
5分でわかる！

まるごとトルコ
情報提供資料

解説します！

ボクがトルコの魅力を

5つのテーマにわけて

ガ イド ・ブ ック

T u r K e y

テーマ１：地理

テーマ２：歴史

テーマ３：社会・文化

テーマ４：観光・食事

テーマ５：経済・産業

 

イスタンくん



ヨーロッパとアジアが交錯する
異文化の接点。

2

テーマ１：地理

ほんとだ。
いろんな国との接点といえそうね。

黒  海

エーゲ海 マルマラ海

◉アンカラ

イスタン
ブール ボスポラス海峡

ロシア連邦

グルジア

アル
メニア

イラン

イラク
シリア

キプロス

ブルガリア

マルマラ
地方

エーゲ海地方

地中海地方

東部アナトリア地方
中部アナトリア地方

南東部アナトリア地方

黒海地方

ギリシャ

地 中 海

トルコは国土がヨーロッパとアジアにまたがる
世界でも珍しい国。
しかもロシアや中東にも囲まれている
という地理的な特徴があります。

トルコ

★イズミール

★アンタルヤ

★カッパドキア アララト山★

マルディン、ネムルト山★



UBP※富永さんの トルコ街角リポート①

「アクビル」で交通機関を乗りこなす
　イスタンブールでの移動は、トラム（路面電車）やバス、地下鉄など
公共の乗り物共通チケット「アクビル」を使うと便利です。日本のIC
カードと同じように、チャージして使います。チケットといえばカ
ード型、というのは世界共通ではないようです。

　※UBP（正式名称：ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー）
・スイスを代表する資産運用会社の一つ
・1969年スイスで設立。現在、グローバルに 20 拠点を展開
・運用資産額：665億ドル（約5兆3,000億円：2010 年6月末現在）
・世界の個人投資家・機関投資家に様々な運用戦略を提供

ヒースロー空港（ロンドン）を上回る
イスタンブール空港

　トルコはその恵まれた地理的優位性を活かし、

ヨーロッパやアジアに留まらず、現在は中東や

北アフリカなど成長著しい周辺国とのつながり

を深めています。特に注目したいのは飛行機で

のアクセス。イスタンブール空港（アタテュルク

空港）からは国際線160路線と国内線41路線

の計201路線が発着しています。これはロンド

ンのヒースロー空港の183路線を上回っている

ほど。トルコを基点にすれば、アジアやヨーロッ

パ、アフリカや中東へ容易に旅立つことができ

るわけです。
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トルコの基礎データ

国名　　トルコ共和国

面積　　約 78万ｋ㎡（日本の約 2倍）

人口　　7,256 万人（2009 年）

首都　　アンカラ

通貨　　トルコリラ

言語　　トルコ語、クルド語 等

日本からの飛行時間　約 12時間半～ 13時間半

時差　　－7時間

　　　　（3月下旬～ 10月下旬の

　　　　 サマータイム実施時は

　　　　 －6時間）

 トルコの
  地域別の特徴
北に黒海、西にマルマラ海とエーゲ海、南に地中海と海
に囲まれているのもトルコの特徴です。沿岸部にはさま
ざまな山脈が連なり、内陸部は高原になっています。地
理的には大きく７つの地域に分類されます。

1. マルマラ地方
マルマラ海を含む地域でバルカン半島トラキア地方を含む。
イスタンブールを中心にトルコ産業の要となっている。
　
2. 黒海地方
黒海と山脈に囲まれた狭い地域。緑に恵まれており、トル
コのチャイ（お茶）のほとんどがこの地域で生産される。
　
3. エーゲ海地方
イズミールを中心に繊維、食品産業などが発達。遺跡が
多く観光地としても人気。
　　
4. 中部アナトリア地方
首都アンカラはトルコ第二の都市。夏は気温が高く、冬は
寒い。火山地形と人間の営みが生み出した不思議な景観
で知られるカッパドキアがある。
　
5. 地中海地方
温暖な気候で小麦や綿の生産量が多い。地上の楽園と呼
ばれるアンタルヤはリゾート地として有名。
　
6. 東部アナトリア地方
山の多い地域。トルコで最も高いアララト山には旧約聖
書で知られる「ノアの方舟（はこぶね）」がたどり着いた
とされる。
　
7. 南東部アナトリア地方
アラブ的な雰囲気を持つマルディンや世界遺産のユニー
クな石像があるネムルト山など歴史的遺産が多い。

