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平成27年度 SNSを活用した外国人観光客ニーズ・動向調査事業 
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事業・調査概要 

 調査項目と意図 

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 

千葉県に関する調査 

県内での行動状況や、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の評価をすると共に、 

 新たな観光施策の企画・策定のヒントを知る 

オリンピック競技調査 

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 

  

 調査対象国 

■千葉県様ご指定の11ヶ国 

 

※中国、台湾、韓国、ベトナム、フイリピン、タイ、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 

 調査期間 

■2015年9月~11月(3ヶ月間) 

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 
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中国 

件数：22,471 

• Sina Microblog(微博) 

• 民航社区 

• 19楼杭州 

台湾 

件数：24,244 

• Twitter 

• Plurk 

• 批踢踢實業坊 

韓国 

件数：77,287 

• Naver Blog 

• Twitter 

• 네일동 

ベトナム 

件数：31,427 
• Facebook 

• VietFun for All 

• Phapluat 

フィリピン 

件数：15,982 

• Twitter 

• Facebook 

タイ 

件数：43,031 

• Twitter 

• Pantip 

マレーシア 

件数：5,516 

• Twitter 

• Lowyat.NET Forum 

インドネシア 

件数：42,186 

• Twitter 

• Facebook 

• VIVA 

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 

調査該当件数 

該当チャネル 

(上位抜粋) 

 調査に用いたデータについて 

■弊社にて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ました 

シンガポール 

件数：13,437 

• Twitter 

• Hardwarezone 
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ソーシャルメディア調査について 

ソーシャルメディアとは 

 

 

 

 

 

ソーシャルメディア調査の利点 

 

 

 

 

 

観光分野への適用 
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• 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。 
• 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。 

• 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。 
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 各国意識・嗜好調査 

 千葉県に関する調査 

 オリンピック競技に関する調査 

 

調査結果サマリー 
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各国意識・嗜好調査 

日本における行動 

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED 

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 

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 

各国で話題になっている主な行動 

5 



各国意識・嗜好調査 

日本に何しにきてるの？ 
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訪日観光客にとって、ただ観光するだけでなく、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 

三社祭りに参加（マレーシア） 
twitter.com 

日本料理店を動画でシェア 
（アメリカ） 
twitter.com 

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が見込める 

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。 

富士山の見える場所でキャンプ（タイ） 
pantip.com 

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。今の旅行者は、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ありま

す。一部の旅行者は、写真だけでなく、動画を撮影してシェアしています。 
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https://twitter.com/jihanmuse/status/656077854862540800
https://twitter.com/SmarterTravel/statuses/670310422994636800
http://pantip.com/topic/34505070


中国 台湾 韓国 ベトナム フィリピン タイ 

1 銀座 嵐山   銀座 表参道ヒルズ 東京タワー 

2 新宿 浅草   新宿 築地 
ディズニーランド 

／シー 

3 札幌 北海道   札幌 USJ 上野公園 

4 明治神宮 成田空港   明治神宮 京都の庭園 明治神宮 

5 名古屋 清水(京都)   名古屋 東京タワー USJ 

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 
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※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 
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各国意識・嗜好調査 

人気の観光スポットは？(1/2) 
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伝統文化や歴史的建造物、四季を楽しめる場所 

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根強い人気です。 

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、国内で

日本のように山が一色に染まるような紅葉を見ることは難しく、とくに京都の

紅葉が話題です。 

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。とくに、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、

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、シンガポールでとくに人気があります。

一方で、とく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。 

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 

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 

明治神宮の結婚式（中国） 
weibo.com 

東京タワー（台湾） 
instagram.com 

嵐山の紅葉（台湾） 
pchome.com.tw 
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http://www.weibo.com/3080733203/CDK1Z8gSk?type=comment#_rnd1458597763600
https://www.instagram.com/p/7odGEWBdSwJBjeeYfK9tjQ6pUXHfVqJpe7mHg0/
http://forum.pchome.com.tw/content/66/99267


各国意識・嗜好調査 

人気の観光スポットは？ (2/2) 
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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、 

ONE OK ROCKやAKB48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。 

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があります。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。

ハロウィー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。 

ディズニーの人気は圧倒的 

日本にくる理由はコンサート？ 

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 

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可能性が 

幕張をコンサート・イベント需要の起点に 

動物と触れ合える意外な場所も人気 

マザー牧場はプロモーション次第で 
BUZZる可能性あり 

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、タイ、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などには、コンビ

ニで買える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。 

東京ディズニーランド（台湾）facebook.com 
三鷹の森ジブリ美術館（フランス）twitter.com 

ONE OK ROCK@幕張メッセ（インドネシア）twitter.com 

奈良公園（シンガポール） 
instagram.com 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=696779770455235&id=197883730344844
https://twitter.com/ButaGhibli/status/643725315420852224
https://twitter.com/Ichiyuu21/statuses/643008239022440449
https://www.instagram.com/p/8xD_31NsON/


