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事業・調査概要

調査項目

調査対象国
■千葉県にて選定した11ヶ国・地域

調査期間
■平成27年9月~11月(3ヶ月間)

大韓民国、中華人民共和国、台湾、タイ王国、シンガポール共和国、マレーシア、インドネシア共和国、
フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国、アメリカ合衆国、フランス共和国

①各国意識・嗜好調査
主に日本での旅行に関する話題を調査

・外国人観光客の人びとが、どの様な事を話題
にしているのか？評価しているのか？を各国毎
に明確にし、細かな意識・嗜好の傾向を知る

②千葉県に関する調査
県内での行動や、その中での評価・感想を調査

・千葉県内での行動や主要ランドマークに関する
声を知ることで、現状評価をすると共に、新たな
観光施策の企画・策定のヒントを知る

③オリンピック競技に関する調査
競技に関する話題量や傾向を分析

・東京2020大会で、千葉県内(幕張メッセ)で
開催が予定される競技について各国毎の話題の
多寡や内容・傾向を知り、オリンピック開催を4年
後に控えた段階での基礎情報とする

調査のねらい 調査のねらい 調査のねらい
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各国の発言数と主要チャネル

中国
件数：22,471

• Sina Microblog
(ウェイボー)

• 民航社区

台湾
件数：24,244

• Plurk
• Twitter
• 批踢踢實業坊

韓国
件数：77,287

• Naver Blog
• Twitter
• 네일동(ネイルドン)

ベトナム
件数：31,427

• Facebook
• VietFun for All
• Phapluat

調査に用いたデータについて
■予め設定したワードを言語毎に調整し、各国毎に30~100の媒体を対象にデータを収集しています。

フィリピン
件数：15,982

• Twitter
• Facebook

タイ
件数：63,031

• Pantip
• Twitter

マレーシア
件数：5,516

• Twitter
• Lowyat.NET Forum

インドネシア
件数：42,186

• Facebook
• VIVA
• Twitter

フランス
件数：1,611

• Twitter
• Kanpai.fr QA

アメリカ
件数：71,471

• Twitter
• Trip Advisor
• Japan Times

国名
該当件数

該当チャネル
(抜粋・順不同)

シンガポール
件数：13,437

• Twitter
• Hardwarezone
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SNS調査について

SNSとは

SNS調査の利点

• 通常の新聞やテレビ等と異なる、個人が主体の情報の受発信ツールです。
• 昨今の情報技術の進歩により、世界中でその利用者が増え、実に様々な話題が語られています。
• 国によって使うメディアも異なっており、活用の仕方も様々です。

• 従来のアンケートやインタビューでは難しかった、自発的な意見を知ることが出来ます。

観光分野への適用

• 従来のアンケートやインタビューでは難しかった、自発的な意見を知ることが出来ます。
• より大量の意見を集めることが出来ます。
• 情報の正誤も含め、『その国ではどの様に語られているか』、『どの様な認識がなされているか』を知ることが出来ます。

• 自らの国や地域に始まり、提供するサービスやモノへの客観的な外部評価
• 自分たちではわからない新たな気付きによる、観光サービス向上へのクイックな活用
• (サービスの改善やプロモーションの継続によって)取り組みの評価を生の声で知ることが可能
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増してきているSNS利用と信頼度
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東アジア・東南アジアでは、SNS普及率が非常に高く、
我々の感覚以上にSNSが日常に組み込まれています。情報の受発信ツール
としてSNSを利用する若者が多いという点では、
SNSを活用したリサーチは適した手法であると言えます。

<参考>国別SNS普及率(2015年1月現在)
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アジアの国々はとても”若く”、特に、高齢化が進む日本と
フィリピンとの差は実に22.3歳になります。
SNSは若い人々のものと思われがちですが、実際に日本へ
来るアジアの人びとは”若い国”の人びとなのです。

<参考>アジア各国の平均年齢(2015年7月現在)
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出展：国連 World Population Prospects The 2015 Revision
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調査結果

①各国意識・嗜好調査
②千葉県に関する調査

③オリンピック競技に関する調査
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①各国意識・嗜好調査

中国

人気のあること 観光先 宿泊

サマリー
昨今の報道にもある様に、買い物と食事が主な日本旅行の目的です。また調査は秋の時期だったにも関わらず、花見(桜)に
関する話題が非常に多く、中国人の興味の強さが伺えます。また宿泊形態ではホテルや旅館はもちろんのこと、いわゆる 中
国版Airbnb(途家網・住百家)の利用者が増えていたり、『せっかく日本に来たのに中国人から買うのでは…』という意見も出
ていたりと、新たな旅行スタイルの人びとも現れています。

中国からの訪日旅行者の多くは、東京の銀座や
明治神宮、北海道の札幌に対する興味が高い
様です。ですが彼らの旅の目的は観光よりもより
もむしろ買い物と食事にある様子。その他では、

東京 と 札幌 が人気

特に人気のある観光先は東京と札幌です。
東京都内の有名な観光地は銀座、新宿など。
特に話題に上がっているのは明治神宮と東京ディ
ズニーシー。明治神宮では、伝統的スタイルの結

中国版民泊サイトの利用も

ホテルや温泉、また中国版Airbnbといった民泊
サイトで予約したアパートなどに泊まっています。
特に東京駅近くの宿泊施設が好まれています。
その他では、宿泊費を節約するために夜行バスを

旅の目的は 買い物 と 食事

食事 買い物・おみやげ 日本文化

お花見、お祭りなどが人気です。 婚式の様子を、興味を持って写真を撮る人も多
くいます。

使ったり、空港で一夜を過ごす旅行客も一定数
見られています。

値段の安いコスメが人気

化粧品、スナック菓子、靴、アニメ関連商品等が
人気のお土産です。SK-Ⅱやファンケルの様なブ
ランド商品は値段の安さが購入に繋がっている様
です。ロイズや白い恋人といったチョコレート系のお
菓子も、友人や家族へのお土産としてよく買われ
ています。

言葉の壁と、行き届いた公衆衛生

日本を旅行していてよく話題になる事柄は、言葉
の壁と公衆衛生に関することでした。レストランの
メニューに中国表記はおろか英語表記もないこと
に不満を述べている旅行客もいます。
また多くの旅行客が、中国と比べ綺麗な日本の
街並みを讃えています。

ラーメン と 寿司！

人気の高かった食べ物はラーメン、寿司、カニ、
チョコレートでした。
特に札幌ではラーメンやカニを食べるのが人気な
様です。
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①各国意識・嗜好調査

台湾
サマリー

日本に対する好感度も比較的高く、文化的に似た要素の多い台湾ですが、緯度の要因もあり、地元では見ることが難しい
紅葉が日本での人気の景観スポットになっています。また台湾国内でも人気なことから、温泉が日本旅行の目的の1つです
が、浴場マナーには文化間の違いが。また、食べ放題も人気で様々な食べ放題を楽しむ様子が見て取れました。

人気のあること 観光先 宿泊
東京タワー と 心斎橋

東京や京都、大阪は目的地として人気が。特に
心斎橋はよく語られています。
有名な観光地は東京タワーやUSJ、明治神宮、
表参道です。また、デパートや美術館への興味も

温泉文化を背景に、温泉地の利用も人気

ほとんどの旅行者はホテルに泊まりますが、旅館
やカプセルホテルも人気が出始めています。台湾
国内では温泉が一般的なことを背景に、温泉地
の利用も人気です。

京都の紅葉が話題

台湾からの旅行者は、日本旅行の写真や旅行
日程をフォーラムやブログでシェアする様子が盛ん
に見られました。バックパックや初めての日本旅行
のアドバイスも募る投稿も。

食事 買い物・おみやげ 日本文化

強い様です。 特に心斎橋や池袋の様に交通・買い物の便が
良い宿泊施設を好んでいます。

薬や化粧品、ドライヤーをお土産に

薬や化粧品、お菓子やドライヤーは台湾で人気
の日本のお土産です。SNS上では値段の比較
が情報としてよくシェアされています。
心斎橋、スカイツリー、秋葉原は最もお勧めの買
い物スポットの様です。また、台湾のコンビニとの
商品や作りとの違いを面白がる旅行者もいまし
た。

伝統的な温泉旅館で過ごすライフスタイルに憧れ

文化の違いについて話題になるのは、温泉文化
や言葉の壁、お客様へのもてなし、公共衛生面
です。
ほとんどは、温泉とゆったりとしたライフスタイルへの
ポジティブな意見です。伝統的な畳や温泉、和
室が憧れを持って語られています。

