
インバウンドの現状 



１．訪日外国人旅行者の現況訪日外国人旅行者の現況

（１）訪日外国人旅行者数の変遷 

2 資料：法務省「出入国管理統計」、日本国政府観光局（JNTO） 



１．訪日外国人旅行者の現況
（２）日本人海外旅行者数の変遷 

3 
資料：法務省「出入国管理統計」、日本国政府観光局（JNTO） 



２．訪日外国人旅行者の現況 
（ ）各国 地域から 海外旅行者数（ 年） （ ）各国 地域 外国人旅行者受入数（ 年）（３）各国・地域からの海外旅行者数（2007年） （４）各国・地域の外国人旅行者受入数（2008年）

4 資料：政府観光機関（UNWTO）、各国政府観光局、日本政府観光局（JNTO） 出展：日本国政府観光局（JNTO）「JNTO国際観光白書2009」 



１．訪日外国人旅行者の現況

（５）訪日外国人客数上位10位 
順
位 国・地域名 総数（千人） 前年比 シェア 順

位 国・地域名 旅行者数（千人） 前年比 シェア 

（６）訪日外国人観光客数上位10位 

位 位 

1 韓国 2,382 ▲8.4 28.5 1 韓国 1,893 ▲9.2 31.3 

2 台湾 1,390 0.4 16.6 2 台湾 1,264 0.7 20.7 

3 中国 1,000 6.2 12.0  3 香港 513 28.4 8.5 

4 米国 768 ▲5.8 9.2 4 米国 474 ▲3.5 7.8 

5 香港 550 27.3 6.6 5 中国 456 11.9 7.5 

6 オーストラリア 242 8.8 2.9 6 オーストラリア 195 14.6 3.2 

7 英国 201 ▲6.9 2.5 7 タイ 143 19.9 2.4 

8 タイ 192 14.6 2.3 8 シンガポール 137 15.1 2.3 

9 シンガポール 168 10.6 2.0  9 カナダ 132 4.6 2.2 

10  カナダ 168 1.4 2.0  10  英国 124 ▲3.6 2.0  
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計 84.6 計 88.1 

出展：日本政府観光局（JNTO）2008年 出展：日本政府観光局（JNTO）2008年 



１．訪日外国人旅行者の現況 
（７）訪日動機 

6 
資料：日本国政府観光局（JNTO）「JNTO訪日外客訪問地調査2007/2008」 



１．訪日外国人旅行者の現況 
（ ）訪 前後 本 印象 変化（肯定的イ ジ）

日本人の人々が親切・礼儀正しい 日本人の人々が親切・礼儀正しい 第1位 28.9％ 37.8％ 

（８）訪日前後での日本の印象の変化（肯定的イメージ） 
訪日前 訪日後 

都市の景観が美しい 

文化と歴史が素晴ら

都市の景観が美しい 

食事が美味

第２位 

第 位

25.6％ 21.5％ 

文化と歴史が素晴らしい

食事が美味しい 

食事が美味しい

サービスが良い 

第３位 

第４位 

18.0％

15.6％ 

18.3％

17.7％ 

サービスが良い 文化と歴史が素晴らしい 第５位 13.2％ 16.7％ 

生活水準が高い

自然・田舎が美しい 

交通機関が便利・発達している

治安が良い 

第６位 

第７位 

12.8％

10.7％ 

15.6％

12.6％ 

交通機関が便利・発達している 自然・田舎が美しい 第８位 10.5％ 11.6％ 
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産業・工業製品の好イメージ 生活水準が高い 10.5％ 10.6％ 