手のひらサイズの「アクビル」
 



国を挙げてトルコ船員を
救助した日本人

　世界でも有数の親日国として知

られるトルコ。その理由には諸説

ありますが、有名なエピソードとし

て、「エルトゥールル号事件」があ

ります。

象を持つきっかけになったといわ

れています。

　親日家のトルコ人を語る上で、

こんなエピソードもあります。1985

年のイラン・イラク戦争時、テヘラ

ンに取り残された日本人をトルコ航

空が危険を顧みず救助機を乗り入

れて、約200名の日本人をトルコに

連れて帰ったのでした。

4

親日国トルコ！
日本とは古くからの友好関係を保つ。

4

テーマ２：歴史

ムフーっ！
これはもしやプロポーズ？？

超人気ロックバンド、
その名も「ｍａＮｇａ（マンガ）」
　　2004年にトルコでデビューした
人気ロックバンド「ｍａＮｇａ」。も
ちろんバンド名は日本の漫画から
取られたとのこと。その人気はト
ルコだけに留まらず、オランダや
ドイツ、イギリスなどにも及んで
いるようです。日本のアニメや漫
画が海外で人気を集めているのは
よく知られた話ですが、バンドの
名前に「ｍａＮｇａ」とは・・・。
これも親日国家ならでは？

そ う だ っ た の か ！ ト ル コ

僕らトルコ人は昔から
親日家がすごく多いんだよ。
知ってた？

　オスマン帝国末期の1890 年、

日本へ派遣したトルコの軍艦エル

トゥールル号が帰国の際、和歌山

県の串本沖で遭難しました。犠牲

者500名以上という悲惨な事故で

したが、奇跡的に生き残った69名

の船員は付近の住民の手厚い看護

を受け、その後明治天皇の勅令で

　　　　　　  　日本海軍の巡洋

　　　　　　　  艦でトルコに無

　　　　　　　  事、送り届けられ

　　　　　　　  ました。この時の

　　　　　　　  日本人の親切を

　　　　　　　  トルコ人は今で

　　　　　　　  も忘れずにいる

　　　　　　　  そうです。

　　　　　　  　　また、ロシアの

　　　　　　　  南下政策に苦し

　　　　　　　  んでいたトルコ

　　　　　　　  は、1904年の

　　　　　　　日露戦争におい

　　　　　　　  て日本が勝利し

　　　　　　　 たことで、ロシア

　　　　　　　  からの独立がも

　　　　　　　 たらされました。

　　　　　　　  このことも日本に

　　　　　　　  対し好意的な印
和歌山県串本町役場提供

和歌山県串本町役場提供当時のエルトゥールル号

エルトゥールル号士官の集合写真
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日本の明治維新を参考にした
建国の父アタテュルク

　16世紀半ばにはヨーロッパ・ア
ジア・アフリカにまたがる帝国を
築き上げ、巨大な勢力を誇ったオ
スマン・トルコ帝国。しかし17世
紀には徐々に傾き始め、西ヨーロ
ッパ諸国に後れを取るようになり
ました。そして第一次世界大戦後
の1922 年、ついにオスマン・ト
ルコ帝国は、600年以上にわたる
歴史に幕を閉じました。
　トルコ存亡の危機を救ったのが、
トルコ建国の父と呼ばれ、トルコ
共和国の初代大統領となるムスタ
ファ・ケマル氏です。彼はトルコ
の近代化のために次 と々大胆な改
革を実行しました。信仰の自由や
政教分離、一夫多妻制の廃止、
男女の教育の義務化、女性参政
権の実現、名字の創設などその功
績は枚挙に暇がありません。こう
した一連の取り組みは、日本が明
治維新の際に行なった改革を参考
にしたといわれています。
　名字創設に伴い、ケマル氏は「ト
ルコの父」という意味で、トルコ
国民議会が彼に贈った「アタテュ
ルク」を名字として使いました。
　1938年に建国の父アタテュル
クは亡くなりますが、今でも国中の
至るところにアタテュルクの銅像や
肖像画を掲げ、彼への敬慕の念を
明らかにしています。

