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【トピックス】

ASEAN6カ国の詳細分析



【外客数】 タイ急増でASEAN6ヵ国訪日客が年間100万人突破

平成25年は訪日外客数全体が初めて1000万人を突破した。ASEAN6カ国（タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フ
ィリピン、ベトナム）からの訪日外客数については、100万人を超えた。タイは東日本大震災前の平成22年と比較して約2倍、
前年比で74％増で、ASEAN6カ国の中で特に訪日外客数の増加が著しい。【図表１】

タイ・シンガポール・マレーシアの3カ国の旅行消費額注1も増加傾向にある。 【図表２ 】

そこで、今回のトピックス分析では平成25年におけるASEAN6カ国の客層や買物動向について詳細分析を行う。

図表１．ASEAN6カ国の訪日外客数の推移注1 図表２．ASEAN3カ国の旅行消費額注2

注1）平成25年の外客数は1～10月は暫定値、11～12月は推計値を用いている。データ出所：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
注2）旅行消費額には、パッケージ参加費に含まれる日本国内に支払われる宿泊費や国際旅客運賃等を含む。平成25年は速報値。

（人） （億円）
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【客層】 フィリピンは親族・知人訪問、ベトナムは業務が多い

来訪目的別では、「観光・レジャー」はシンガポールで多い。「業務」はベトナムで7割弱と多いほか、インドネシアでも6割と
多い。フィリピンでは「親族・知人訪問」が2割超と他の国籍に比べ多い。【図表３】

滞在日数はタイで「4～6日間」、シンガポールやマレーシアでは「7～13日間」が多い。インドネシアやフィリピン、ベトナムで
は平均滞在日数の長い「業務」目的や「親族・知人訪問」目的の来訪者の比率が多く、「14日以上」が多い。【図表３】

図表３．ASEAN6カ国の訪日外国人の客層

【来訪目的】 【目的別滞在日数の平均】【滞在日数】

３日間以内 ４～６日間 ７～１３日間 １４日以上

注1）上記の数値は全て平成25年1‐3月期、4‐6月期、7‐9月期、10‐12月期の回答を単純集計したもの。（訪日外客数によるウェイトバック処理は施していない）

国籍／目的
観光・

レジャー
業務 その他 全体

タイ 7.0 16.1 20.5 11.6

シンガポール 8.2 6.4 18.4 8.8

マレーシア 8.0 17.6 29.8 14.5

インドネシア 8.3 27.2 55.5 28.2

フィリピン 14.0 34.5 52.7 35.8

ベトナム 6.3 21.8 42.0 24.1

単位：日
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【客層】 マレーシアとベトナムは初来日者が約半数を占める

国籍別に性年代の分布をみると、タイでは「30代以下女性」が3割超、マレーシアでは「40代男性」が3割弱、インドネシアで
は「30代以下男性」が5割と高い。【図表４】

訪日回数は、マレーシアやベトナムで「1回目」の比率が約半数と他の国籍に比べ高い。 【図表４】

図表４．ASEAN6カ国の訪日外国人の客層

【旅行形態】【訪日回数】【性年代】

注1）上記の数値は全て平成25年1‐3月期、4‐6月期、7‐9月期、10‐12月期の回答を単純集計したもの。（訪日外客数によるウェイトバック処理は施していない）
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【訪問地】 タイ・シンガポール・マレーシアでは北海道が人気

国籍別に都道府県別訪問率を比較すると、タイ・シンガポール・マレーシアのいずれの国も東京都が最も高く、次いで大阪
府が高い。また、北海道の訪問率も高く、いずれの国も訪問率は上位５位に含まれている。 【図表５】

順位 訪問地 訪問率

1位 東京都 56.3%
2位 大阪府 28.8%
3位 京都府 18.2%
4位 山梨県 15.4%
5位 北海道 13.3%
6位 神奈川県 11.1%
7位 千葉県 10.7%
8位 愛知県 6.5%
9位 栃木県 6.4%
10位 奈良県 6.2%