資料：日本国政府観光局（JNTO）「訪日外国人満足度調査報告書2007/2008」 



１．訪日外国人旅行者の現況 
（ ）訪 前後 本 印象 変化（ 定的イ ジ）

物価が高い 物価が高い 第1位 15.0％ 11.1％ 

（９）訪日前後での日本の印象の変化（否定的イメージ） 
訪日前 訪日後 

言語障壁 

食事が合わな まず

言語障壁 

食事が合わな まず

第２位 

第 位

3.0％ 4.5％ 

食事が合わない・まずい

人々が不親切 

食事が合わない・まずい

交通機関が不便 

第３位 

第４位 

1.6％

1.5％ 

1.7％

1.7％ 

交通機関が不便 人々が不親切 第５位 1.0％ 1.0％ 

都市の景観が美しくない

文化・歴史が素晴らしくない 

にぎわい・活気がない

都市の景観が美しくない 

第６位 

第７位 

0.9％

0.7％ 

0.9％

0.8％ 

にぎわい・活気がない 生活水準が低い 0.7％ 0.6％ 
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第９位 生活水準が低い 自然・田舎が美しくない 0.6％ 0.5％ 

資料：日本国政府観光局（JNTO）「訪日外国人満足度調査報告書2007/2008」 



２．訪日外国人旅行の経済効果 
（ ）訪 外国人旅行者 る消費額（１）訪日外国人旅行者による消費額

定住人口＝1億2,800万人 
定住人口１人減少分

 

 
1人当たり年間消費額＝121万円 

旅行消費額 

定住人口１人減少分

 
訪日外国人旅行1.4兆円  国民の旅行20.4兆円 
                   うち宿泊旅行15.7兆円 
                   うち日帰り旅行4.7兆円 

外国人旅行者7人分 

 
 
 
 
 

国際交流人口 
（外国人旅行者） 

国内交流人口 
（国内旅行者） 
億

国内旅行者（宿泊）22人分 

 
 
 
 

756万人 
 

1人１回当り消費額 
１８万円

5億9,009万人
 

1人１回当り消費額 
うち宿泊 ５万４千円 

うち 帰り 万 千円

＋ 
国内旅行者（日帰り）77人分 

 
 

１８万円 うち日帰り １万６千円

定住人口は国勢調査（総務省）、定住人口1人当り年間消費額は家計調査（総務省）による。 
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旅行消費額は旅行・観光庁消費動向調査（2006年度）、国際交流人口はJNTO（2006年度）、国内交流人口及び1人1回当り消費額は両調査を用いた試算。
定住人口1人減少分に相当する旅行者人数は、定住人口1人当り年間消費額を交流人口1人1回当り消費額で除したもの。 
 
資料：観光立国推進戦略会議資料（観光庁） 
 



２．訪日外国人旅行の経済効果 
（ ）経済波 効果（２）経済波及効果 

2006年度 2020年 

訪日外客数       756万人
旅行消費額       1.4兆円  

訪日外客数       2,000万人 
旅行消費額       4.3兆円  

付加価値    0.6兆円（0.1％） 
雇用 12万人（0.2％）

付加価値    2.0兆円（0.3％） 
雇用 39万人（0.5％）

直接効果 直接効果 

雇用       12万人（0.2％） 雇用       39万人（0.5％）

波及効果波及効果

生産波及効果 3.3兆円 
付加価値効果 1.7兆円（0.3％） 
雇用効果     27万人（0.4％）

生産波及効果 10.4兆円 
付加価値効果 5.4兆円（0.7％） 
雇用効果     85万人（1.1％）

波及効果波及効果 

雇用効果 （ ）

2006年度の数字は、平成18年度「旅行・観光庁産業の経済効果に関する調査研究」（国土交通省）より引用。 
2020年度の旅行消費額は、「JNTO消費動向調査」の結果（国別消費額）より算出。2006年のモデルを使用して経済波及効果を計算。 
カッコ内の数字は、日本全体に占めるシェア。2020年のGDPおよび就業者数は、2005年の数字に日本経済研究センターの予想成長率を乗じて計算。 
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資料：観光立国推進戦略会議資料（観光庁） 
 