トルコで生まれヨーロッパに
渡ったチューリップ
　　オランダのイメージが強いチュ
ーリップ。実はトルコ生まれって
ご存知ですか。1593年にイスタン
ブール在住のオーストリア領事が
友人の植物商に送ったのがヨーロ
ッパに渡った最初のチューリップ
といわれています。

そ う だ っ た の か ！ ト ル コ

アンカラにあるアタテュルクの廟。街を見下ろす丘の上に建つ

銅像や紙幣、切手などいたるところで見ることができる
建国の父の姿

  早わかりトルコ歴史年表

新石器時代（紀元前 6000 年頃）
最初期の農耕集落が生まれる。
ヒッタイト王国時代
（紀元前 2000 年～紀元前 1200 年）
インド・ヨーロッパ語族のヒッタ
イト人が王国を造る。
ヘレニズム時代
（紀元前 334 ～紀元前 241 年）
ギリシャ人の統治によって、ギリシ
ャ精神がアジアに浸透。これを後
にヘレニズムと呼ぶようになる。
ビザンチン時代
（324 ～ 537 年）
ローマ帝国が分裂し、東ローマはビ
ザンチン帝国となる。
オスマン帝国時代
（1326 ～ 1919 年）
オスマン朝がビザンチン帝国を滅
亡させ、3大陸にまたがる巨大帝国
を築く。
トルコ共和国時代
（1922 年～）
第一次世界大戦後、西洋列強による
分裂を逃れ、トルコ共和国として独立。

紙幣や切手にも
アタテュルクの肖像画が
使われているんだ。

UBP 富永さんの トルコ街角リポート②

ナンバープレートはEUとそっくり！
　トルコを走る車のナンバープレートは、EU加盟国のものとデザインが
よく似ています。EUは縦長の青帯と国名を表すアルファベット2文字、
そして円形の12の星のデザイン。対するトルコは青帯と「TR」のアルフ
ァベット。2004年にトルコが正式に EU加盟を申請。国内の EU化を進
めるために、政府がこのナンバープレートを導入したんだとか。

 

 
EU のナンバープレート

トルコのナンバープレート



戒律が厳格でない
ゆるやかなイスラム教？

　建国以来、トルコでは国家と宗

教とをわける政教分離と信仰の自

由が憲法で保証されるようになり、

それまでのイスラム社会の慣習や

文化などから解放されることになり

ました。政教分離は徹底されてお

り、国家機関や学校など公共の場

ではイスラム教徒であることを示す

行為は禁止されています。

　イスラム女性の象徴であるスカ

ーフの着用を義務づけられていな

いばかりか、女性の社会進出が非

常に進んでいるのもトルコならでは。

女性の選挙権獲得は日本よりも早

かったといわれています。ちなみ

にイスラム教では禁止されている

お酒も町やレストランで普通に売

られています。こうした寛容さは、政

教分離政策はもちろん、様々な文化

が入り混じるトルコの豊かな風土

が影響しているのかもしれません。

4

国家と宗教が分離した
多様で寛容な社会を実現。

6

テーマ３：社会・文化

ジーンズに Tシャツ姿の女性も珍しくない

イスタンブールの投票所

イスラム圏では禁止されているアルコールもトルコでは飲むことができる

実は国民のほとんどがイスラム教徒。
でも他のイスラム国家に比べると、
はるかに寛容な社会であるのがトルコの特徴です。

女性の社会進出も
進んでいるのね。



UBP 富永さんの トルコ街角リポート③

インフレでメニューを書き換え
　インフレが激しかった2004年頃までは、モノの値段が頻繁に変わっ
ていたトルコ。レストランでも、消費者物価指数やトルコリラの対ドル
為替レートを参考に毎月メニューを書き換えていました。2005年に
は「０」が６つ切り下げられ、100万リラが1リラに。2004年12月31日に
一つ140万リラだったケーキは、翌日1.4リラになったそうです。