順位 訪問地 訪問率

1位 東京都 67.1%
2位 大阪府 18.1%
3位 北海道 18.0%
4位 京都府 16.1%
5位 千葉県 14.4%
6位 神奈川県 13.0%
7位 山梨県 12.1%
8位 愛知県 5.3%
9位 長野県 4.8%
10位 福岡県 4.1%

順位 訪問地 訪問率

1位 東京都 58.4%
2位 大阪府 27.2%
3位 千葉県 23.2%
4位 京都府 19.2%
5位 北海道 16.1%
6位 山梨県 11.6%
7位 神奈川県 11.3%
8位 愛知県 6.9%
9位 福岡県 4.5%
10位 静岡県 4.4%

【タイ】 【シンガポール】 【マレーシア】

図表５．都道府県別訪問率

注1）上記の数値は全て訪日外客数によるウェイトバック処理を行っている。平成25年の訪日外客数のうち11月、12月は推計値を用いている。データ出所：日本政府観光局（JNTO）
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【訪問地】 インドネシア・フィリピン・ベトナムでは3都府訪問

国籍別に都道府県別訪問率を比較すると、インドネシア・フィリピン・ベトナムはいずれの国も訪問率の上位が東京都・大
阪府・京都府となっている。 【図表６】

順位 訪問地 訪問率

1位 東京都 54.1%
2位 大阪府 26.4%
3位 京都府 18.2%
4位 千葉県 17.0%
5位 愛知県 13.0%
6位 兵庫県 9.3%
7位 神奈川県 8.5%
8位 静岡県 8.2%
9位 福岡県 5.1%
10位 長野県 3.9%

順位 訪問地 訪問率

1位 東京都 37.8%
2位 大阪府 30.6%
3位 京都府 18.5%
4位 神奈川県 10.1%
5位 兵庫県 9.6%
6位 福岡県 9.6%
7位 千葉県 8.6%
8位 山梨県 6.7%
9位 広島県 5.9%
10位 愛知県 5.4%

順位 訪問地 訪問率

1位 東京都 72.4%
2位 大阪府 26.3%
3位 京都府 23.7%
4位 山梨県 18.1%
5位 神奈川県 15.2%
6位 愛知県 10.3%
7位 千葉県 9.7%
8位 兵庫県 7.4%
9位 茨城県 6.4%
10位 奈良県 3.8%

図表６．都道府県別訪問率

【インドネシア】 【フィリピン】 【ベトナム】

注1）本ページの集計では平成25年4‐6月期、7‐9月期、10‐12月期の都道府県別訪問率に対し、四半期別訪日外客数によるウェイトバック処理を行っている。平成25年の訪日外客数の
うち11月、12月は推計値を用いている。データ出所：日本政府観光局（JNTO）
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【買物支出】 買物代はベトナムで8万円と高い

図表７．費目別購入率および購入者単価
【菓子類】 【その他食料品・飲料・酒・たばこ】

買物代の購入者単価は、ベトナムで8.0万円と高く、次いでタイ（6.2万円）となっている。 【図表７】

国籍別に費目別購入率と購入者単価を比較すると、「菓子類」はタイ、「その他食料品・飲料・酒・たばこ」はシンガポールや
インドネシアで購入率が高い。 【図表７】

【費目別購入率】

【購入者単価】

【費目別購入率】

【購入者単価】単位：万円 単位：万円

注1）上記の数値は全て平成25年1‐3月期、4‐6月期、7‐9月期、10‐12月期の回答を単純集計したもの。（訪日外客数によるウェイトバック処理は施していない）

【買物代】

【購入率】

【購入者単価】 単位：万円



「カメラ・ビデオカメラ・時計」、「電気製品」は購入率・購入者単価ともにベトナムの高さが目立つほか、「化粧品・医薬品など」
はタイやベトナムで購入率が高い。【図表８】