食べ放題も楽しみの一つ

寿司、お好み焼き、親子丼、青森のりんご、カス
テラが人気です。心斎橋の様な賑やかな通りで
有名な店を探すことがお勧めとされています。
また、食べ放題のレストランは日本旅行の楽しみ
としてよく話題にされていました。

東京・北海道・京都への関心が高く、特に普段
はあまり見られない京都の紅葉が話題です。
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①各国意識・嗜好調査

韓国
サマリー

韓国流の楽しみ方がはっきりと表れる韓国の訪日旅行者。日本のビールは大きな楽しみの一つです。今ホットな日本の観光
スポットは大阪の様で、道頓堀、心斎橋、ミナミを阪神ツーリストパスでまわるルートがお勧めで、お好み焼きやたこ焼きも人
気。夜には夜景を鑑賞。定番の夜景スポットだけでなく、ビルの上からの夜景も好まれています。おみやげの定番は抹茶味の
チョコレート。蔦屋などの大型書店で本を物色するも人も多い様です。

人気のあること 観光先 宿泊
日本で最も行きたい場所は「大阪」

大阪エリアが人気で、道頓堀や心斎橋、ミナミが
よく話題に上がっています。
関西国際空港を起点にしてUSJへ向かう人も多
く、阪神ツーリストパスはよく使われています。

利便性でホテル、低価格のゲストハウスも人気

多くの旅行者が交通の便を優先したホテルを利
用する傾向がある様ですが、大阪では韓国人に
とってホテル以外の宿泊施設も人気の様です。
費用を安く抑えられる手段として、ゲストハウスも

居酒屋でビール、夜景も楽しみ

韓国の旅行者はの主な観光の目的は買い物と
食事です。居酒屋で日本のビールを飲みながら
日本の料理を食べる人が多い様です。
また夜景が好まれているのも特徴です。コンビニに

ここにサマリーが入りますここにサマ
リーが入りますここにサマリーが入り
ますここにサマリーが入りますここに
サマリーが入りますここにサマリーが
入りますここにサマリーが入ります

ここにサマリーが入りますここにサマ
リーが入りますここにサマリーが入り
ますここにサマリーが入りますここに
サマリーが入りますここにサマリーが
入りますここにサマリーが入ります

ここにサマリーが入りますここにサマ
リーが入りますここにサマリーが入り
ますここにサマリーが入りますここに
サマリーが入りますここにサマリーが
入りますここにサマリーが入ります

食事 買い物・おみやげ 日本文化

その他東京の繁華街の娯楽施設や商業エリアの
他に、福岡のキャナルシティも人気です。

人気があります。

おみやげの定番は抹茶味のチョコレート

韓国人のおみやげでは、抹茶味のチョコレートは
必須アイテムであると語られています。
また、アウトレットで安く手に購入出来るナイキ製
品もよく買われています。
蔦屋書店、キデイランド、イオンモールなどは人気
の買い物スポットです。

英語が通じない、トイレへの意見は様々

日本人は概ね親切だと考えられていますが、韓
国語や英語が通じない事は不満を感じる様で
す。
またトイレに関する話題が多く、複雑で使いにく
い、立ってするタイプはやっかい、公衆トイレは汚
い、などの意見が出ていました。

ビールを飲み比べて、ラーメンを食べる

韓国とは異なる種類のビールや、その飲み比べ
セットが大変人気です。日本のビールの多くは韓
国でも飲める様になってきていますが、日本で飲
むものと、韓国に輸入されたものとは違うと分か
る！という様に良く飲まれています。
またラーメンも大変人気があります。

寄り、日本ならでは食べ物を楽しむのも人気があ
ります。

9



①各国意識・嗜好調査

ベトナム
サマリー

近代的な観光地はもちろん、日本の四季や伝統文化に対する興味も持つベトナムの人びと。寺社は人気の観光スポットの
一つです。また物価等の原因により金銭的なハードルがあるものの、『質が高い』と感じる日本旅行を体験すべく、低価格での
旅行を実現する旅程の計画に関する情報感度は高い様です。

人気のあること 観光先 宿泊
近代都市と伝統文化、日本を象徴する場所に魅力

東京の近代的な風景や、京都の伝統的文化を
感じる街並みや歴史的施設、雄大な富士山
等、いわゆる日本の象徴的な景色に魅力を感じ
ています。

安くて便利な宿の情報交換が盛ん

SNSのフォーラムの旅行板では、前もって安くて
質の良いホテルを予約する為の情報交換がよくさ
れています。交通の便や安価な値段、安全のた
めに、長距離バス停留所の近くや地下鉄の駅周

春は桜、秋は紅葉、日本の伝統文化に興味

春は桜を楽しみ、秋は紅葉の移り変わりを楽しむ
ことに興味を持っています。
また、日本の祭、伝統的な食事を楽しむ様子も
見て取れます。寺や塔といった仏教施設は、ベト

食事 買い物・おみやげ 日本文化

「日本旅行は高い。だが質と観光は素晴らしい」
と考えられている様です。

辺に泊まることがお勧めとされています。

日本製品は安全、化粧品や子供用品が人気

日本製品は何でも品質がよいと考えられており、
化粧品の様に安全を求める商品は特に人気で、
made in chinaではなく、made in japanを
買う様に勧める声もあります。また子供用品の人
気が高く、おむつやミルクもよく買われています。

文化の違いはあまり語られていない

日本人はとても親切だと考えられていますが、や
はり英語で会話できないことには不満を感じてい
る様です。
日本人は英語がわからないでのはなく、英語を使
いたくないのだと考えている人もいます。

日本食には不慣れ、でも試してみたい

日本食はあまり口に合わないな、と感じる人が比
較的多い様ですが、日本食への興味はある様で
す。寿司やそば、うどんなどの麺類、たこ焼きや鯛
焼きなどの屋台の食事などが、日本で人気の伝
統的な食事としてお勧めされています。

ナム国内でも、日本に行ったら訪れるようにとお勧
めされる施設です。
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①各国意識・嗜好調査

フィリピン
サマリー

食事に対する意識が極めて高いフィリピンの旅行客。伝統の有無を問わず、日本ならではの食事を食べて回ることが一番の
目的となっている様子です。日本文化に対する興味や受容性も比較的高いと言えるでしょうか。また宿泊施設はホテルを好む
のもフィリピンの人の特徴。但し、公衆浴場でのマナーやタトゥーについてはギャップを感じている人もいます。

人気のあること 観光先 宿泊
お寺や庭園、ポケモンセンターも人気

東京の賑やかな通りから離れ、寺社などの静かな
場所に行くことを楽しみにしています。
一方で東京タワーやUSJ、ポケモンセンターもまた
人気の観光スポットです。

安価なホテルが人気、カプセルホテルの利用も

宿泊施設としては多くの人がホテルを好みます。
新宿のホテルが様々な要因から人気の場所で
す。低予算の旅行者はカプセルホテルにも挑戦し
ています。

食べるのが大好きな民族、日本食推しで効果期待

フィリピン人は食べることが大好きな民族の様で、
日本旅行の一番の楽しみは食事です。日本で
は実に様々な食事を食べ歩いている様子が見て
とれました。

食事 買い物・おみやげ 日本文化
築地市場での買い物やユニクロが人気

フィリピン人は具体的に何を買ったかをあまりシェア
しない傾向にある様です。とはいえ、築地市場の
商品や食べ物、靴、服などのファッションアイテム、
ユニクロなどの人気店で買った物、他の国と比べ
て安いアップル製品などがよくシェアされています。

公衆浴場やふぐ料理に文化の違い感じる

保守的とされるフィリピン人の感覚とは対照的
な、全裸になる公衆浴場のこと、その中でもタ
トゥーが禁止されているなどが話題にされていま
す。
日本人の奇食文化として猛毒を持つふぐが食さ
れていることにも興味があります。

ラーメン、キットカット、抹茶味

様々な種類のキットカット、お茶の詰め合わせ、そ
の他抹茶味の商品全般への興味が強い傾向が
あります。食事で最も人気なのはラーメンです。
フィリピンには既に多くの日本食レストランがあり、
それら自国のものと日本ものとの質の違いも感じ
ています。
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①各国意識・嗜好調査

タイ
サマリー

いわゆるゴールデンルートを好むタイの人びと。イベントやコンサート等も旅程に組み入れて楽しんでいます。また食に関しては、
近年ポピュラーになりつつある牛肉食を好む人も多く、コンビニやパティスリーなどのスイーツもタイの人びとのマストバイアイテムに
なっています。宿泊は利便性を好む傾向がある様です。但し、言語の壁や公共交通機関の乗り換えが一抹の不安材料に
なっています。