　トルコのお祝いパーティーでは、最後
には必ずダンスになるほど音楽や踊りが
大好きです。民俗音楽は、アジアのステッ
プの流れをくんでいるといわれています。
オスマン朝のクラシックで洗練された宮廷
音楽とは対照的で、最近まで楽譜ではな

く、吟遊詩人によって伝承されてきました。
アラベスクと呼ばれる大衆音楽は、日本の
演歌にも近い粘り気のある曲調が特徴で
す。手持ちの太鼓や弦楽器、ヴァイオリン
などで伴奏します。
　また、それぞれの地方に固有の民族舞

踏と民族衣装があります。例えば黒海地方
のダンス、ホロンは銀の縁取りのある黒い
衣装を身にまとって複雑な足さばきをみ
せます。エーゲ海地方のゼイベクは派手
な衣装で勇気とヒロイズムを表現します。
　日本でも有名なのは女性のベリーダン
スでしょう。ベリーとは「お腹」のことで、
くねらせたり、震わせたりしながら踊りま
す。スリムなお腹より、ほどよく脂肪がつ
いたしっかりしたお腹のほうが、ベリーダ
ンスには適しているそうです。
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どんな音楽・ダンスが
あるの？

オイル・レスリング  
Yagli Gures
　体にオリーブオイルを塗って行うオイル
・レスリング（ヤール・ギュレシュ）はトルコ
の国技。その歴史は古く発祥は14世紀に
遡ります。毎年7月にはギリシャとの国境
近くの街エディルネで世界大会が開催さ
れます。これは世界最古の格闘技の大会と
もいわれています。
　

サッカー  
Fotbol
　サッカー人気はトルコでも熱狂的。ドイ
ツなどヨーロッパのリーグでプレーする選
手や、トルコのクラブチームで活躍する海
外の選手も大勢います。1部リーグは「ス
ペル・リガ（スーパー・リーグ）」と呼ば
れ、18チームあります。欧州サッカー連盟
（UEFA）に所属しており、サッカーでは欧
州圏に属しているといえそうです。2002年
の日韓ワールドカップの決勝トーナメント１
回戦で日本とトルコが対戦したのは記憶に

どんなスポーツが
人気なの？

彩色陶器
　イスラム教の寺院（モスク）の壁画など
で見られる草花のつるや幾何学模様が折
り重なったような柄をご存知でしょうか。
これはアラベスク模様といい、トルコで
はお皿や水差しとといった陶器のデザイ
ンでも描かれます。手描きの味わいがな
んともエキゾチックで魅力的です。
　

じゅうたん／キリム
　トルコといえばじゅうたん。独自の模様
とその耐久性は何よりも魅力的ですが、お
土産には値段が高いのが難点。一方、キリ
ムとは毛ふさのない平織りの敷物。素材は
どちらもウールが主流です。

独自の世界観を感じる
トルコの雑貨の魅力

スペインとの国際試合を戦うトルコナショナルチーム。
サッカーはトルコでも国民的スポーツだ

教えて！

イスタンく
ん

教えて！

イスタン
くん

ナザール・ボンジューウ
　青い目のかたちをしたガラス製の飾り
物。これはナザール・ボンジューウという
トルコのお守りです。トルコでは嫉妬深い
視線を受けると災いが起きると信じられて
　　　　　　　　　　　おり、このお守り
　　　　　　　　　　　が嫉妬の視線を
　　　　　　　　　　　はね返してくれ
　　　　　　　　　　　るそうです。衣
　　　　　　　　　　　服に縫い付けた
　　　　　　　　　　　り、玄関に掛け
　　　　　　　　　　　たりとトルコでは
　　　　　　　　　　　至るところで目
　　　　　　　　　　　にします。
　

 

 