２．訪日外国人旅行の経済効果 
（ ）地域 活性化（３）地域の活性化 

延べ宿泊比率 旅行消費額（兆円） 付加価値額（兆円） 就業者数（万人） 

  

2007年 2020年 2007年 2020年 増加額 2007年 2020年 増加額 2007年 2020年 増加額 

３大都市圏 73% 55% 1．0 2．4 1．3 1．2 3．0 1．7 19．5 46．8 27．3 

その他地方 27% 45% 0．4 1．9 1．6 0．5 2．4 2．0 7．3 38．3 31．1 

合計  100％  100％ 1．4 4．3 2．9 1．7 5．4 3．7 26．8 85．2 58．4 

国土交通省「宿泊旅行統計調査」を基に算出。 
旅行消費額、就業者数は、前頁の経済効果の数字を延べ宿泊比率で按分して計算。 
旅行消費額、付加価値額、就業者数の2007年数値は、平成18年度「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」（国土交通省）の数値を準用。 
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資料：観光立国推進戦略会議資料（観光庁） 
 



３．訪日旅行の実態【米国】（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

ほとんどが個人旅行、パッケージツアー比率11.1％。 
ボリ ムゾ ンは男性 女性共に20歳代だが突出してはいないボリュームゾーンは男性、女性共に20歳代だが突出してはいない。

滞在日数は7～13日間が最も多く、3分の1の35.7％。 
 →訪日外国人全体で見ると7～13日間は約4分の1の25.2％訪 外国人 体 見る 3 間 約 分 5

日本への訪問回数は1回目というのが最も多く、約半分の46.8％ 
同行者の傾向としての特徴は「自分ひとり」というのが48.8％と最も多い。 

 →16区分中では、ドイツ（59.8％）、英国（59.5％）、フランス（55.1％）に次いで  
    「自分ひとり」が多い。 

旅行目的は「観光・レジャー」が34 4％と最も多く 次いで「親族・知人訪問」が旅行目的は「観光・レジャー」が34.4％と最も多く、次いで「親族・知人訪問」が 
 20.8％、「商談などその他ビジネス」が19.0％ 
 →訪日外国人全体では「観光・レジャー」は58.1％と最も多く、「親族・知人訪

問」7.0％、「商談などその他ビジネス」は16.2％ 
 
※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです。 
※具体的な15地域は「韓国」「中国」「中国（台湾）」「中国（香港）」「タイ」「シンガポ ル」「マレ シア」「インド」「英国」「ドイツ」「フランス」「ロシア」「米
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※具体的な15地域は「韓国」「中国」「中国（台湾）」「中国（香港）」「タイ」「シンガポール」「マレーシア」「インド」「英国」「ドイツ」「フランス」「ロシア」「米
国」「カナダ」「オーストラリア」となっています。 



３．訪日旅行の実態【米国】（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

利用した宿泊施設は、「ホテル」が67.4％。次いで「親族・知人宅」が25.2％、 
「旅館」は21 6％ 「旅館」は21.6％ 

 →訪日外国人全体では「ホテル」が77.8％。「親族・知人宅」は10.2％、「旅館」
は22.8％ 
日本食を食べることの期待以上の満足度は65.3％と高い（全体は50.1％） 
温泉入浴の期待以上の満足度は69.6％と高い（全体は56.6％） 
自然・景勝地観光の期待以上の満足度も76 3％と高い（全体は59 8％）自然・景勝地観光の期待以上の満足度も76.3％と高い（全体は59.8％）

旅行全体の満足度は大変満足が70.1％と16区分中最も高く、満足の25.2％と 
 加えると95.3％が満足以上と回答している。 加えると95 3 が満足以 と回答している。

  →全体は大変満足が33.7％、満足が49.2％ 
再訪問意向は必ず来たいが62.8％と16区分中最も高い。 

  →全体は必ず来たいが47.1％。 
 
※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです。 
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※具体的な15地域は「韓国」「中国」「中国（台湾）」「中国（香港）」「タイ」「シンガポール」「マレーシア」「インド」「英国」「ドイツ」「フランス」「ロシア」「米
国」「カナダ」「オーストラリア」となっています。 