人気のあること 観光先 宿泊
一番人気は東京タワー

東京、京都、大阪、また富士山が日本の中でも
人気の目的地です。
東京の有名な観光スポットの他、渋谷、新宿で
の食事やショッピング、原宿や竹下通りは必見の

利便性と価格、都市から離れて滞在も

利便性の観点から、鉄道駅に近い温泉旅館や
ホテルを好む傾向があります。滞在費を安く抑え
たいと考える旅行者は、繁華街や主要エリアから
多少離れても安価な宿泊施設に滞在する傾向

一番の楽しみは食事とスイーツ

東京、大阪、京都を訪れる観光客が多い様で
す。明治神宮などの神社・仏閣巡り、紅葉等の
秋の景色、テーマパーク、お台場夢大陸や
AKB48等のイベントへの参加、レストラン巡りが

ここにサマリーが入りますここにサマ
リーが入りますここにサマリーが入り
ますここにサマリーが入りますここに
サマリーが入りますここにサマリーが
入りますここにサマリーが入ります

ここにサマリーが入りますここにサマ
リーが入りますここにサマリーが入り
ますここにサマリーが入りますここに
サマリーが入りますここにサマリーが
入りますここにサマリーが入ります

ここにサマリーが入りますここにサマ
リーが入りますここにサマリーが入り
ますここにサマリーが入りますここに
サマリーが入りますここにサマリーが
入りますここにサマリーが入ります

食事 買い物・おみやげ 日本文化

スポットとされています。 があります。

ここにキャッチが入ります

ドン・キホーテで化粧品を買っている様子が頻繁
に見られました。また日本のスイーツを購入・食べ
ている様子が、非常に多く見られました。

地下鉄の乗り換えが難しすぎる

言語の壁に対する不安、地下鉄の乗り換えが難
しすぎることなどが話題になっています。
また日本人はマナーがよく、可愛い国と考える旅
行者もいます。

牛肉とスイーツ

国内での牛肉食の拡がりを受け、ビーフステーキ
が人気の様です。アイスクリームやケーキなど、コン
ビニやパティスリーでスイーツを楽しむことも旅の目
的の一つになっている様です。

人気です。
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①各国意識・嗜好調査

マレーシア
サマリー

定番の日本旅行ルートに加え、K-POPや各種イベントも楽しんでいます。宿泊形態は比較的柔軟です。彼らの大きな関心
事がハラル対応で、日本食が酒や発酵食品を使ったものが多いことから食の選択肢の少なさが日本旅行を諦める一因にも。
文化的なギャップは食事に加え、言語の壁・生卵(生魚は比較的OK)がネガティブ要素に。反面、公共マナーやトイレの衛生
面の良さには好印象を持っている様です。

人気のあること 観光先 宿泊
ファミリー層や青少年層に集客の余地

東京、京都、大阪が人気の目的地です。東京
の有名なスポットの他、お台場のガンダム、新宿
のロボットレストランにも訪れています。若者向け
の観光施設が人気で、ファミリー層や若年層に対

安価な宿が人気、Airbnbの利用も拡がる

駅に近いホテルやホステルが好まれています。
Airbnbをアパートに滞在する旅行者、十分な滞
在スペースを確保したいグループ旅行者が利用し
ていました。

買い物、食事、K-POPコンサート

マレーシアからの旅行者は、日本人と同じ様にブ
ログなどで旅行記を活発にシェアしています。買い
物、食事、スキー、お花見、紅葉鑑賞が人気の
観光スタイルです。

食事 買い物・おみやげ 日本文化

してマーケティングの可能性が見込めます。 夜行バスを利用したり、空港に滞在したりして、
なるべく滞在費を節約しようとする旅行者も。

お土産の定番はTシャツと時計

Tシャツ、時計、アニメ製品が人気のお土産で
す。ユニクロやナイキ、アディダスなど有名ブランド
製品は、安い価格と豊富なデザインで興味の的
です。ガンダムフィギュア、成人向け雑誌の購入も
語られていました。

全体的にはポジティブ、ハラル食の普及がカギ

ハラル食の普及率、言語の壁がハードルと感じて
います。一方おもてなしや公共マナー、トイレの衛
生面には感心しています。
また他人の前で裸になることに抵抗があるため、
個室の温泉を好む傾向があります。
生魚はOKですが、生卵には抵抗がややありま
す。

ハラル食のお店がどこにあるのか、それが重要

ハラル食に関する情報交換が活発です。ハラル
食の選択肢が少ない事を理由に日本への旅行
をお勧めしない声も出ています。日本料理が酒を
使って調理されていることを心配して、代わりに、
海鮮や白米、ケバブなどのハラル食を選んでいま
す。

K-POPコンサートを観に来ることも、日本を訪れ
る理由の一つになっています。
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①各国意識・嗜好調査

インドネシア
サマリー

日本の四季に対する興味が強く、SNSでよくシェアされています。コンサート会場が目的地の上位になっていることから、日本の
アイドルやアーティストのファンも多くいると考えられます。宿泊施設に対する興味も強く、独自のテーマを持つ部屋やムスリム
フレンドリーな施設に関するポジティブな評価も。日本政府の民泊規制の報道へのリアクションの高さは一つの傾向かもしれま
せん。またマレーシア同様にハラルに対する意識は強く見られました。

人気のあること 観光先 宿泊
コンサート会場、イベント会場が上位を占める

日本武道館、幕張メッセ、横浜スタジアム、東京
ドームシティーホールが、日本や韓国アイドルの
ファンたちの間で人気でした。コンサート目的での
訪日の傾向が、本調査では他の国と比べて非常

一般的なホテル以外の宿泊施設を求める傾向も

ホテル以外にも様々な宿泊施設への興味がある
様です。本やロボットなど独自のテーマ性を持った
部屋に興味を持つ人や、ムスリムフレンドリーな
ロッジ、カプセルホテル、旅館に関するポジティブな

コンサートやスキー、スノーボードも人気

食事、買い物、観光、観光地巡りが人気です。
スキーやスノーボード、紅葉鑑賞など、四季のある
日本ならではの体験に興味を持っている様です。
頻繁に旅行中の経験や写真をシェアしています。

食事 買い物・おみやげ 日本文化

に強く表れています。 体験のシェアもありました。

人気は秋葉原や築地、食べ物を買うのがメイン

秋葉原がおもちゃやゲーム、デジタル機器、マンガ
で人気なのに対して、築地市場は新鮮な魚を試
食したり購入したい観光客の間で人気です。
様々な種類のキットカット、チートス、変わった形
スイカ、Tシャツ、冬物などへの関心もありました。

ハラル対応は気になるが、人やサービスに安心感

最も話題に挙がるのはトイレ、カスタマーサービス
(おもてなし)、言語の壁です。日本のトイレは高
機能で親切な設計だと考えられています。

ハラル食がポイント、「全部食べられる？」

お勧めのお店や体験もそうですが、やはりハラル食
が食べられるか否かが大きな関心事です。全部
食べれることを謳ったKFC販売店のニュースも国
内で関心を集めました。
その他、お好み焼きやラーメン、独特な味がする
ソフトドリンクなども人気です。
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①各国意識・嗜好調査

シンガポール
サマリー

伝統的な景観やクラシカルな体験への興味が高い国。利便性と価格の観点から、特に大都市ではカプセルホテルを選択する
人も多く、安価な宿泊施設はSNSでの情報取得において関心事の1つです。また、自国には少ない温泉も日本旅行のインセ
ンティブになっていると考えられます。そして日本のマナー(寿司屋や公共交通機関など)やトイレの設備面の質はポジティブな
文化ギャップとして評価されています。

人気のあること 観光先 宿泊
伝統的な日本を体験できることが魅力

富士登山の人気が高く、ご来光に挑戦する人
も。また多くの旅行者が、東京タワーや明治神
宮、代々木公園など、比較的クラシカルな風景
を楽しんでいます。京都の神社を訪れて着物を

利便性と価格重視、カプセルホテルも人気

利便性と価格が滞在先を選ぶ基準となっていま
す。安いホテルやカプセルホテルは彼らの間で人
気で、大阪、京都、東京でこの傾向は特に顕著
です。各地のお勧めのリーズナブルな宿泊施設が

自然と文化を感じたい、動物と戯れることも人気

日本の神社仏閣、美術館、テーマパーク、美しい
景観、秋の紅葉などに、多くの旅行者が憧れを
抱いています。奈良公園の鹿、蔵王きつね村、
奥の島うさぎアイランド、猫アイランド青島が必須