トルコ人は手先が器用なんだ。
ほかにも金や銀、銅をつかった

工芸品や皮革製品、ガラス製品など
手づくりが魅力の雑貨が
いろいろあるよ。

現在のトルコリラ紙幣

2004年12月31日まで使用されて
いたトルコリラ紙幣

新しいところ。日本を破ったトルコは準決勝
まで勝ちあがり、3位になりました。その時
活躍したイケメンのトルコ人サッカー選手
がその後、日本で大ブレイクしましたっけ。

ボクもサッカー
大好き！



遺跡からリゾート、買い物まで
旅の楽しみはあなた次第！

　実はトルコは世界でも屈指の観

光大国です。2009年に外国から

トルコへ訪れた観光客数は世界第

7位。特にドイツやロシア、イギリ

スなどヨーロッパからの来訪者が

多い。パッケージツアーだけでな

く、ビジネスでのニーズも含めた

旅行需要を増やすため、ホテルな

どの観光投資に優遇税制を適用す

るなど、国を挙げて観光振興に取

組んでいます。エーゲ海・地中海

沿岸のビーチリゾートやトルコ各

所に散らばる歴史的遺物や遺跡が

主な観光スポットです。ここでは世

界遺産を中心に紹介します。

4

何度でも行きたくなる！
魅力あふれる旅と料理。

8

テーマ４：観光・食事

歴史の重みを感じ、東西文化の融合を象徴する
ブルー・モスク

イスタンブール バザール

地上には妖精の煙突と呼ばれる
巨大キノコ岩、地下には迷路のような
洞窟都市が広がる

カッパドキア（ギョレメ国立公園）

ディブリーイの
大モスクと病院
モスクと病院がひと続きになった
珍しい建造物

ネムルト山
標高 2000メートルを超える
山頂に築かれた特異な陵墓。
5対の巨大な神像が神秘的

ギリシアの伝説「トロイの木馬」の
舞台となった場所

トロイ遺跡

夏にはヨーロッパからの
バカンス客で賑わうリゾート地

エーゲ海・地中海沿岸地方

パムッカレと
ヒエラポリス
段々畑に
白い雪が積もったような
石灰棚と温泉が楽しめるクサントスと

レトーン遺跡
地中海に面した
古代リキア地域に栄えた
都市遺跡

サフランボル
黒海山脈中の
谷間にある美しい町

ハットゥシャ遺跡
古代ヒッタイト帝国の都跡

様々な伝統工芸品やみやげ物屋がならぶ
巨大ショッピングエリア。一日じゃ見切れない！

トルコには、観てほしい場所も、
食べてほしい料理もたくさんあるんだ！

行きたい！！

●

●
●

●

●●

●

●

●



世界 3大料理のひとつ
魅力あふれるトルコ料理

　中華料理、フランス料理と並んで

世界3大料理と称されるトルコ料理。

ヨーロッパ、アジア、中東、地中海

に面するその地理的条件により、長

い歴史を経て幅広い地域の食文化

が融合したことがそのゆえんかもし

れません。実はトルコ料理で一番種

類が多いのは野菜料理。トルコは食

料自給率100％を誇る農業国です。

野菜や豆を使ったスープ、焼きたて

パンはトルコの朝食の定番。昼食、

夕食には、野菜を中心とした前菜が

テーブルを彩ります。

　トルコ料理といえば「ケバブ」を

連想するのでは。ケバブとは、肉類

をローストする料理のこと。ポピュラ

ーなのは羊ですが、牛肉や鶏肉のケ

バブもあります。シシ・ケバブの「シ

シ」は金串。焼き鳥のように一口大

の羊肉を刺して焼いたもの。日本で

もよく見かけるドネル・ケバブは、

「回転する」肉。棒に巻きつけた肉

を回転させながら、焼けた表面をそ

ぎ落としてパンやピデ（ナン）に載

せたり、ピラフに載せたりして食べ

る料理です。

　海峡沿いの街では魚料理を出す

レストランも増えています。塩とオリ

ーブで焼くだけ、トマトの煮込み、か

ら揚げなどの素朴な調理法で提供さ

れます。素材の旨みを引き出す料理、

じっくり煮込んだ料理、スパイスを

たっぷり利かせた料理などなど、豊

富で新鮮な食材を生かした料理が

多いのが特徴です。
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①トルココーヒー
　トルコのコーヒーは、水と砂糖と粉を混
ぜ、弱火で熱し、粉が沈殿するのを待って
から飲みます。飲み終わったらカップを裏
返し、粉がお皿に作る形で占いをするのが
トルコ流のコーヒータイム。
　

