豆」（”frijol”）と言う豆は、メキシコでは料理の脇に盛られて出て来る副材として用いられるので、塩味で

料理される。依って、「frijol を甘く味付けるなど信じられない」と言われる）。チョコレート（カカオ豆）

はメキシコの代表的産品の一つではあるが、おいしいチョコレートと言うのは以外に少なく、チョコレート

専門店等で売られているものは相当値段が張る。日本のデパートの地下等で贈答品として売られているチョ

コレートとクッキーがサンドイッチになったお菓子などは、特に女性に喜ばれる（手軽に秘書などに配るの

であれば、ポッキーや小枝チョコなどスーパーで買えるようなものでも良い）。

c) せんべいは、「rice cookie だぞ」と言ってメキシコ人に勧めると食べないではないがあまりおいしいと思わ

れた、と言う話は聞かない（中にはおせんべい大好きと言うメキシコ人もいるが）。おせんべいの中では甘

辛の揚げせんべい（「歌舞伎あげ」と呼ばれるもの）あるいは塩味の軽いサラダせんべい（と言うのか?）な

どがどちらかと言うと口に合うようである。例えば、「カッパエビせん」に就いて言えば、「大好き」と言

うメキシコ人もいる反面、「えびの生臭さが気持ち悪い」と言うメキシコ人もいる。

d) 子供がいるメキシコ人の家族への土産と言う事であればおもちゃがおまけで付いているキャラメル、ガム等

も土産の中に入れておくと喜ばれる。但し、おもちゃを組み立てる為の説明書が読めない為、一緒に組み立

てる等の配慮が必要。ここ 10 数年キティーちゃんが相当流行っており、女の子（大人の女性も含め）であ

ればキティーちゃんグッズなどが結構喜ばれる。

e) メキシコにもキャンディーなどは売られているが、抹茶味や梅の味など、「日本的な味のキャンディー」と

言うと当然知られていないので、これらを土産として持参すると珍しがられる。但し、おいしいと思われな

い、と言うリスクはあるだろう（特に日本食など、日本的な味を全く経験した事がない人など）。尚、フ

ルーツ味のキャンディーでも「ピーチ味」のキャンディーは何故かメキシコで見た事がなく、筆者の家族は

里帰りすると良くこの様なキャンディーを買って来るのでお勧めである。その他キャンディー類でメキシコ

にない味はコーラ味、メロン味、メロンソーダ味、コーヒー味など。これらのキャンディーは、日本で多め

に仕入れておき、（土産としてよりも）こちらでメキシコ人を自宅に招待したときに振舞うと、珍しがられ

るのではないか。

f) 日本の女性でもキャラクターグッズを集めたりする人がいるが、こちらの女性でも（いい年をして）日本や

韓国製のキャラクターグッズを買う人は多い。100 円ショップ等で大量に買って秘書連中に配ると言う手も

ある（全く知られていない訳の判らないキャラクターのものでも可成り受ける）。特にキャラクター物の文

具等を男の子向け、女の子向け合わせて多目に持参し、ストックしておくとメキシコ人の子供の誕生日に招

12



かれたとき等にも使える。

g) その他女性向けの土産として考えられるのは和紙の細工。和紙で作った小さなこけし、しおり、小物入れな

どは喜ばれる。

h) 世界的にアニメが流行しており、メキシコでも例外ではない。従い、特に贈る相手がアニメファンである、

或いは子供である場合には日本の漫画も土産になり得る。若し米国に寄る機会があれば、大手書店にあるア

ニメコーナーで英語に翻訳された漫画を購入すれば良いだろう。また、日本で売られているものでも（当然

日本語なので書いてある文章は理解出来ないが）珍しがられる。また、アニメファンには、フィギュアなど

も土産になる。（日本で「ガチャンコ」とか「ガチャガチャ」と呼ばれる 100 円や 200 円でフィギュアが

出て来る自動販売機で買えるようなものは、当地で 500円以上でアニメファンに売られており、しかも当地

で売られているものはバライエティーが乏しいので、筆者は里帰りする度にガチャンコで沢山玩具を買って