食事 買い物・おみやげ 日本文化

着たり、江戸川や隅田川で花火を鑑賞するのも
人気です。

共有されています。

自動販売機でお菓子を買うのが話題

様々な場所の自動販売機で購入したお菓子が
頻繁に話題に上がっています。ナイキなどの有名
ブランドのシューズ直売店も大人気です。
成田空港では文房具が、札幌空港では冬物の
衣類がよく購入されていました。

ほとんどのトイレにウォシュレットがあり感動

旅行者は日本の清潔さについて言及しており、ア
メニティとウォシュレットがほとんどのトイレで使えると
いうシンガポールと決定的に異なる事実を称賛し
ています。言語の壁とテーブルマナーも話題に上
がっています。

旅の疲れをラーメンで癒す、寿司と刺身も人気

海鮮料理で有名な築地魚市場とともに寿司と
刺身に関する発言が多く見られます。
ラーメンやカフェと同様、寿司も、街歩きで疲れた
足を休めるのに適した食事処と考えています。
新宿の一蘭ラーメンを狂信的に崇め、発信する
旅ブロガーも。

の観光スポットです。
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①各国意識・嗜好調査

フランス
サマリー

文化的なものに対する興味の高さが見て取れたフランスの人びと。伝統的なものはもちろんのこと、秋葉原に対する興味や
日本独特の食文化に対する関心の強さが複数の項目から見て取れます。温泉やカプセルホテルなどの公衆浴場でタトゥーが
タブーになっていることから、日本における懸念事項となっている様子も見られました。

人気のあること 観光先 宿泊
京都、東京は必須、渋谷はマストプレイス

2週間の長期休暇であれば京都と東京の二か
所は必見、とされています。富士山、箱根、福
岡、大阪も観光先として人気です。都内で最も
人気の地域は、渋谷、新宿、秋葉原でした。特

渋谷近辺の宿が好評、Airbnbで予算節約も

ホテルやホステルに泊まる傾向にありますが、旅館
に泊まって興味深い経験をしたいと考える旅行者
もいます。
特に渋谷駅付近に位置している宿が好評でし

観光がメイン、その他の楽しみ方は多様

観光、温泉、お祭り、桜などが人気です。福島の
原発に関連する放射能汚染に対して懸念する
声もありました。

食事 買い物・おみやげ 日本文化

に、渋谷の人気は他を圧倒しています。
特に渋谷駅付近に位置している宿が好評でし
た。予算の少ない旅行者や、家族連れの旅行
者はAirbnbを比較的よく利用していました。

アニメ、マンガ、コミックがメイン

秋葉原や新宿、渋谷エリアのアニメストアに関連
する買い物が多数でした。原宿には安価でオリジ
ナルな洋服を取り扱う店がたくさんあると言われて
います。若い観光客にアニメ、マンガ、コミックの買
い物ガイドの潜在需要が見込めます。

温泉や公衆浴場にタトゥーが入りでも入れるか？

温泉やカプセルホテルの浴場にタトゥーが入ってい
ても入れるのかどうかが懸念されており、情報交
換されています。
公衆衛生、特にトイレについてはポジティブな意
見が多く見られました。非常時の行動に関する気
遣いに感動する旅行者もいました。

一番人気は寿司、伝統的な割烹料理店も人気

フランスでも認知されている寿司やラーメンだけで
なく、普段食べれない、日本独特の食事にトライ
する人もいました。伝統的な割烹料理を楽しみ
たい旅行者も多く、小さな日本料理店への潜在
ニーズも認められます。
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①各国意識・嗜好調査

アメリカ
サマリー

自らが体験・参加する形のアクティビティを好む傾向にあり、興味を惹いたものはすぐさま旅の記録として動画や画像がSNSで
シェアされていました。また宿泊の傾向は独特で、その地でホテル探しをする人も多くみられました。日本料理も人気で、寿司
やラーメン・アルコールがよく食べられています。フランス同様温泉でのタトゥーが懸念事項になっていましたが、ハロウィンやコスプ
レ文化に対する興味は強い様です。

人気のあること 観光先 宿泊
観光の中心は東京のランドマークめぐり

レインボーブリッジ、東京タワー、東京湾、東京
ドームなど、東京のランドマークへの人気が圧倒
的です。続いて京都、大阪、富士山に人気があ
ります。奈良公園(鹿)もお勧めされています。

移動先で予約、温泉や節約目的でカプセルホテルも

東京や東京近郊にあるホテルに宿泊することを
好みます。温泉や節約のためにカプセルホテルに
泊まる旅行者もまた多くいます。通常の旅行者は
ホテルに1、2泊するだけで、目的地に移動して、

旅の目的は買い物と体験、動画でシェア

アメリカの旅行者の主な目的は買い物です。また
体験することを好み、写真や動画を撮って旅の記
録をシェアしています。東京ゲームショーや東京
モーターショーへの参加もよく上がった関心事でし

食事 買い物・おみやげ 日本文化

その場所でホテルを予約することが一般的の様で
す。

築地市場での買い物がメイン、コーヒーも人気

東京のお店を訪れて流行の商品を買ったり、新
鮮な魚介類を求めて築地市場を訪れています。
またコーヒーに対する意識も強く現れています。
その他、猫カフェを利用する旅行者・マンガを購
入する旅行者も多くいました。

日本のオタクとコスプレ文化に魅了

日本のオタクとコスプレ文化にとても興味があり、
ハロウィンが特に話題になっていました。
また銭湯や温泉に入るときに、タトゥーがある事や
裸になることを心配しています。日本人の外国人
に対する礼儀正しさに好感を持つ傾向も見られ
ました。

寿司とラーメン、ビールとアルコール

一番人気の食べ物は寿司とラーメンでした。母国
で食べる日本料理の中でも特に人気の様です。
また日本滞在中にビールその他のアルコール飲料
を良く飲んでいる様子が見られました。

た。
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①各国意識・嗜好調査

日本における行動
各国で話題になっている主な行動

中国 台湾 韓国 ベトナム フィリピン タイ

1 買い物 紅葉／イチョウ 買い物 買い物 食べ歩き 食べる

2 食べる 食べる 食べる 食べる 買い物 お参り

3 花見・桜 バックパック 夜景 花見・桜 コンサート スイーツ

4 観光 市場 温泉 観光 写真撮影 体験

5 祭り 買い物 美術館・博物館 祭り 映画／アニメ鑑賞 温泉

凡例：

特徴的な傾向を以下の
赤枠で囲っています

マレーシア インドネシア シンガポール フランス アメリカ

1 買い物 食べる 買い物 観光 買い物

2 食べる 買い物 食べる 買い物 観光

3 コンサート(K-POP) 観光 鑑賞(美術館など) 祭り 体験

4 体験 コンサート 温泉 カラオケ 食べる

5 景色 イベント 神社 神社 写真撮影

※各国のSNSデータに基づいて集計したランキングデータから、それぞれの国に見られる特徴的な要素をピックアップしています 18



①各国意識・嗜好調査

日本に何しにきてるの？

訪日観光客にとって、観光地を巡るだけでなく、日本の自然や伝統を感じられる体験型のアクティビティが人気です。
さらに、多くの訪日観光客が、自分の体験を写真や動画でシェアしたいと考えています。

「体験」を求める旅行者が増えている 主な目的は写真撮影、動画によるシェアも

キーワードは「体験」、その体験を「シェア」したい

アメリカ、タイ、マレーシアなどでは、旅の主な行動の一つ
に「体験」が含まれています。富士山でのキャンプや登
山、お台場のガンダムイベントやアイドルイベント、お祭り
への参加など、旅行者は、日本の自然や伝統を鑑賞す

アメリカやフィリピンでは、旅の主な行動の一つに「写真撮
影」が含まれています。近年の旅行者は、撮った写真を
SNSでシェアすることが旅の目的の一つにもなっていま
す。ある旅行者のシェアをきっかけに流行が生まれることも

町と協力し、訪日旅行者の伝統行事への参加を
後押しすることで、訪日旅行者の誘引材料に

各国の言葉でシェアされることを意識して、観光地名や
固有名詞を各国語で表記するなどの対応も効果あり

への参加など、旅行者は、日本の自然や伝統を鑑賞す
るだけにとどまらず、体験することでより深く楽しむことを求
めています。

す。ある旅行者のシェアをきっかけに流行が生まれることも
あります。動画によるシェアも、情報を拡散する上で効果
的です。
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中国 台湾 韓国 ベトナム フィリピン タイ