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     チョコレート ビーフステーキ 

2 寿司 寿司     茶 鶏肉 

3 カニ 魚介(Seafood)     ちらし寿司 寿司 

4 牛肉 食べ放題     寿司 ケーキ 

5 お菓子 コーヒー     ラーメン 海老 

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 
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※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 
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各国意識・嗜好調査 

何を食べてる？ 
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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、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。 

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。 

食べることを楽しみにしている訪日旅行者にとって、

日本の牛肉は楽しみ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。品質の高い和牛だけでなく、牛角のような大

衆向けの焼肉も好評です。また、母国で牛肉を

あまり食べないタイで近年牛肉ブームが起こってお

り、海外旅行で牛肉を食べることが流行していま

す。タイの旅行客の主な食事1位は、ビーフステー

キでした。 

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 

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、 
発信と普及にも力を入れることで効果 

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を強化 

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。 

京都ラーメン小路（中国） 
weibo.com 

全部食べれるKFC 
（インドネシア） 

twitter.com 

いきなりステーキ 
（タイ） 

pantip.com 
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http://www.weibo.com/1732132663/CDAOr4PuN?sudaref=passport.weibo.com&type=comment#_rnd1458601644158
https://twitter.com/AxelAndrian_ID/statuses/661330122360819713
http://pantip.com/topic/34503363


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     築地土産 スイーツ 

2 お菓子／スイーツ デザート     チョコレート ケーキ 

3 ユニクロ ドライヤー     靴 化粧品 

4 日用雑貨 ケーキ     Apple製品 タバコ 

5 目薬 チョコレート     ゲーム／ゲーム機器 香水 

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 
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※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 
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各国意識・嗜好調査 

何を買ってる？人気のおみやげは？ 
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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、少し遅れて台

湾の旅行者の間で、神薬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。 

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。主な買い物ランキングでスイーツ/デザートはタイで1

位、中国で2位、台湾で2位となっています。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、シンガポール、フランスでは、買い物

ランキング上位に抹茶がランクインしています。とくにタイでは、ファミリーマート

などの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。 

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。 

抹茶スイーツ地図は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 

抹茶味のスイーツ（インドネシア） 
the-dailyjapan.com 

ドラッグストアで買ったコスメ 
（中国） 

weibo.com 
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各国意識・嗜好調査 

宿泊に関する話題(1/4) 

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED 

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ようになりまし
た。 
 
一般的な都市型ホテルが各国で大部分を 
占めるが、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。 
 
昨今の世界的なシェアリングエコノミーの影響も
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、旧来の流れを組む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。 

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 

シンガポール フランス アメリカ 
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各国意識・嗜好調査 

宿泊に関する話題(2/4) 

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED 

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）、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。 

京都のカプセルホテルに泊まってるんだ
けど備え付けのバスローブ着てるよー タイ フランス 中国 シンガポール 

フィリピン 
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各国意識・嗜好調査 

宿泊に関する話題(3/4) 

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED 

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、その宿泊費用の安さも 
さることながら、SNS上では興味を持たれています。 

コンテンツ推しはSNSでBuzz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。 

インドネシア 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」がある。 TripAdivisorを見ても、トランジット間での仮眠などのニーズがあり、価格も 

安価なため、中々の高評価を得ていることがわかる。 千葉県の繁華街そばなど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ができるのではない 

だろうか？そこに日本的なコンテンツの訴求や、ハラルフレンドリーの要素を加味してはいかがでしょうか？ 画像は公式HPより引用 
http://capsulecontainer.com/ 

インドネシア 
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各国意識・嗜好調査 

宿泊に関する話題(4/4) 

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED 

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」というキーワードが, 
宿泊と共に語られており、韓国人旅行客の関心の高さが伺えます。 
 
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おり、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物にしてもらえるよう、 
PRを進めていくことも効果的な訴求方法と考えられます。 

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 

At a hotel 

Guest house 

Location/Area 

都庁からの夜景 六本木ヒルズの夜景 

神戸の夜景 

ホテルの部屋からの夜景 
＠プリンスパークタワー 
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各国意識・嗜好調査 

日本で感じたギャップ(1/3) 

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED 

■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る。 

■ 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、落胆が大きいようだ。 

■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。 

■新幹線は旅の目的になるほど有名であるが、LCCの発達によ

り、海外が身近に安価で行けるようになったためか、東京-大阪間

で15000円以上する価格設定には、不満の声も多い。 

日本の環境は興味深い。綺麗な国だし、人
は礼儀正しく、そうありたいと頑張ってる人をす
ばらしく思うが残念ながら言葉の壁があるだけ。 
[Link] 