来る）。

i) 浮世絵がプリントされた風呂敷などはメキシコ人（と言うか外人）に対するお土産として昔は「定番」だっ

たのではないだろうか。しかし、日本人と多少付き合いがあるメキシコ人であれば大体この種のアイテムは

既に持っていると考えた方が無難だろうし、最近では余り受けない。風呂敷を使う習慣がない為、用途がな

い。女性であればスカーフ代わりに使えない事はないと思うが、いまどきスカーフを使う人はまれ（流行お

くれの女性かおばさん）。また、他のアイテム（ブラウスやスカートなど）と合わない、と言う問題がある

だろう。

j) 男性の場合は、ちょっとしたものであればシャープペンシルとボールペンが一本になっているペン（メキシ

コでは殆ど知られていない）、タバコを吸う人であればライター（ターボライターは珍しがられる）等位し

か思い浮かばない（但し、security の問題から成田空港のゲートでライターはひとつしか持ち込みが出来な

いと最近言われるようになった）。尚、パイロットなどのブランドの少々高級なボールペンや水性ペンも良

いが、替え芯が入手出来ない場合を考え、替え芯も何本か付けてプレゼントする、と言うような配慮が必要

だろう。因みに、メキシコ人で万年筆を使う人は滅多に見ない。高級文具店に行けば高価な万年筆が売られ

ているので、存在は知られているが、せっかく万年筆をプレゼントしても、へんな使い方をしてペン先を駄

目にしてしまう恐れがあり、余りお勧め出来ない。出来れば少なくとも事前にその人が万年筆を使う習慣が

あるか、或いは率直に万年筆をプレゼントしようかと思うがどう思うか、などと確認しておいた方が良いで

あろう。また、万年筆をプレゼントするような場合には、前述のインクの availability に関する項を参照頂

きたい。

k) もう少し値段の張るものであれば時計（当地でもシチズン、セイコーは brand image が可成り高い）、デジ

タルカメラ等が考えられる。上記 1. 〜 4. を参考にあまり当地で一般的でないものでしかも役に立つものを

探すと良いと思う。尚、腕時計であれば、最近ヨドバシカメラなどでは、数字の変わりに漢数字（「壱」、

「弐」など）が文字盤に付いたものや、浮世絵が文字盤に入ったものが外国人のお土産用に売られるように

なった。これらは 1,000 円程度で買えるので、これらを買って来るのも良いであろう。

l) 日本的なものをプレゼントしたい、と言うのであれば JR 上野駅前ののれん街（上野の山の下）や浅草観音

通りの商店街、または東京タワーの土産物屋フロアー等で手に入る、着物を着た女の子の人形の置物や額縁

はまあまあ珍しがられる。または、人形を集めているような女性にはこけしなどが喜ばれるだろう。

m) ちょっとしたもので良いのであれば、又男性にも女性にもある程度受け入れられるだろうと思われるものは

キーホルダー。成田空港の売店でも買えるが、靖国神社の境内、また前述の東京タワーや上野のれん街で売

られている木製のこけしのキーホルダー、忍者やサムライのデザインの金属性キーホルダー、また、100 円
ショップで売られているものなど、土産を配る相手のリストに入れていなかった人にも気前良く渡せる様に

多めに買って常時ストックとして持っておいたら良いだろう。

n) プレゼントする相手の趣味がパソコンである（或いは、仕事や自由時間でパソコンを良く使う事が判ってい

る）と言う場合、変わったデザインのパソコンアクセサリーなども良いのではないか。例えば、前述のよう

にウルトラマンや変わったキャラクターのデザインの USB メモリーなどは当地で見た事がないので（極く
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最近ドラえもんなどのキャラクターの USB メモリーがセントロ（ダウンタウン）で売られているのを見た