1 銀座 嵐山 道頓堀 銀座 表参道ヒルズ 東京タワー

2 新宿 浅草 札幌 新宿 築地 ディズニーランド
／シー

3 札幌 北海道 心斎橋 札幌 USJ 上野公園

4 明治神宮 成田空港 新宿 明治神宮 京都の庭園 明治神宮

5 名古屋 清水(京都) 名古屋 名古屋 東京タワー USJ

①各国意識・嗜好調査

日本における観光先
各国で話題になっている主な観光先

マレーシア インドネシア シンガポール フランス アメリカ

1 東京ディズニー
ランド／シー 日本武道館 富士山 渋谷 レインボーブリッジ

2 羽田空港 東京ディスニー
ランド／シー 東京タワー 箱根 東京タワー

3 USJ 幕張メッセ 明治神宮 富士山 東京湾

4 東京スカイツリー 靖国神社 レインボーブリッジ 築地 東京ドーム

5 横浜赤レンガ倉庫 東京タワー 代々木公園 京都 京都

※各国のSNSデータに基づいて集計したランキングデータから、それぞれの国に見られる特徴的な要素をピックアップしています

凡例：

特徴的な傾向を以下の
赤枠で囲っています
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①各国意識・嗜好調査

人気の観光スポットは？(1/2)

東京や大阪、京都、北海道はもちろん人気の観光エリアですが、中でも、より「トラディショナル」な日本や、
日本の四季を強く感じることのできる観光スポットはやはり根強い人気があります。

春は桜、秋は紅葉、冬は雪 日本の四季を感じたい 日本の歴史的な場所を好む傾向、伝統文化としての温泉も魅力

海外の国にも四季はありますが、日本ほど季節によって
大きく気候が変わる国は珍しく、日本の四季を楽しみた
いと思う気持ちは日本人以上かもしれません。中国やベ
トナムでは、桜や花見が人気です。また台湾では、国内

明治神宮や清水寺など、日本の歴史的な神社や仏閣
は中国、ベトナム、タイ、シンガポールなどでとても人気が
あります。特に、自国に宗教文化が根付いている国では、
日本のお参りに興味を持っていることがわかります。タイ、

伝統文化や歴史的建造物、四季を楽しめる場所

トナムでは、桜や花見が人気です。また台湾では、国内
で日本の様に山が一色に染まる紅葉を見ることは難しく、
特に京都の紅葉が話題です。

日本のお参りに興味を持っていることがわかります。タイ、
シンガポール、アメリカでは東京タワーはとても人気が高く、
日本を象徴する建築物の一つと捉えられています。また、
温泉は旅館や畳とともに伝統文化を感じられる場所とし
て、韓国、タイ、シンガポールで特に人気があります。一
方で、特に西欧諸国ではタトゥーに関する心配の声も多
く、訪日旅行者のためにタトゥーを隠すためのシールを配
布している施設もあります。

温泉や公衆浴場では、タトゥーに関する案内を
発信することで旅行者の不安を解消できる

春の桜、秋の紅葉、冬の雪を楽しめる地域では
積極的にプロモーションする価値あり
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①各国意識・嗜好調査

人気の観光スポットは？ (2/2)

日本のオタクやカワイイは、西欧の国々を中心に根強い人気。
フランスの買い物ランキング1位は秋葉原グッズ、アメリカの買い物
ランキング2位はアニメグッズです。フィリピンの旅の目的5位には、
映画/アニメ鑑賞もランクインしています。タイやフランスでは、原宿
の竹下通りは必須スポットとされています。ハロウィンのコスプレイベ

ディズニーの人気は圧倒的

キャラクターやアニメも大きな誘引材料に

アニメ・マンガ・コスプレは根強い人気

伝統的な日本が愛されている一方で、キャラクターやアニメ、マンガ、オタク、カワイイ、コスプレなどの日本のポップカルチャーは、
もう一つの日本を象徴する文化として前向きに捉えられています。

日本に数あるテーマパークの中で、USJを抑え、ディズニーランド/
シーはダントツの人気を誇ります(人気の観光スポットとして、マレー
シアでは1位、インドネシアでも2位)。ディズニーランド内で食べられ
るコーラ味のホットドッグが、インドネシアの旅行客に爆発的人気で
す。マレーシアの旅行者等には、コンビニのディズニーグッズも人気

若い人にとって、来日の目的はコンサートであることも多くなっていま
す。特にフィリピン、インドネシアはコンサートやイベント需要が高く、
インドネシアの旅行者の主な観光先1位は日本武道館、3位は
幕張メッセです。具体的に挙がるアーティストは、AKB48やONE
OK ROCK等。マレーシアの旅行者には、K-POPコンサートのため
に訪日する若者も多く見られます。

の竹下通りは必須スポットとされています。ハロウィンのコスプレイベ
ントは、訪日外国人の定番参加型イベントとなっています。

日本にくる理由はコンサート？

ランド/シー以外のディズニーの楽しみ方ガイドも
旅の目的になり得る

動物と触れ合える意外な場所も人気

マザー牧場など、動物関連施設は
更なるプロモーションの如何では人気スポットに

す。マレーシアの旅行者等には、コンビニのディズニーグッズも人気
です。

幕張メッセをコンサート・イベント需要の起点としても活用

幕張メッセをアニメ・マンガ・コスプレ
イベント需要の起点として積極的に活用

訪日旅行者の間では、動物と触れ合える意外なスポットが人気に
なることがあります。シンガポールでは、奈良公園の鹿、蔵王きつね
村、奥の島うさぎアイランド、猫アイランド青島は必須の観光スポッ
トとされています。
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中国 台湾 韓国 ベトナム フィリピン タイ

1 ラーメン ラーメン ビール 寿司 チョコレート ビーフステーキ

2 寿司 寿司 ラーメン うどん 茶 鶏肉

3 カニ 魚介(Seafood) 寿司 たこ焼き ちらし寿司 寿司

4 牛肉 食べ放題 うどん・そば そば 寿司 ケーキ

5 お菓子 コーヒー 牛肉・ステーキ かまぼこ ラーメン 海老

①各国意識・嗜好調査

日本における食事
各国で話題になっている主な食事

マレーシア インドネシア シンガポール フランス アメリカ

1 ハラル ハラル ラーメン 寿司 寿司

2 魚 ケンタッキー 寿司 お好み焼き ラーメン

3 ラーメン お好み焼き 刺し身 ラーメン コーヒー

4 ご飯(お米) ラーメン 天ぷら お酒 麺類

5 牛肉 ソフトドリンク 焼き鳥 神戸牛 チョコレート

※各国のSNSデータに基づいて集計したランキングデータから、それぞれの国に見られる特徴的な要素をピックアップしています

凡例：

特徴的な傾向を以下の
赤枠で囲っています
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①各国意識・嗜好調査

何を食べてる？

マレーシアやインドネシアなどから訪
れるムスリムの旅行者にとって、ハラ
ル食があるかどうかは切実な問題
です。日本に来たいと思っていても、

寿司や刺身は各国不動の人気を
誇りますが、ラーメンはそれと同じく
らい人気があります。中国、台湾、
シンガポールでは、寿司を抑えて主

食べることを楽しみにしている訪日
旅行者にとって、日本の牛肉は
期待の一つとなっています。中国、
マレーシアでは牛肉が主な食事の

寿司・そして追い抜く勢いのラーメン 意外な牛肉人気

寿司とラーメンは不動の人気、ハラル食を求める声も

ハラルフードへの熱い視線

訪日旅行者に最も食べられている日本食は「寿司」と「ラーメン」。
ラーメンは海外の旅行者から、日本人が思っている以上に、「日本食」として認識されています。

です。日本に来たいと思っていても、
情報が乏しければ旅を諦める要因
になるほどです。それだけに、ハラル
食に関する情報が豊富な場所はと
ても評価が高く、活発に情報交換
される傾向があります。インドネシア
では「全部食べれる(All you can
eat!)」を謳ったKFCのニュースが話
題になっていました。

シンガポールでは、寿司を抑えて主
な食事1位はラーメンです。ラーメン
のルーツである中華圏でも、ラーメ
ンは日本食だと考えられています。
日本に来たら必ず寄る、東京の夜
は必ずこの店でシメるなど、ラーメン
はリピーターを生む要因にもなって
います。

マレーシアでは牛肉が主な食事の
上位に挙がっており、フランスでは
神戸牛がよく話題になっています。
高価格な和牛だけでなく、チェーン
店の様な大衆向けの焼肉も好評
です。また、タイでは近年牛肉を食
べる人が増えてきていると言われ、
旅行先の日本でも牛肉はよく食べ
られている様です。

寿司店とラーメン店をつなぐ
観光ルートの作成は効果が見込める

ハラルマップの作成だけでなく、
発信・普及にも力を入れる事で効果

千葉県内のブランド和牛の
訪日旅行者向けプロモーション強化
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中国 台湾 韓国 ベトナム フィリピン タイ