①色とりどりのトルコ料理。野菜がおいしい
のも特徴だ   ②日本でも見かけるドネル・ケ
バブ   ③伝統的なトルコ料理の数々。中央に
あるのがシシ・ケバブ  ④丸いゴマ付きパン、
スィミット

②ピラフ
　ピラフも
トルコ発祥
の食べ物。
トルコでは
主食ではなく、付け合わせとして食べられ
ています。
　

実はトルコ語！
ヨーグルトは万能食材
　　トルコは農業の国であり、牧畜、
養鶏の国でもあります。ルーツを遊
牧民に持つトルコの人々の食生活に
は、その伝統が残っており、家畜の
乳から作る自家製のヨーグルトやチ
ーズは、家族の重要なタンパク源。
家畜は遊牧民にとって財産と同じ。
だからこそ、肉自体を食するのでは
なく、ヨーグルトやチーズで栄養補
給をします。なんと「ヨーグルト」は
トルコ語。でも日
本のように甘くな
く、肉料理やサラ
ダのソースに使っ
たり、調味料とし
て使ったり、家庭
料理には欠かせな
い存在です。

そ う だ っ た の か ！ ト ル コ

①

②

③ ④

UBP 富永さんの トルコ街角リポート④

イスタンブールの繁華街に
海外チェーン店が進出
　イスタンブールの繁華街イスティクラル通りは、昔から外国
人が多く集まっていた場所。古い西洋建築の街並みを残しな
がらも、マクドナルドやスターバックス、韓国のフライドチ
キン・チェーンなど、外国のチェーン店が多く進出しています。  

イスティクラル通り

③トルコアイス
　日本でもおなじみのトルコアイスは、のび
ーるアイスを練るパフォーマンスを見るの
もおもしろい。
ラン科の植物
から取る粉を
アイスに混ぜ
て、のびるア
イスのできあ
がり。

コーヒーを飲む1

皿をのせる2

ひっくり返す3

模様を見る4
結果は？

ぐ
び
っ

オイシソー



原動力その①：
若い人口構成
　トルコの全人口の平均年齢は28.3歳と若く、加えて労働人口が全人口の67.6％を占めている、

若い労働力が豊富な国です。この傾向は2030年においても大きく変わることなく推移することが

予想されています。この若く豊富な労働力が、活発な生産活動を行い、消費をけん引することで、

トルコの経済の成長を一段と活力あるものにしています。

原動力その②：
多様な産業構造
　トルコの主な産業にはどのようなものがある

でしょうか。まず農業は非常に重要な役割を果

たしています。主な作物は小麦、米、綿、たば

こ、へーゼルナッツ、果実など。また、羊はト

ルコを代表する家畜であり、羊毛製品は世界有

数の産地といえます。鉱物としては、石炭やク

ローム、鉄、銅、ボーキサイト、大理石、硫黄

などが挙げられます。近年は観光も注目の産業

のひとつです。歴史や文化、美しい自然などを

求めて多くの観光客が押し寄せています。

4

トルコ経済を支える
4つの原動力。
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テーマ５：経済・産業

オオー！

トルコGDP構成（産業別構成比）

トルコの人口構成（2010年と2030年）

9,539億
トルコリラ
（2009）

■農林水産業
10％

■鉱工業
25％

■電気・ガス・
水道業
2％

■建設業
5％

■卸・小売業
12％

■ホテル・飲食業
2％

■運輸・通信業
15％

■金融業
12％

■賃貸・不動産業
9％

■公務・国防 3％

■教育・保険・社会活動 3％

■その他サービスなど2％

トルコの経済成長はこれからが本番！
その理由を一緒に考えていきましょう。

0＿4
5＿9
10＿14
15＿19
20＿24
25＿29
30＿34
35＿39
40＿44
45＿49
50＿54
55＿59
60＿64
65＿69
70＿74
75＿79
80以上
（年齢）