が、いまだ一般的ではない）男性向けであればウルトラマンのデザインのもの（一番最初のウルトラマンは

当時メキシコでも放映されたので、ウルトラマンを知っているメキシコ人もいる。また、知らなくとも 

“Japanese hero” などと説明してやれば良いだろう）、また、女性向けであればキティちゃんかそれに似た

可愛いキャラクターのものを持参したらどうであろうか。

2) 日本人（派遣員・駐在員など）に対する土産：

a) 大体こちらで生活している日本人であれば身の回りのものは一通り持っているので特に日本で発売されたば

かりの電子機器（子供向けであればおもちゃ）等を除き雑貨、電化製品等をお土産にしても喜ばれない。

b) それよりも矢張り食品類。しかも当地の日本食惣菜店にないようなものが喜ばれる。缶詰であればなぜか日

本食惣菜店でも鮭缶を見た事がない（ある程度頻繁に見るのはさばの味噌煮）。しかし缶詰は重いのでパッ

クになった佃煮（魚や山菜）や、冷蔵庫に入れておけば 3ヶ月くらいもつようなレトルトパックのうなぎの

蒲焼等が良いだろう。

c) 日本酒は当地の日本食惣菜店でも売られているが、配る相手が日本酒党と最初から判っているのであれば、

珍しい銘柄の地酒等を持参するアイデアもある。但し、瓶詰めは重いし割れる可能性もある為、小さなもの

ならともかく、そうでなければ紙パックになったものが良いのではないか。また、セキュリティーの観点か

ら、300ml 以上の液体は手荷物に入れる事が出来ないので、最初からスーツケースに入れる、或いは、セ

キュリティーチェックを通った後でデューティーフリーのショップで購入する事になるだろう。

d) 日本で話題になっている本、又相手がスポーツ好きであればスポーツ雑誌の最新号、パソコンが趣味であれ

ばパソコン雑誌などもちょっとした土産の候補になりうる。同様に日本で話題になっているテレビドラマを

録画した DVD も考えられなくはないだろうが、連続ものでなく、毎回ストーリーが完結しているものの方

が良い。その意味ではドラマである必要なく、日本映画（子供の場合はアニメ映画）の DVD なども考えら

れる。但し、子供向けアニメは別にしても映画の好みなどがあり難しいかも知れない。（男性の単身赴任者

であればアダルトビデオも考えられる。当地で洋ものは手に入るが、出演者が日本人と言うものは入手が難

しい。最近ではアジア女性出演のアダルトビデオ（の海賊版）が割と簡単に入手可能となって来ているが、

出演している女性は概ね東南アジア人のようである）。

e) 尚、筆者はお土産として入浴剤を貰った事がある。しかし、当時の筆者の家には風呂桶（バスタブ）がない

為、使えなかった（メキシコの多くの家庭では風呂に漬かる事はせず、シャワーで済ます。依って、バスタ

ブ付きの風呂を持っている家は上流である）。勿論裕福な家であれば風呂桶くらいあるのかも知れないが、

この様なものを土産として持参する場合は、渡す相手が使う事が出来るかなど可能であれば事前にチェック

すべきだろう。

f) 自分自身の為に持って来るべきものに日本語の本がある。必ずある程度の期間にわたり海外にいると日本語

が恋しくなる。日本で話題になっている本であれば自分が読み終えた後に日系企業の派遣員などに回すと喜

ばれる。

6. インターネットでの買い物：世界中どこにいてもアクセス出来るインターネットであるが、特に筆者がメキシコにい

ながらインターネットで買い物をした経験から注意点を下記に述べたい。

1) 買い物のサイト：メキシコにもオークションサイトがあるが、あまり信用出来そうでない為、筆者はこのような

サイトで買い物した事はない。尚、アマゾンなどはメキシコにはない。メキシコのサイトで買い物するとすれば 

Mexicana や Aeromexico などの航空会社のサイトで航空券を買うくらいであろうか（同じ航空会社の航空券で

あってもウェブ上で買うと割安になる場合がある）。或いは、大手の通販会社（Marke など）で買うくらいであ

る。

2) 支払い：日本のサイトで一番困るのは、メキシコで発行されたクレジットカードが、たとい international のカー

ドであっても使えない場合がある、と言う事である。例えば、日本に於けるソフトウェアのサイトにアクセスし
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有料ソフトをクレジットカードを使って支払い、ダウンロードしようとしても、往々にしてメキシコのカードは