 



３．訪日旅行の実態【豪州】（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

ほとんどが個人旅行、パッケージツアー比率5.8％。 
ボリ ムゾ ンは男性が30歳代 女性は20歳代ボリュームゾーンは男性が30歳代、女性は20歳代。

滞在日数は7～13日間が最も多く、3分の1の36.6％。4～6日間は約4分の1の

24.8％ 
日本への訪問回数は1回目というのが最も多く、約半分の51.5％ 
同行者は「夫婦・パートナー」というのが38.6％と16区分中最も多いのが特長。 

全体では「夫婦 パ トナ は13 0％ →全体では「夫婦・パートナー」は13.0％。

旅行目的は「観光・レジャー」が65.3％と最も多い。「親族・知人訪問」も13.9％と
平均より高い。 高 。

 →訪日外国人全体では「観光・レジャー」は58.1％と最も多く、「親族・知人訪問」
は7.0％。 

 
※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです。 
※具体的な15地域は「韓国」「中国」「中国（台湾）」「中国（香港）」「タイ」「シンガポール」「マレーシア」「インド」「英国」「ドイツ」「フランス」「ロシア」「米国」

「カナダ」「オーストラリア」となっています。 
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３．訪日旅行の実態【豪州】（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

利用した宿泊施設は、「ホテル」が82.1％。次いで「旅館」が23.8％   
→訪日外国人全体では「ホテル」が77 8％、「旅館」は22 8％ →訪日外国人全体では「ホテル」が77.8％、「旅館」は22.8％

日本食を食べることの期待以上の満足度は69.9％と高い（全体は50.1％） 
旅館に宿泊の期待以上の満足度は65.2％と高い（全体は44.0％） 
自然・景勝地観光の期待以上の満足度も75.8％と高い（全体は59.8％） 
旅行全体の満足度は大変満足が69.4％と16区分中、米国に次いで高く、満足
の27 4％を加えると96 8％が満足以上と回答しているの27.4％を加えると96.8％が満足以上と回答している。

  →全体は大変満足が33.7％、満足が49.2％ 
再訪問意向は必ず来たいが58.1％と高い。再訪問意向は必ず来たいが58 と高い。

  →全体は必ず来たいが47.1％。 
 
※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです。

※具体的な15地域は「韓国」「中国」「中国（台湾）」「中国（香港）」「タイ」「シンガポール」「マレーシア」「インド」「英国」「ドイツ」「フランス」「ロシア」「米
国」「カナダ」「オーストラリア」となっています。 
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３．訪日旅行の実態【英国】（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

ほとんどが個人旅行、パッケージツアー比率3.4％。 
ボリ ムゾ ンは男性が20歳代から40歳代 女性は20歳代ボリュームゾーンは男性が20歳代から40歳代、女性は20歳代。

滞在日数は4～6日間が最も多く約4割の40.5％。7～13日間は3分の1の33.3％ 
日本への訪問回数は1回目というのが最も多く45.2％でリピーターが半数を超えて本 訪問回数 回目 う 最も多く 5 リ タ 半数を超
いる。 
同行者は「自分ひとり」というのが59.5％と高いのが特長。 
旅行目的は「観光 レジ が39 3％と最も多い 次いで 「商談などビジネス が旅行目的は「観光・レジャー」が39.3％と最も多い。次いで、「商談などビジネス」が

34.5％。 
 →訪日外国人全体では「観光・レジャー」は58.1％と最も多く、「商談などビジネス」訪 国 体 観光 」 最 多 、 商談 」

は16.2％。 
 
※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです。

※具体的な15地域は「韓国」「中国」「中国（台湾）」「中国（香港）」「タイ」「シンガポール」「マレーシア」「インド」「英国」「ドイツ」「フランス」「ロシア」「米国」「カ
ナダ」「オーストラリア」となっています。 
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３．訪日旅行の実態【英国】（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