2010年推測
（総人口 7,571万人）

若年層（0～15歳未満以下）
26.4%

若年層（0～15歳未満）
20.4%

2030年推測
（総人口 9,038万人）

労働人口
（15歳以上65歳以下）

5,121万人
全人口の67.6％

労働人口
（15歳以上65歳以下）

6,250万人
全人口の69.2%

人口+19%

出所）国連 World Population Prospects :The 2008 Revision

出所）JETROホームページ



EU加盟に向けたプロセスが
トルコ経済をより魅力的に！

原動力その④：
安定した政治体制
　トルコは、中東における唯一の長期にわたる民主主義国家で、世俗主義を国是としています。

与党の公正発展党（AKP）は、穏健派のイスラム主義政党で、幅広い層から支持を集めており、

次回の総選挙でも勝利が見込まれています。現政権は、引き続き経済改革や政治改革の重要な

課題に積極的に取り組む姿勢を示しています。

原動力その③：
EU加盟交渉
　1987年にEC（現EU）への加盟申請、1996

年の欧州関税同盟への加盟等、トルコは長い

時間をかけヨーロッパとの統合を目指してきま

した。2005年10月にトルコとEUとの加盟交

渉が開始されたことにより、海外からトルコへの

投資が拡大しています。

511

１.「EU加盟」に向けた民主化や構造改革・財政改革が
　 トルコ経済をより健全な状態に前進させています。
　２. EU 加盟交渉によるメリット（関税同盟加盟など）が
　 トルコ企業の競争力を高めています。

トルコの魅力、伝わりましたか？
これを機会にトルコを身近に感じてくれたら

うれしいな。
Görüşürüz( ギョルシュリュズ )!

（またね！）

ココが
ポイント

UBP 富永さんの トルコ街角リポート⑤

消費拡大を感じるショッピングモール
イスタンブールの中心地はモスクや博物館など歴史的建
造物が多いため、外観の維持が奨励されています。その
ためショッピングモールは市街地から少し離れたところ
にあります。高級ブランドを多くそろえる店舗から映画
館を併設している店舗までありますが、特に中流階級向けの店は人！人！人！こんなに
混雑したショッピングモールは見たことがないくらい。消費拡大を体感できます。

 

ショッピングモール「シェバヒル」



当資料は損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（以下、弊社）により作成された一般的な情報提供資
料であり、法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、
運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益
および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基
金の保護の対象ではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されております
が、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合
があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設
定・運用は委託会社が行います。お申し込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時
にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交
付目論見書）の提供は、販売会社において行います。

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第３５１号
加入協会/社団法人投資信託協会

社団法人日本証券投資顧問業協会

[投資信託をお申込みに際しての留意事項]

● 投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証され

ていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの

価値が変動します。従ってお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等

が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付

目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

● 投資信託に係る費用について

[ご投資頂くお客さまには以下の費用をご負担いただきます。]

■申込時に直接ご負担いただく費用 …… 申込手数料 上限３．６７５％（税込み）

■換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保金 上限０．５％

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 … 信託報酬 上限１．９９５％（税込み）

※ 基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬額による加算によって、ご負担いただく費用が上記の上限を超過す

る場合があります。また、投資先ファンドおよびユーロ円債等において上記以外にご負担いただく費用があります。これ

らの費用は基準価額の水準や、投資先ファンドおよびユーロ円債等の状況によって変動するため、事前に料率、上限額

等を示すことができません。

■その他費用 …… 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。

｢その他の費用｣については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、

上限額等を表示することができません。目論見書、契約締結前交付書面等でご確

認ください。

当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、

表示することができません。

《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。

費用の料率につきましては、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴

収する夫々の費用における 高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託

により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書や契約締結前交付書面をご覧ください。

2011.3