インドネシア 

訪日観光客が感じる自国との主なギャップ 

・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！ 

POSITIVEなGAP 

・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 

NEGATIVEなGAP 

■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。

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、韓国人を始めとして外国人に大人気。 

■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」に感激する外国人も多い。 

■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、高評価の声が相次ぐ。 

■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

日本のように全てのトイレに導入すべき」（シンガポール）という 

意見も見られる。 

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たりしており、世界中から賞賛されてい

る。 
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各国意識・嗜好調査 

日本で感じたギャップ(2/3) 

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED 

・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 

NEUTRALなGAP 

■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上でなされている。 

■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注意をひいている。 

■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話」、「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、人々がソーシャルメディアを通じて日本での情報収集をしている様子が伺えた。 

フィリピン 

本当はタトゥーを入れたいのですが、タトゥーはあなたの印象を悪くするでしょう。
タトゥーが入ってると、日本では温泉やスパに入ることが禁止されてしまいます。 

エスカレーターは急いでいる方のために片側をあけるように。 
フードコートのトレーは自分で片付ける。電車の中ではマナーモードに。 

シンガポール 

訪日観光客が感じる自国との主なギャップ 
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各国意識・嗜好調査 

日本で感じたギャップ(3/3) 

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED 

アメリカ 

それはトラフグと呼びます。
日本には、さまざまな種類
のフグがいますが、毒素が
あるため専門家しか調理が
許されていません。 

フィリピン 

Photo Source 台湾 

■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中心に根強い人気。 

■また、伝統的な旅館に関する、畳文化や内風呂・部屋食なども外国人観光客のウケが良い。 

■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各国でみられた。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。 

■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る。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ようなキャラクターも相変わらず人気。 

■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。日本の菓子メーカーだけでなく、海外菓子 

メーカーも抹茶味のお菓子を販売している。また、観光地には多くの抹茶スイーツが販売されており、SNSでその様子がシェアされている。 

日本ならでは(?)のギャップ 
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千葉県に関する調査(1/4) 

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED 

SNS上の話題は成田空港／ディズニー／幕張メッセに集中 

成田空港 

60% 

TDL/TDS 

34% 

幕張メッセ 

6% 

その他 

千葉県内観光地の話題シェア 

1位 成田空港(成田市) 

2位 TDL/TDS (浦安市) 

3位 幕張メッセ (千葉市) 

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GS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。 

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。アトラクションは勿論のこと、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。 
主な要因として背景として、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、大型イベントが外国人誘客にも有効である 
ということが分かりました。 
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千葉県に関する調査(2/4) 
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その他の注目すべき観光地 

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。 

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。 

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、

タイなどを中心にクチコミが多く見られました。 
http://j-town.net/chiba/column/gotochicolumn/200066.html?p=all 

 

タイにはストロベリーがありません 
#初めチェックインの場所間違えた 
#すっごく頑張った 
#綺麗が足りないな 
#ちょっと笑顔 

道の駅 多古 

タイ人はフルーツにプリック・グルアという、塩・唐辛子・砂糖を
ミックスしたパウダーをつけて食べる習慣がある 

食べたい？ 
＃初めての果物狩りでした 
＃コンデンスミルクをつけて 
食べられることに気付いた 
＃初めは塩と唐辛子で食べようと 
思った 
＃塩唐辛子 

ばんや 

Instagramフォロワー：7,618人 
清水公園のアスレチックで遊んだあとの投稿。 

忍者修行、完了！ 
#忍者戦士＃アメリカ忍者戦士 
＃忍者＃忍者修行＃忍者戦士修行 
＃日本＃野田＃トレーニング＃辛い 
＃クロスフィット＃落ちない＃ 
落ちたら死ぬぞ＃ロープ＃湿ってる 
＃障害物＃日本で一番大きな障害物 
コース＃清水＃清水公園＃忍術 

富士山をバックに凧あげ 

515いいね 

Instagramフォロワー：2,821人 

鋸山の思い出を思い出している。 
日本が恋しいーーーー！！！ 

山/山/山 
次の日は足がすごく痛くなった 
でも足が痛くなったって見るに 
値する景色です 風がすっごく強くて 
吹き飛ばされちゃいそう 

https://www.instagram.com/p/1uDwWhGShJ/ 

https://www.instagram.com/p/9ujNXJRNzH/ 
https://www.instagram.com/p/1xGQxwkLmG/ 

https://www.instagram.com/p/9ujNXJRNzH/ 

https://www.instagram.com/p/3KHzapJ2U6/ 

https://www.instagram.com/p/-3Fn4Yqqk_/ 
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千葉県に関する調査(3/4) 
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ハラルフレンドリーが今後の鍵に？ 