1 コスメ用品 薬／化粧品 本 煎餅 築地土産 スイーツ

2 お菓子／スイーツ デザート キャラクター
グッズ NA チョコレート ケーキ

3 ユニクロ ドライヤー 靴 NA 靴 化粧品

4 日用雑貨 ケーキ チョコレート NA Apple製品 タバコ

5 目薬 チョコレート タバコ NA ゲーム／ゲーム機器 香水

①各国意識・嗜好調査

日本における買い物・おみやげ
各国で話題になっている主な買い物・おみやげ

マレーシア インドネシア シンガポール フランス アメリカ

1 Tシャツ 食べ物(魚、お菓子、ス
イカ) スナック菓子 秋葉原グッズ 魚介類

2 時計 ファッションアイテム コーヒー ジブリグッズ アニメグッズ

3 ICカード
(Suica,Pasmo) チケット かばん 着物 衣類

4 携帯電話 おもちゃ／ゲーム お茶 化粧品 コーヒー

5 お茶 ガジェット(比較的小さ
な玩具) 衣類 抹茶 ブティック

※各国のSNSデータに基づいて集計したランキングデータから、それぞれの国に見られる特徴的な要素をピックアップしています

凡例：

特徴的な傾向を以下の
赤枠で囲っています
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①各国意識・嗜好調査

何を買ってる？人気のおみやげは？

母国では手に入らない、あるいは高価な薬を”爆買い”
する旅行者が急増しています。2014年10月に、中国
のネットメディアで「日本に行ったら買わねばならない」薬
が紹介されたことがきっかけです。これを機に、中国、少

多くの旅行者が、スイーツの食べ歩きやおみやげとして、
お菓子を買って帰ることを楽しみにしています。買い物の
ランキングでも、スイーツ/デザートはタイ・中国・台湾で
人気となっています。また抹茶味のスイーツやお菓子の

スイーツとお菓子は日本旅行のもう一つの楽しみ 一部の国で、神薬、人気コスメは観光ルートのマストアイテム

スイーツとお菓子も旅の楽しみ、神薬とコスメは買い物の定番

買い物アイテムは、一度評判に火がつくと一気に拡散し、あっという間に旅行者のマストアイテムとなる可能性を秘めています。
買い物動向を知ることは、旅行者を知ることにつながります。

が紹介されたことがきっかけです。これを機に、中国、少
し遅れて台湾の旅行者の間で、神薬(かみぐすり)の爆
買いが流行しています。また、同じく中国と台湾に加えて、
タイやフランスの旅行者の間では、化粧品の購入も人気
です。人気ブランドの化粧品を安く買えると言われていま
す。

人気となっています。また抹茶味のスイーツやお菓子の
人気は群を抜いており、マレーシア、フランス、シンガポー
ルでは、買い物ランキング上位に抹茶がランクインしてい
ます。特にタイでは、ファミリーマート等コンビニでスイーツ
やお菓子を買うことが、日本旅行の楽しみ方の一つと
なっています。

抹茶スイーツ地図の様なコンテンツを
訪日外国人向けに多言語対応する価値あり

薬と化粧品の買い物スポットを観光ルートに入れることで、
買い物需要の旅行者の誘引材料に

参考：千葉県抹茶スイーツ地図
http://macha.crap.jp/p/12.html
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①各国意識・嗜好調査

宿泊に関する話題(1/4)
各国で話題になっている宿泊場所は？？？

11か国のSNS分析調査における、各国で人気の
宿泊先は左図の様になりました。

一般的な都市型ホテルが各国において大部分を
占めますが、一方タイ・フランス・台湾・中国・シンガ
ポールなどは温泉地に宿泊し、日本旅行を楽しむ
のも目的の一つとして、活発にSNS上で書き込ま
れていることが伺えます。

中国 台湾 韓国 ベトナム

フィリピン タイ マレーシア インドネシア
れていることが伺えます。

昨今の世界的なシェアリングエコノミーの影響を受け、
先進国やネット社会が活発な国では、Airbnbの
活用も目立ち始めています。

また、旧来よりニーズのあったホステルやゲストハウス
も依然として一部の外国人利用者のニーズを満た
しており、日本独自の文化であるカプセルホテルも
手頃な価格という利点だけでなく、異文化体験の
一つとして一部の国では人気があることが分かりまし
た。

シンガポール フランス アメリカ
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①各国意識・嗜好調査

宿泊に関する話題(2/4)
旅館/温泉

フランス・タイ・台湾で特に人気！

タイでは、日本＝温泉というぐらい温泉
に対する関心が高く、実際に多くのコメ
ントを獲得しています。
欧米やフィリピンではタトゥーに関する質
問もSNS上で多く出てきており、外国
人にも日本の温泉ルールに関するルー
ルが浸透してきていることが伺えます。

Airbnb
シンガポールや中国、マレーシアで

単独でのAirbnbの活用以外にも、中
国やマレーシア(における中華系の
人々)では、グループや家族での地用も
目立ちました。中国では中国版
Airbnbが好調で、世界各国での民泊
の活用が旅の楽しみを広げている様で
す。

カプセルホテル
マレーシア、台湾、シンガポール

立地の便利さと予想以上の過ごしやす
さからカプセルホテルでの宿泊がポジティ
ブに投稿されることが多い様です。

その他の宿泊先は？？
前述のカテゴリー以外の少数意見では、空港(台湾)やラブホテル(韓国、マレーシア、フィリピン、インドネシア)、民宿(台湾、
シンガポール)などがあがっており、インターネットカフェや友人宅への宿泊をしている旅行者もいました。
また、インドネシアなどのムスリムは宿泊先を検討する上で、「ムスリムフレンドリー」であるかどうかが宿泊の選定条件になることも
あり、コメントの中には、「ムスリムフレンドリーなホテルに泊まった。」「ムスリムフレンドリーロッジが快適だった」などの投稿も確認さ
れています。
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①各国意識・嗜好調査

宿泊に関する話題(3/4)

Book and Bed Tokyo

アメリカ、インドネシア、フランスなどで投稿が確認されて
おり、総じてポジティブな評価となっています。1700冊の
本と泊まれるホテルとして、またその宿泊費用の安さも相
まってSNS上では興味を持たれている様子が伺えます。

コンテンツ推しはSNSで拡散する！！

ガンダムルーム

ホテルグランパシフィック LE DAIBAのコンセプトルームで
ある各種ガンダムルーム。インドネシアでは、「ガンダムロ
ボットホテル東京」とのカキコミもあり、日本の強いコンテン
ツカルチャーの影響が旅行者の宿泊にも影響を及ぼして
いることがわかります。

http://bookandbedtokyo.com/ http://www.grandpacific.jp/lp/gundam/

アメリカ

世界のカプセルホテルから
マレーシアのクアラルンプール国際空港の近くには、コンテナを改装してホテルにしている、その名も「カプセルバイコンテナホ
テル」があります。TripAdivisorを見ても、トランジット間での極めて短時間での仮眠などのニーズがあり、価格も安価なた
めか、中々の評価を得ていることがわかります。
千葉県の繁華街のそばや、交通のターミナル等にこういった施設を建てることによって、リーズナブルかつ利便性の良い旅を
求めるアジア系の観光客の取り込みの可能性が考えられます。そこに日本的なコンテンツの訴求や、ムスリムフレンドリーの
要素を加味することも、企画案として考えられます

http://capsulecontainer.com/

http://bookandbedtokyo.com/ http://www.grandpacific.jp/lp/gundam/
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①各国意識・嗜好調査

宿泊に関する話題(4/4)

右の図は韓国の宿泊関連の発言におけるバズクラスターです。

他国には見られない「素晴らしい夜景」というワードが、宿泊に
関するワードの中で共語しており、ここから韓国人の旅行客の
関心の高さが伺えます。

キラキラ韓国女子は景色もキラキラがお好き？

Great
Night view Prince hotel

Location/Area

実際のBlog(韓国ではBlogがSNSの中心)にも、日本旅行
で見た夜景やイルミネーションなどの写真が女性を中心に数多
く投稿されていることが確認されています。綺麗な夜景が見える
部屋で日本の滞在をより素晴らしい体験にして頂ける様、ルー
トプランニング・モデルコースとしての企画や、画像系SNSなどを
活用してPRを進める事も効果的な訴求方法と考えられます。

At a hotel

Guest house
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①各国意識・嗜好調査

日本で感じたギャップ(1/3)