利用した宿泊施設は、「ホテル」が79.7％。次いで「旅館」が15.5％   
→訪日外国人全体では「ホテル」が77 8％、「旅館」は22 8％ →訪日外国人全体では「ホテル」が77.8％、「旅館」は22.8％

日本食を食べることの期待以上の満足度は65.2％と高い（全体は50.1％） 
自然・景勝地観光の期待以上の満足度も82.6％と大変高い（全体は59.8％） 
旅行全体の満足度は大変満足が46.8％と高く、満足の46.8％を加えると93.6
％が満足以上と回答している。 

全体は大変満足が33 7％ 満足が49 2％  →全体は大変満足が33.7％、満足が49.2％ 
再訪問意向は必ず来たいが63.8％と16区分中ロシアに次いで高い。 

  →全体は必ず来たいが47.1％。全体は必ず来たいが 。

 
※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです。 

※具体的な15地域は「韓国」「中国」「中国（台湾）」「中国（香港）」「タイ」「シンガポール」「マレーシア」「インド」「英国」「ドイツ」「フランス」「ロシア」「米
国」「カナダ」「オ ストラリア」とな ています国」「カナダ」「オーストラリア」となっています。
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３．韓国人訪日旅行の実態（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

パッケージツアー比率は31.9％。 
3分の2以上は個人旅行で訪日している →3分の2以上は個人旅行で訪日している。 

ボリュームゾーンは男性30歳代、女性は20歳代 
滞在日数は4～6日間が最も多く、51.1％、次いで多いのは3日以内で31.5％ 滞在 数 6 間 最も多く、5 、次 多 3 以内 3 5

 （16区分中3日以内の比率が最も高い） 
 →6日間いないで8割を超える。 

日本への訪問回数は1回目というのが最も多く、約3分の1の33.9％ 
 →2回目以上というリピーターは既に3分の2を占めている。 

同行者の傾向としての特徴は「友人」が24 5％と最も多い 次いで「職場の同同行者の傾向としての特徴は「友人」が24.5％と最も多い、次いで「職場の同
僚」が23.0％、「自分ひとり」も21.6％と近隣アジアの中では最も高い。 

 →全体では「友人」は19.4％、「職場の同僚」は19.2％ 
  
※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです。 
※具体的な15地域は「韓国」「中国」「中国（台湾）」「中国（香港）」「タイ」「シンガポール」「マレーシア」「インド」「英国」「ドイツ」「フランス」「ロシア」「米

国」「カナダ」「オーストラリア」となっています
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国」「カナダ」「オ ストラリア」となっています。



３．韓国人訪日旅行の実態（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

旅行目的で多いのは「観光・レジャー」で60.6％。

 →訪日外国人全体では「観光・レジャー」は58.1％。 
利用した宿泊施設は、「ホテル」はほぼ平均値の81.3％。「旅館」は平均より低
い8 7％い8.7％。 

 →訪日外国人全体で「旅館」は22.8％。 
訪日旅行全体の満足度をみると、「大変満足」が13 2％と16区分中最も低く、訪日旅行全体の満足度をみると、 大変満足」が13.2％と16区分中最も低く、
逆に「やや満足」が17.3％、「普通」が11.9％、「やや不満」が2.6％と16区分中
最も高くなっている。 

訪日外国人全体では「大変満足」が33 7％ 「やや満足」が9 9％ 「普通」が →訪日外国人全体では「大変満足」が33.7％、「やや満足」が9.9％、「普通」が   
   5.4％、「やや不満」が1.2％。 

再訪問意向は必ず来たいが32 0％と16区分中最も低い。（総じて一番辛口の再訪問意向は必ず来たいが32.0％と16区分中最も低い。（総じて 番辛口の
評価になっている。） 
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３．訪日中国人旅行の実態（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