※Halal Navi, Halal Gourmet JAPAN 
のデータを元に弊社で作成 

ムスリムの人びとは日本での生活に不安が 

本調査でムスリムを多く抱え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。 
 
弊社で実施した、千葉県内のクチコミでのハラル対応店舗をマッピングしたところ、 
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。 
 
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、 
(広島県での)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 
ハラル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。 

ハラル対応自販機 

日本に全部食べれるKFCが
あるって。マジで？行こう！ 

ハラル対応ファストフード 

神に感謝。成田空港の到着フロ
アに清潔で快適な祈祷室がある 

礼拝堂へのポジティブ意見 

クチコミから見た千葉県内のハラル対応店舗 
店舗 
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基盤整備と共に各手法を用いた情報発信がキーに 

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 

Wi-Fi整備 ハラル対応 各シーンでの英語対応 

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 

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 

ターゲット市場への適応 
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アジア各国の国々の年齢層は若い。 

特に高齢化が進む日本は、最若平均年齢国の 

フィリピンとは実に22.3歳の差がある。 

<参考>アジア各国の平均年齢(2015年7月現在) 
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増してきているソーシャルメディア利用と信頼度 
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東アジア・東南アジアでは、ソーシャルメディア普及率が非常に高く、 

我々の感覚異常に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を若者が多いという点では、ソーシャルメディア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>国別ソーシャルメディア普及率(2015年1月現在) 

引用：ACTZERO社 “we are social” Webサイト 
http://wearesocial.sg/blog/2015/01/digital-social-mobile-2015/ 
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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た。特に

タイでは、Cardio exercise（心拍数強化を 

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 

を探す様子などが見られました。 

※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。 

 

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。 

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。 

特定の国を中心にテコンドーに次ぐ話題量 

レスリング 

今回の対象国では最も話題量が少ない競

技。 

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。 

話題量が特定の国に集中 
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テコンドー 

非常に人気のあるスポーツ。 

国内におけるマーシャルアーツ(武芸)の
人気を押し上げた一因ともなっている。 

会話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 

結果にも強い興味を持っている様子。 

※2015年の東南アジア競技大会 

(シンガポール)でもフィリピン代表は団体 

で金メダルを獲得 

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された為) 

 

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、テコンドー競技に 

関しては韓国国内でダーティなイメージ 

を持たれている様子。 

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&
oid=449&aid=0000076148 
 

参考：韓国国内でのテコンドー✕SNSの状況 

朝鮮日報での 
テコンドー関連記事 

韓国テコンドー協会公式サイト  
読者数:721 

“公式サイト”への注目度は薄い 

エンゲージメント目的のコンテンツは高反応 

テコンドー新聞公式ファンページ 

https://www.facebook.com/digitaltkdnews01/ 

テコンドー ✕ K-Pop 

投稿日: 2014,3,11 

K-Tigers TV YouTube アカウント 
テコンドーのパフォーマンスチームがあり、多くのアーティストとコラボレーションを行っている。 
大量のView数を獲得 
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フェンシング 

フランス 

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 

フルーレチームのサン・ホセや東京での 

フェンシングワールドカップの結果に対す 

るコメント・投稿が多く寄せられています。 

タリン(エストニア)での 
ワールドカップ男子エペ決勝の 

様子を報じるニュース 

今回の3競技の中では最も話題量多く、 

国民の興味は非常に高い様子。特に 

世界選手権チャンピオン李娜選手に関 

する話題も話題量の押し上げに貢献し 

ており、フェンシング人気向上に大きく寄 

与している様です。 

また、ロンドンオリンピック女子エペ団体の 

決勝で韓国に勝利し、金メダルを獲得 

した過去のニュース記事がSNSで拡散。 

中国 

李娜選手 

一風変わった興味の持たれ方をしている 

のがアメリカ。3競技の中で最も話題量 

が多かったが、要因としては、モスクワ世 

界選手権でのステージフェンシングの様 

子の拡散の様です。※スターウォーズや、 

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・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 

パフォーマー： 
School of Saberfighting 

←ステージ 
フェンシングの様子 
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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。 

話題の広がり方はインドネシアにおける他の３ 

競技と同様でした。テコンドーも同様ですが、 

特にインドネシアでは格闘技に対する注目が 

高く、ショッピングモールで格闘技のイベントが 

行われる程の様です。 

スマランと中部ジャワの人びとが 
集まって、オープントーナメントに 

熱狂しています。 
＠スマラン州立大学 
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各国の特徴的な応援スタイル 

■インフレータブル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色のシャツ(シンボルカラー)を 
着、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
もより熱狂的なサポーターの一員となりたいという想いが強い様。 

  

 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る。 

  

 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。 

フィリピン 

 様々なスタイルがあるが、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。また、フェイスペインティングも根強い人気。 
 

 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。 

ベトナム 

 一般的に自らの応援するチームやスポーツ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。 
 

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

 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
売られている。 

アメリカ 

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。 
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