使えない。例えば、筆者の経験を基に述べると、同じ「楽天」に出店している店でも、店によりメキシコのカー

ドが使える店と使えない店があるので注意が必要である。一度ジグゾーパズルの店で買い物をし、その時はエ

ラーメッセージなど出ないので購入手続きが無事済んだと思っていたら、翌日カードが使用出来ない、と言う理

由でキャンセル通知がメールされて来た事がある。先方に問い合わせをしてみると、サイトにはそのような注意

書きはなかったが、日本で発行されたカードのみ使用が可能である、との説明であった（日本が国際的でないと

筆者が主張する所以である）。勿論、日本で発行されたカードであれば、問題は全くない。

3) 一方、米国やヨーロッパのサイトでは問題なくメキシコのクレジットカードでの支払いが可能である。当然、全

てのサイトで試した訳ではないが、筆者の場合、米国やスペインの大手本屋（ Barnes & Noble、Editorial Crítica 
など）やイギリスのソフトウェア会社（ Avanquest Software ）、また、音楽ダウンロードサイト

（emusic.com）で買い物をした経験があり、メキシコで発行されたインターナショナルのクレジットカードによ

る支払いは全く問題がなかった。

4) Delivery：インターネットで、特に外国のサイトで商品を購入する際に最も気になる事が、果たして問題なく配

達されるか、と言う点である。本や雑誌であれば、海外から配送される場合であっても、輸入通関上全く問題は

ない（また、メキシコ人は一般的にあまり本を読まないので英語の本は勿論、たといスペイン語の本であっても

盗まれる可能性はまずない）が、音楽 CD やソフトウェアが入った CD-ROM であると、piracy 対策として輸入

規制が厳しい事もあり、一度に大量に CD を買い付けない方が良いと思われる。筆者の場合、前述の 

Avanquest Software でソフトを購入した際、ダウンロードバージョンではなく、CD-ROM に入ったものを購入

したが、可成り時間は掛かったものの、問題なく自宅まで届けられた。何れにせよ念の為に一回に 1枚か 2枚、

多くても数枚づつ購入した方が良いだろうと考える（特に初めての場合は、万が一紛失や盗難にあっても被害が

少額で収まるよう、少量の買い物をお勧めしたい）。

7. その他（趣味の道具他）：

1) 例えば趣味で楽器をやる場合、楽器屋でアクセサリーを見つけるのに苦労する事がある。大体本格的な楽器屋自

体が少ない。例えばギター用の電子チューナーはダウンタウン（Centro）の専門店以外では見た事がない。筆者

も日本に出張や里帰りをすると音叉を買ったりする。（よく紛失するので電子チューナーではもったいないか

ら）。ギターの弦もナイロンのクラシックギター用或いはエレキギター用の弦であれば大体何処でも売られてい

るが、アコースティックギター用の弦（所謂「鉄弦」）になると近所の楽器屋では入手が困難である。（専門店

に行けば米国製のものが手に入る）。尚、同じアコースティックギター用の弦であっても、「コンパウンド」と

言う種類のものはどうやら日本で発明されたものであり、米国でも知られていないそうである。

2) こちらでギターを買うか日本での愛用ギターを持参するかは個人の判断になるが、こちらで買うと言う場合、特

に安いものはメキシコ製のクラシック（フラメンコ）ギターが一般的であろう。尚、アコースティックやエレキ

はブランド物でなくとも良い、と言うのであれば、韓国製等が安い。（エレキギターが 1万円もしない）。但し、

中間層が余りなく、この様な安物では嫌だと言うと世界的な Fender、Gibson、Yamaha、Obation 等のブランド

となり、これらはかなり高くなるので注意が必要（と言っても、モデルによっては、ヤマハなどの場合、日本円

にして 5万円程度から入手可能）。他の楽器に就いては余り知識がないが、大体楽器屋自体が少ない為、矢張り

アクセサリー類や楽譜などの入手に苦労する事もあるかと思う。（おもちゃの様なカシオのキーボードは極く安

く手に入る。因みに筆者は最近パールブランドの一番安いモデルのドラムを当地で購入したが、日本円にして 7
万円程度であった）。当然、三味線や琴など、日本的な楽器、及びそれらのアクセサリーはこちらでは手に入ら

ない。

3) その他、例えば茶道とか華道とかが趣味であればそれらの道具は持参する必要あり。但し、釣り等の日本以外の

国でも一般的に好かれている趣味であれば当地で道具を調達する事は可能。（但し、筆者は良く判らないが日本

的な釣りの道具と西洋の釣りの道具では違うのではないかと思う）。また、生け花を生ける瀬戸物のお盆のよう

なものは日本食惣菜店の片隅で見た事があるが、専門的なものではなく単なる花を飾りとして生ける為のもので

あろう。

4) スポーツ用品は大体入手可能。但し、卓球のラケットで良いものは見た事なし。シュノーケルなどは以前余り
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スーパー等で見る事はなかったが最近では見る様になって来た（特にバケーションシーズンになると大量に出回