進展著しい個人旅行化 パッケージツアー比率５６．９％。 
１６区分※別の中では 最もパッケ ジ比率は高い →１６区分 別の中では、最もパッケージ比率は高い。

ボリュームゾーンは男性30歳代、女性は20歳代 
 →これは、訪日外国人全体の平均値とほぼ同様れ 、訪 外国人 体 平均値 同様

滞在日数は４～6日間が最も多く、3分の２の６６．６％ 
 →訪日外国人全体で見ると４～6日間は約半数の４９．７％ 

日本への訪問回数は1回目というのが最も多く、約3分の２の６７．６％ 
 →１６区分※別の中では、最も高い 

訪日外国人全体でみると１回目は 半数を切る４２ ５％ →訪日外国人全体でみると１回目は、半数を切る４２．５％

同行者の傾向としての特徴は「職場の同僚」というのが３８．０％と最も多い。 
 →訪日外国人全体では、「職場の同僚」は２０．３％

 
※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです。 
※具体的な15地域は「韓国」「中国」「中国（台湾）」「中国（香港）」「タイ」「シンガポール」「マレーシア」「インド」「英国」「ドイツ」「フランス」「ロシア」「米

国 「カナダ 「オ ストラリア とな ています
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国」「カナダ」「オーストラリア」となっています。



３．訪日中国人旅行の実態（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

旅行目的の特徴は「商談などその他ビジネス」が１８．４％と全体より多いこと 
 →訪日外国人全体では１５．９％

利用した宿泊施設は、ホテルはほぼ平均値の８０．６％。旅館は平均より高く、
３１．６％が利用しているのが特徴 

訪日外国人全体では２２ ５％ →訪日外国人全体では２２．５％

日本旅館の宿泊について期待以上の満足度は５９．５％と高い 
（全体は４４．０％）  （全体は４４．０％）

温泉入浴の期待以上の満足度も６９．０％と高い（全体は５６．６％） 
ショッピングの期待以上の満足度も６５．４％と高い（全体は４３．９％） 
日本訪問中の買物代は最も高く10万円を超える。（平均は5万円弱） 
買い物の人気は、ビデオカメラ、パソコン、化粧品など 
旅行全体の満足度は大変満足が１６ ８％ 満足が５９ ８％旅行全体の満足度は大変満足が１６．８％。満足が５９．８％

  （全体は大変満足が３３．７％、満足が４９．２％） 
再訪問意向は必ず来たいが３９ ３％ 来たいが４３ ３％
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再訪問意向は必ず来たいが３９．３％、来たいが４３．３％

  （全体は必ず来たいが４７．１％、来たいが４０．４％） 
 



３．訪日旅行の実態【台湾】（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

地方発着のチャーター便などを利用したパッケージツアーが多く、パッケージ
ツアー比率は69 2％と16区分

※

中最も高いツア 比率は69.2％と16区分 中最も高い。 
ボリュームゾーンは男性30歳代、女性も30歳代 
滞在日数は4～6日間が最も多く、76.0％、次いで多いのは7～13日以内で

15.9％ 
 →比較的近距離でありながら、旅行日数は長いのが特徴。 

日本への訪問回数は1回目というのが最も多く 約4分の1の24 4％日本への訪問回数は1回目というのが最も多く、約4分の1の24.4％

 →2回目以上というリピーターは既に4分の3を占めている割にパッケージツ 
  アー比率が他の区分に比べて高い。分 高 。

同行者の傾向としての特徴は「家族・親族」が32.3％と最も多いのが特長。 
 →全体では「家族・親族」は21.5％  
  
※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです。 
※具体的な15地域は「韓国」「中国」「中国（台湾）」「中国（香港）」「タイ」「シンガポール」「マレーシア」「インド」「英国」「ドイツ」「フランス」「ロシア」「米

国」「カナダ」「オーストラリア」となっています。
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３．訪日旅行の実態【台湾】（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