■やはり英語での会話や表記などによるコミュニケーションの問題

訪日観光客が感じる自国との主なギャップ

ポジティブなギャップ ネガティブなギャップ

■料理や、飲み物、スイーツなどの飲食物は非常に評価が高い

・とにかく綺麗！(街やトイレ)
・外国人にも礼儀正しい
・心遣いが素晴らしい
・料理が美味しい！
・スイーツ、お菓子も美味しい！

・英語が通じない。英語表記も無い
・交通機関が複雑で理解が難しい
・新幹線の料金がとても高い
・Wi-Fiが無い/つながりにくい

■やはり英語での会話や表記などによるコミュニケーションの問題
が各国で多く見られます。
■ Wi-Fiに関しても同様で、大きなランドマークなどで接続が出来
なかった時などは、落胆が大きい様です。
■交通網の発達には高い賛辞が送られているものの、東京の地
下鉄の煩雑さに頭を悩ましている外国人は多い様です。
■新幹線は旅の目的になるほど有名ですが、LCCの発達により、
海外が身近に安価で行ける様になったためか、東京-大阪間で
15000円以上する価格設定には、不満の声も多く出ています。

■料理や、飲み物、スイーツなどの飲食物は非常に評価が高い
様です。アルコール飲料は、コンビニエンスストアで手軽に買え、種
類も豊富で金額も安く、韓国人を始め外国人に大人気です。
■観光地や宿泊施設では、日本人からの心のこもった「おもてな
し」に感激する外国人が多くみられました。
■街の清潔さに驚いた声も多く、「ゴミが落ちていない」(中国)な
ど、高評価の声が相次いでいます。
■トイレは高機能かつ清潔さが保たれていることから、「我が国も
日本の様に全てのトイレに導入すべき」(シンガポール)という意見も
見られました。フランスでは世界のトイレを特集した記事の中で、日
本のシャワートイレが好意的に紹介されており、世界中から賞賛さ
れています。
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①各国意識・嗜好調査

日本で感じたギャップ(2/3)

ニュートラルなギャップ

訪日観光客が感じる自国との主なギャップ

・温泉文化とタトゥー(刺青)
・生食文化
・安くて美味しいレストランがたくさんある
・歩きながら食べるのはマナー違反

など

■異なる文化の人々からは、「人前で裸になるのが恥ずかしい」(マレーシア)という声も大きい。しかし、温泉自体への興味は非常に大きく、
個室露天や家族風呂を選択するなどして、日本旅行を楽しんでいる様子。
■「日本の風呂＝タトゥーがダメ」という話は外国人にも広く知れ渡っていると考えられ、フランスやフィリピンなどでは、温泉に入るための情報交
換などがSNS上でなされています。
■マレーシアとタイでは、「日本は街中でものを食べながら歩くのは、下品な行為としてとられている」という趣旨の書き込みも見られ、マナー面
なども屋台文化に慣れ親しんでいるアジアの人々の関心を持っている様です。
■自らの経験を旅のヒントとしてSNS上で共有する事も多く、「高級寿司店に行ったら、出てきた寿司はそのまま食べること。」(シンガポール)
「芸者には決して触ってはいけない」(タイ)等のユニークなものから、「エスカレータの片側を開けたほうが良い」、「電車の中ではマナーモードにす
るように」、などの書き込みも発見され、人々がSNSを通じて日本での情報収集をしている様子も各国で見られています。
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①各国意識・嗜好調査

日本で感じたギャップ(3/3)

■日本の四季に関する桜・紅葉・雪は、シーズンもののコンテンツとして、アジア系の観光客を中心に根強い人気です。
各国・各地の気候帯や緯度といった環境的背景が興味を喚起する遠因になっています。

■また、伝統的な旅館に関する、畳文化や内風呂・部屋食などもやはり各国の外国人観光客のウケが良い様です。

■食事では、世界では”危険な食べ物”として認知されているフグについての投稿もいくつかの国でみられました。猛毒が
ある魚を好んで食べる日本人を外国人は奇妙に捉えている様子です。

日本ならでは(?)のギャップ

アメリカ
ある魚を好んで食べる日本人を外国人は奇妙に捉えている様子です。

■また日本の象徴的なサブカルの延長として、渋谷や六本木を中心としたハロウィンイベントも日本独自の発展を遂げて
おり、近年多くの外国人がイベントのために来日しています。日本発のコンテンツという意味では、ガンダム(インドネシア)
やジブリ作品(フランス)に代表されるアニメコンテンツやマリオやポケモンの様なキャラクターも相変わらず人気です。

■外国人観光客の中で、「Matcha」の認知度は高く、日本特有の緑茶として認知度が高い様。日本の菓子メーカー
だけでなく、海外の菓子メーカーも抹茶味のお菓子を販売しています。また、観光地には多くの抹茶スイーツが販売され
ており、その様子をSNSでシェアする様子が見えました。
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②千葉県に関する調査(1/4)
SNS上の話題は成田空港／ディズニー／幕張メッセに集中

千葉県内観光地の話題シェア

1位 成田空港(成田市)
日本の玄関口としてやはり最大の話題量を獲得。外国人が最初に接する
『日本』として、様々な意見が上がっています。
ポジティブ要素は、展望デッキの美しさや免税店の商品の豊富さ、礼拝室について。
ネガティブ要素は、言語の壁やグランドスタッフの対応、羽田や関空など他の国内空
港と比較した際の設備の整備状況についてなどが挙げられました。

TDL/TDS

幕張メッセ
6%

その他

2位 TDL/TDS (浦安市)

3位 幕張メッセ (千葉市)

ディズニー関連施設は各国で日本旅行の目的地の1つとなっていることもあり、大量の
話題を獲得。アトラクションはもちろんのこと、お土産物や食事をなどについてもポジティ
ブな意見が多く、外国人旅行客の満足度は比較的高い様子が見て取れます。

インドネシアやアメリカを中心に大量の話題を獲得。主な要因として、アイドル(AKBや
ONE OK ROCKなど)のコンサートや、東京ゲームショウ2015(9月開催)などがあり、
やはり大型イベントが外国人誘客にも有効であるということが本調査を通しても分かり
ました。

成田空港
60%

TDL/TDS
34%
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②千葉県に関する調査(2/4)
その他の千葉県内の観光地への投稿

鋸山 日本寺(鋸南町)

アメリカ・ロシア・タイ人に人気

日本最大の大仏、羅漢石像群など、歴史的建造物の写真と絶景の
自然に感動する様子が撮影されています。

鋸山に行った時を改めて思い出して
るよ。日本が恋しいなーーー！！

山だらけ！次の日は筋肉痛で足が…
でも、足が痛くなったって見るに値する
景色なんだよね。

千住社 清水公園(野田市)

自然を感じられるアクティビティにクチコミ

紅葉やコスモスなどを鑑賞するとともに、凧揚げやアスレチックなどのアク
ティビティを楽しむ投稿が見られました。

修行終わり！これで俺もようやく忍者
の仲間入りだぜ！

富士山を遠くに見ながら凧揚げ！！
楽しいなあ。

果物狩り(各地)

日本のフルーツに人気、食べ方にも興味

ドラゴンファームがタイで取り上げられた事から、体験する様子のクチコミ
が多く見られました。http://j-town.net/chiba/column/gotochicolumn/200066.html?p=all

タイではプリック・グルアという、塩・唐辛子・砂糖をミックス
したパウダーをフルーツにつけて食べる習慣がある様です。

タイにはいちごがないよ！
初めてのいちご狩りだったけど、最初は
普通にプリック・グルア探してたよ。
コンデンスミルクをつけて食べられること
を日本で初めて知った。美味しい！

＠道の駅 多古 ＠ばんや

海岸エリア(館山・九十九里)

インドネシアで話題に・・？

インドネシアにおける日本の芸能人ファンたちは、日本のアイドル・アー
ティスの九十九里や館山といった千葉県内での活動をシェアしています。

九十九里にポップ/ロックバンド
DISH//のライブハウスがオープン。バ
ンドはこのエリアの観光大使になりま
す。

九十九里の海の家に展示室が出来たことを取り上げる
現地ファンの非公式アカウント

SKE48メンバーのSNS上のアクティビティを紹介する現
地のファンアカウント

館山に釣りに来ました! “今日は、千葉県で
釣りしてるみたい！”

現地ファン
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②千葉県に関する調査(3/4)
ムスリムフレンドリーが今後の鍵に？

ムスリムの人びとは日本での生活に不安が

本調査においてムスリムが多く生活する国で上がった文化的なギャップの話題の多
くは、日本全体でのハラル対応への不備に対する不安・不満でした。

左図は弊社で実施の、千葉県内ハラル対応店舗の有無をマッピングしたもので
す。東葛飾・千葉・印旛地域ではその存在が確認できたものの、主に安房・夷隅・
長生・山武地域では比較してその少なさが現れた結果となりました。(※)