る）。勿論、海岸のリゾート地域であればスーパーなどでも季節を問わずいつでも手に入る。子供用の浮き輪、

柔道着等も入手可能。一方、相当の金持ちで海外にスキー旅行に行く様な人でもない限りスキーをやるメキシコ

人はいない。依ってスキー用品は全く一般的ではないので大手のスポーツ用品専門店を訪れる必要があろう。ま

あ、メキシコにまで来てスキー用品を買おうと言う人も珍しいだろうと思うが。

5) 玩具、ゲーム用品。日本で有名なトミーやバンダイの玩具は殆ど入手不可。一部ポケモンの様に世界的にヒット

した漫画のキャラクターものであれば当地でも売られているが、これは例外である為、日本で流行っている玩具

が欲しいと言うと、普通であれば持参する必要あり。反面 Mattel や Hasbro（現在ではフランスの会社のブラン

ドだそうだが）等、米国など欧米で良く知られたブランドの玩具は一般に売られているので「日本で流行ってい

る玩具にこだわらない」と言うのであれば、全く困らない。尚、トランプ、サイコロ、チェスは当然の事ながら

当地でも売られているが、日本的な遊びである花札、将棋、囲碁、麻雀等は全く知られていない為、これらの遊

びをするのであれば持参する必要あり。因みに、メキシコで知られているが、日本では知られていないゲームに

「スペイントランプ」（Baraja española）がある。枚数も絵柄も普通の（アメリカンの）トランプと違うので、

このようなトランプの遊び方を覚え、日本で披露すると「中南米通」とか「スペイン通」と認められるだろう。

6) また、同じように日本では知られていないので、せっかくのメキシコ滞在中にドミノなど覚えてはどうか。日本

では「ドミノ倒し」としか知られていないが、覚えて見るとなかなか知的なゲームである。四人が麻雀の様に卓

を囲んで座りプレイする。プレイヤーが夫々自分自身の勝ち負けを競うタイプの個人プレイも出来るが、このよ

うなプレイの仕方は素人レベルの遊び方であり、これよりも対面同士がペアーになり両隣の二人を競争相手とし

て競うペア方式のプレイを覚えれば本格的と言える。（ドミノの遊び方に就いて興味をお持ちの方は是非筆者に

コンタクト下さい）。

7) 尚、これは日本では余り売られていないと思うので、逆にこちらで買うべきもの、と言う事だが、「英西・西英

辞典」をこちらで購入する事をお勧めしたい。特にちゃちなもの（当地の中学生が英語の勉強の為に使う様なも

の）ではなく、日本に持ち帰ってからも長年使えるものが良い。当然西和辞典や和西辞典は日本から持参するだ

ろうが、英語、日本語、スペイン語と三ヶ国語の対比でスペイン語を覚えると良い。この様に覚えると、スペイ

ン語と英語がどれ程似ており、逆にどう言うところに違いがあるかが判る様になり、メキシコ人が良く犯す英語

の間違いなど、どうして間違えるのか理解出来る様になる。（但し、最近ではウェブにもこのような辞書の無料

サイトがあるので、無理に本の形で購入する必要はないかも知れない）。（英西・西英の辞書のウェブページに

ご興味のある方はご連絡下さい。URL をご連絡します）。

8) 同様の理由で、日本の国語辞典に相当するスペイン語の単語辞書を当地で購入すべきと思う。英語を勉強する人

が英々辞典を使う様にスペイン語も「西々辞典」（と言うのか不明だが）を用いて勉強すると、日本語で何と言

うかだけではなく単語の意味及び定義をスペイン語で覚える事が出来る。（これに就いても、英西・西英辞書と

同様、「紙に印刷されたものが良い」と言う方を除き、現在ではインターネットで辞書が引ける為、特に紙で出

来た辞書を購入する必要はなくなった、と言えるだろう）。

9) その他数珠や線香など宗教に関わる道具・器具が必要と言うのであれば、カトリック教にて使用されるものを除

き当然こちらでは売られていない。

以上
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