7

【買物支出】 ﾍﾞﾄﾅﾑのｶﾒﾗ・時計、電気製品、化粧品等の購入率高

図表８．費目別購入率および購入者単価

【電気製品】 【化粧品・医薬品・トイレタリー】

【購入者単価】 【購入者単価】単位：万円 単位：万円

【費目別購入率】 【費目別購入率】

注1）上記の数値は全て平成25年1‐3月期、4‐6月期、7‐9月期、10‐12月期の回答を単純集計したもの。（訪日外客数によるウェイトバック処理は施していない）

【カメラ・ビデオカメラ・時計】

【費目別購入率】

【購入者単価】 単位：万円
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【買物場所】 タイの買物場所は多様、家電量販店はベトナム多い

図表９．買物場所別の利用率 （複数回答）

【空港の免税店】 【百貨店・ﾃﾞﾊﾟｰﾄ】

【家電量販店】 【100円ショップ】

買物場所を国籍別に比較すると、「空港の免税店」や「百貨店・デパート」「100円ショップ」はいずれもタイの利用率が高い。
「家電量販店」はベトナムで37％と他のASEANの国に比べ利用率が高い。【図表９】

注1）上記の数値は全て平成25年1‐3月期、4‐6月期、7‐9月期、10‐12月期の回答を単純集計したもの。（訪日外客数によるウェイトバック処理は施していない）



ベ
ト
ナ
ム

日本滞在中の活動 比率 次回行いたい活動 比率
順位
変動

1位 日本食を食べること 96% 自然・景勝地観光 62%

2位 ショッピング 89% 繁華街の街歩き 62%

3位 自然・景勝地観光 74% ショッピング 62%

4位 繁華街の街歩き 74% 日本食を食べること 55%

5位 旅館に宿泊 48% 生活文化体験 52%

マ
レ
ー
シ
ア

日本滞在中の活動 比率 次回行いたい活動 比率
順位
変動

1位 日本食を食べること 96% 日本食を食べること 61%

2位 ショッピング 87% ショッピング 56%

3位 繁華街の街歩き 77% 自然・景勝地観光 44%

4位 自然・景勝地観光 58% 温泉入浴 44%

5位 ビジネス 41% 繁華街の街歩き 44%

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

日本滞在中の活動 比率 次回行いたい活動 比率
順位
変動

1位 日本食を食べること 98% 自然・景勝地観光 45%

2位 ショッピング 83% 日本食を食べること 44%

3位 繁華街の街歩き 75% 四季の体感 44%

4位 自然・景勝地観光 61% 温泉入浴 41%

5位 旅館に宿泊 46% 旅館に宿泊 39%

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

日本滞在中の活動 比率 次回行いたい活動 比率
順位
変動

1位 日本食を食べること 97% 日本食を食べること 53%

2位 ショッピング 88% ショッピング 49%

3位 繁華街の街歩き 69% 自然・景勝地観光 46%

4位 自然・景勝地観光 49% 繁華街の街歩き 38%

5位 ビジネス 44% ビジネス 35%
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【活動内容】 日本食を食べること・ショッピングの実施率が高い

注1）上記の数値は全て平成25年1‐3月期、4‐6月期、7‐9月期、10‐12月期の回答を単純集計したもの。（訪日外客数によるウェイトバック処理は施していない）

タ

イ

日本滞在中の活動 比率 次回行いたい活動 比率
順位
変動

1位 日本食を食べること 99% 日本食を食べること 54%

2位 ショッピング 79% ショッピング 50%

3位 繁華街の街歩き 61% 自然・景勝地観光 41%

4位 自然・景勝地観光 53% 四季の体感 36%

5位 温泉入浴 26% 温泉入浴 35%

フ
ィ
リ
ピ
ン

日本滞在中の活動 比率 次回行いたい活動 比率
順位
変動

1位 日本食を食べること 99% 日本食を食べること 78%

2位 ショッピング 83% 自然・景勝地観光 67%

3位 繁華街の街歩き 75% 繁華街の街歩き 66%

4位 自然・景勝地観光 64% ショッピング 65%

5位 生活文化体験 48% 生活文化体験 56%

今回実施した活動はいずれも「日本食を食べること」「ショッピング」が多い。また、全ての国籍で今回実施した活動のラン
キングと、次回実施したい活動のランキングを比べると「自然・景勝地観光」の順位が上がっている。【図表１０】