旅行目的で圧倒的に多いのは「観光・レジャー」で85.7％。

 →訪日外国人全体では「観光・レジャー」は58.1％。 
利用した宿泊施設は、ホテルはほぼ平均値の77.0％。旅館は平均よりとても 
高 が特徴 高いのが特徴（40.2％）

 →訪日外国人全体で旅館利用は22.5％ 
訪日旅行全体の満足度をみると 「大変満足」が16 3％と低い しかし 「やや訪日旅行全体の満足度をみると、「大変満足」が16.3％と低い、しかし、「やや 

 不満」は0.7％、「不満」は0.2％と多くない。「満足」の比率が65.0％高い。 
 →訪日外国人全体では「大変満足」が33.7％、「満足」は49.2％、「やや不満」 
   が1.2％、「不満」が0.3％。 

再訪問意向は「必ず来たい」が44.4％、「来たい」が47.5％と足すと91.9％と高 
 い値となっている。

 →全体では「必ず来たい」が47.1％、「来たい」が40.4％ 
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３．訪日旅行の実態【香港】（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

パッケージツアー比率は48.8％ 
半数以上は個人旅行 →半数以上は個人旅行。

ボリュームゾーンは男性30歳代、女性も30歳代、次いで男性、女性共に20歳
代、女性は20歳未満も多い。 
滞在日数は4～6日間が最も多く、76.4％、次いで多いのは7～13日以内で

15.１％ 
比較的近距離で個人旅行が進んでいるが 旅行日数は長いのが特徴 →比較的近距離で個人旅行が進んでいるが、旅行日数は長いのが特徴。

日本への訪問回数は1回目というのが最も多いが、23.4％と16区 分※

中最も
低い。 

 →2回目以上というリピーターは既に4分の3以上を占めている。 
同行者の傾向としての特徴は「家族・親族」が43.6％と最も多いのが特長。 

全体では「家族 親族 は21 5％ →全体では「家族・親族」は21.5％

  
※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです。 

具体的な 地域 「韓 「中 「中 （台湾） 「中 （香港） 「タ 「 ガポ 「 「 ド 「英 「ド 「 「 「米
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※具体的な15地域は「韓国」「中国」「中国（台湾）」「中国（香港）」「タイ」「シンガポール」「マレーシア」「インド」「英国」「ドイツ」「フランス」「ロシア」「米
国」「カナダ」「オーストラリア」となっています。 



３．訪日旅行の実態【香港】（観光庁訪日外国人消費動向調査 2010年第1回調査より） 

旅行目的で圧倒的に多いのは「観光・レジャー」で87.7％。16区分
※

中最も高い。 
 →訪日外国人全体では「観光・レジャー」は58.1％。 

利用した宿泊施設は、「ホテル」は89.2％、「旅館」は24.0％と双方とも経験する 
旅 者が多 が特 旅行者が多いのが特長。

 →訪日外国人全体で「ホテル」は77.7％、「旅館」は22.5％ 
訪日旅行全体の満足度をみると 「大変満足」が22 6％と低い しかし 「満足」訪日旅行全体の満足度をみると、「大変満足」が22.6％と低い、しかし、「満足」 

 の比率が68.8％高い。 
 →訪日外国人全体では「大変満足」が33.7％、「満足」は49.2％。

再訪問意向は「必ず来たい」が58.1％、「来たい」が37.6％と足すと95.7％と大変 
 高い値となっている。 
 →全体では「必ず来たい」が47.1％、「来たい」が40.4％。

 
※16区分はインバウンドの最重点地域15か所とその他を合わせたものです。 
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※具体的な15地域は「韓国」「中国」「中国（台湾）」「中国（香港）」「タイ」「シンガポール」「マレーシア」「インド」「英国」「ドイツ」「フランス」「ロシア」「米国」 
  「カナダ」「オーストラリア」となっています。 
 