クチコミから見た千葉県内のハラル対応店舗
店舗

※
Halal Navi: http://goo.gl/wD49rQ
Halal Gourmet JAPAN: https://www.halalgourmet.jp/ja

上記2媒体で、ハラル食が提供されると紹介されている店舗のデータを元に作成

長生・山武地域では比較してその少なさが現れた結果となりました。(※)

このことから考えられる影響として、魅力的な観光地域があったとしても、食事・宿
泊などの生活行動が見込めないことから、結果的に足が遠のく遠因となる事が予
想されます。

昨今取り組みが進められているハラル対応レストランや宿泊施設の整備はもとよ
り、既に他県で取り組まれているハラル対応自販機や礼拝関連施設等の整備を
進めることで、よりムスリムフレンドリーな地域としてのブランディングも可能です。

クチコミ上では
比較的店舗が少ない地域
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②千葉県に関する調査(4/4)
基盤整備と共に各手法を用いた情報発信がキーに

既存の観光資源を活かし、外国人にアプローチするために

Wi-Fi整備 ハラル対応 各シーンでの英語対応 ターゲット市場への適応

インフルエンサーを活用したSNS発信 TripAdvisorや公式サイトの外国語対応

複数の発信源によるリーチで、訪日に向けたインセンティブの醸成
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〈ご参考〉

千葉県の観光地への声
各観光施設の国別発言率

49.1%

13.9%

13.4%

11.1%

3.4%

2.5%2.4% 2.1%1.0%0.8% 0.1% 0 アメリカ
インドネシア
韓国
台湾
フィリピン
マレーシア
フランス
中国
シンガポール
タイ

成田空港

43.2%

19.9%

16.6%

9.3%

2.9%
2.8%2.4% 2.1%0.5% 0.2% 0 アメリカ

インドネシア
台湾
韓国
タイ
シンガポール
フィリピン
中国
マレーシア

東京ディズニーランド

64.1%

10.3%

5.2%

4.8%

4.8%

4.3%
3.0%2.9%0.2% 0 アメリカ

インドネシア
台湾
タイ
中国
韓国
フィリピン
シンガポール

東京ディズニーシー

※本調査結果は予め設定した検索条件に基いて収集されたデータであり、実際の来場者数を示すものではありません。

13.9% タイ
ベトナム

19.9% マレーシア
フランス

シンガポール
マレーシア

77.0%

17.3%

3.9%
0.8%0.5% 0.4%0.1% 0 インドネシア

アメリカ

タイ

台湾

フィリピン

マレーシア

シンガポール

幕張メッセ

60.5%
21.1%

10.5%
7.9% 0

韓国

インドネシア

中国

フランス

成田山新勝寺

61.5%
15.4%

15.4%

7.7%
0

フィリピン

中国

シンガポール

フランス

鴨川シーワールド
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③オリンピック競技に関する調査(1/5)
各競技の話題内容サマリー

テコンドー

観戦目的の体験に加え、護身・エクササイズ
等、日本と異なる目的が各国で見られまし
た。特にタイでは、Cardio exercise(心拍数

多くの国で話題量を獲得

フェンシング

調査期間中にリオデジャネイロオリンピック予選
が開催されていた事もあり、出場各国で予選
の様子や結果に関する投稿が多く登場しまし

特定の国を中心にテコンドーに次ぐ話題量

レスリング

今回の調査対象国では、最も話題量が少
かった競技でした。多くの国ではレスリング＝プ
ロレスリングといった認識がされており、強豪国

話題量が特定の国に集中

の強化を目的としたトレーニングの総称)の手
段として話題になっており、Forumでトレーニ
ング仲間を探す様子が見られました。
※その他、アメリカ・フィリピン・マレーシアでも同
様の様子が見られました。

た。また、国によってはハイソサエティで一般市
民のするスポーツではないといった意見や、危
険なスポーツだという認識をしている人びとが存
在している事も確かです。

である日本の感覚とはやや趣の異なる結果と
なりました。一部の国ではテコンドー同様エクサ
サイズ目的としての話題も上がっています。
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③オリンピック競技に関する調査(2/5)
テコンドー

国内で非常に人気のスポーツです。フィリピンにおけるマーシャルアーツの人気を押し上げた一因ともいえます。クチコミの内容も
戦闘技術に始まり、自己防衛、スポーツ、運動、娯楽等、多岐に渡っています。合わせて、フィリピン代表の国際大会の結果
にも強い興味が持たれている様子です。
※2015年の東南アジア競技大会(シンガポール)でも、同国代表は団体金メダルを獲得

フィリピン

韓国
期間中に関連する投稿の多くが、昇段審査に関する問題点についてでした。
(1つ昇段するのに通常約10年掛かるものが、お金を渡すことで昇段できる事が慣習化している事実がリーク)

この他にも韓国テコンドー界の不正は度々報じられており、韓国国内においては、テコンドーというスポーツそのものがダーティな
イメージを持たれている様子です。
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③オリンピック競技に関する調査(3/5)
フェンシング

フランス

３競技の中で最も話題量が多く、国民の興味はとても強い様です。特に世界選手権王者李娜選手に関する事が話題量の
押し上げに貢献しており、同国内におけるフェンシング人気向上に寄与している様です。また、ロンドンオリンピックエペ女子団
体決勝で韓国に勝利し、金メダルを獲得した事を報じた過去のニュースの記事がSNSで拡散していました。

中国

Twitterを中心にリオ五輪予選の結果や試合の様子が拡散。男子エペチームのタリンでのワールドカップ(エストニア)での勝利
の様子や、同じく男子フルーレチームの東京やサン・ホセで行われたワールドカップの結果に対するコメント・応援の投稿が国民
から多く寄せられています。

一風変わった興味の持たれ方をしているのがアメリカです。3競技の中で最も話題量が多かったのですが、要因としては、モスク
ワ世界選手権のステージフェンシング(※)の様子の拡散があります。(スターウォーズ、ブルース・リーと関連付ける投稿も)
また、体育の授業でフェンシングを行う学校もあり、比較的安全で、親しみ易いスポーツと認識されていると推測されます。

アメリカ

(Saberfighting 公式Facebook Page)
https://www.facebook.com/saberfighting/
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③オリンピック競技に関する調査(4/5)
レスリング

インドネシア
本調査のレスリング項目において、各国内で唯一目立った話題量が見られた国がインドネシアです。話題の広がり方とその要
因ははインドネシアにおける他の2競技のものと同様でした。インドネシアでは格闘技に対する注目度が高く、ショッピングモール
などで格闘技のイベントが開催される程の様です。
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③オリンピック競技に関する調査(5/5)
各国の特徴的な応援スタイル

■チアスティックを使った応援が一般的。しかし、各国毎の特徴の違いも。(一部抜粋)

国旗、タオルマフラー、ドラムが一般的によく用いられる。

アクセサリー(ヘアリボン、タイ国旗柄のアームリストやヘアバンド、帽子)
が女子を中心に流行っている。

国旗柄のフェイスペイントと青いシャツ(タイのシンボルカラー)を着て、団
結して応援することが多い。

タイ
自分の応援するチームの行動や格好真似ることが多い。加えて、自ら自分の応援するチームの行動や格好真似ることが多い。加えて、自ら
もより熱狂的なサポーターの一員となりたいという意識が強い様です。

タオルマフラーやフェイス／ボディーペイントが流行。また赤、青、白、黄
色(フィリピン国旗の色)は、ファンの自作グッズでもよく見られます。

プリントTシャツは公式・非公式の商品共に高値で買われている様で
す。

フィリピン

本調査での傾向は、各国内で最も人気のあるスポーツをベースにしています。

結して応援することが多い。 す。す。

様々なスタイルがありますが、最も一般的かつ人気のスタイルは、黄色
の星の入った(ベトナム国旗のイメージ)赤いTシャツを着ての応援です。
また、フェイスペインティングも根強い人気です。

巨大なベトナム国旗を持って、スタジアム内の隅々に送る という様な
盛り上がり方も人気の様です。

ベトナム
一般的に自らの応援するチームに対する愛着が非常に強い傾向に。
同じユニフォームやフェイスペイントでチームへの忠誠心を示す様です。

Foam Hand(※)やキャップなどはよく購買されている商品の1つです。
(チアリーディング文化によるものと思われます)

アメリカのスポーツ複合施設内部ではホットドッグやフライ、ナチョスがよく
売られています。

アメリカ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grady_Sizemor
e_Foam_Finger.jpg#/media/File:Grady_Sizemore_Foam_
Finger.jpg

Foam Hand
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