図表１０．今回の日本滞在中に実施した活動と次回実施したい活動 （複数回答）



平成25年7月1日以降、東南アジア各国に対してビザ発給要件が緩和され、タイ・マレーシアでは短期滞在ビザが免除された。

ビザ免除前後（平成24年7-12月期、平成25年7-12月期）を比較すると、タイでは訪日外客数と１人当たり旅行中支出額がとも
に増加。マレーシアでは１人当たり旅行中支出額は減少したが、訪日外客数の増加で消費額は増加した。【図表１１】

次ページ以降では、タイとマレーシアにおけるビザ免除前後の客層の変化を分析する。

タ
イ
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【ビザ免除後の状況】 タイ・マレーシアとも外客数・消費額増大

マ
レ
ー
シ
ア

旅行中支出額（単位：円/人） 訪日外客数（単位：人） 旅行消費額（単位：億円）

旅行中支出額（単位：円/人） 訪日外客数（単位：人） 旅行消費額（単位：億円）

注1）消費額は「旅行中支出額」に「訪日外客数」を乗じて算出したもので、「旅行前支出」に含まれる国内収入分は含まれていない。
注2）平成25年の訪日外客数は7～10月は暫定値、11～12月は推計値を用いている。データ出所：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

図表１１．ビザ免除前後の１人当たり旅行中支出額、訪日外客数、旅行消費額 【タイ・マレーシア】
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【ビザ免除後の状況】 タイでは訪日2～4回目のリピーター増加

訪日回数別構成比を訪日外客数に乗じて訪日回数別
外客数を試算したところ、タイでは「2～4回目」の人数の
伸びが目立つ。【図表１２】

来訪目的では「観光・レジャー」目的の比率が増加した。
滞在日数は「14日以上」の比率が減少し、平均滞在日
数も減少した。 【図表１３】

図表１２．ビザ免除前後の訪日回数別外客数 【タイ】

【来訪目的】

【訪日回数】

【訪日回数別外客数（実数及び前年同期比）】

外
客
数

（人）

【滞在日数】

注1）上記の数値は全て訪日外客数によるウェイトバック処理を行っている。平成25年の訪日外客数のうち11月、12月は推計値を用いている。データ出所：日本政府観光局（JNTO）

図表１３．ビザ免除前後の客層比較 【タイ】

平成24年
7‐12月期

平成25年
7‐12月期

全目的 15.3日 11.0日

観光 7.0日 7.4日

業務 20.3日 16.8日

その他 21.8日 19.3日

【平均滞在日数】



平成24年
7‐12月期

平成25年
7‐12月期

全目的 26.6日 13.4日

観光 8.1日 8.2日

業務 21.2日 17.1日

その他 67.4日 26.2日
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【ビザ免除後の状況】 マレーシアでは初来日者が増加

来訪回数別構成比を訪日外客数に乗じて訪日回数別
外客数を試算したところ、マレーシアでは「1回目」と「10
回目以上」の人数の伸びが目立つ。 【図表１４】

来訪目的では「観光・レジャー」目的の比率が増加した。
滞在日数は「14日以上」の比率が減少し、平均滞在日
数も減少した。【図表１５】

図表１４．ビザ免除前後の訪日回数別外客数 【マレーシア】

外
客
数

（人）

【訪日回数】

【訪日回数別外客数（実数及び前年同期比）】

注1）上記の数値は全て訪日外客数によるウェイトバック処理を行っている。平成25年の訪日外客数のうち11月、12月は推計値を用いている。データ出所：日本政府観光局（JNTO）

【来訪目的】

図表１５．ビザ免除前後の客層比較 【マレーシア】

【滞在日数】 【平均滞在日数】
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