
平成26年6月30日

観光庁観光戦略課調査室

訪日外国人消費動向調査（平成26年1-3月期）

【トピックス分析】

１．日本滞在中にあると便利な情報とは？
～「無料Wi-Fi」は「交通手段」を上回る選択率の高さ
～東アジアは「無料Wi-Fi」、東南アジア・欧米豪では「交通手段」が重要

２．観光客の訪日前の期待と実際の行動
～観光客は日本食への期待大、アジアではショッピングも
～ 「日本の酒」は欧米豪で期待が大きく、満足率も高い
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１．日本滞在中にあると便利な情報とは？

～「無料Wi-Fi」は「交通手段」を上回る選択率の高さ

～東アジアは「無料Wi-Fi」、東南アジア・欧米豪では「交通手段」が重要
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【滞在中にあると便利な情報】 無料Ｗｉ-Ｆｉと交通手段が多い

平成26年1-3月期調査より、設問Ｊ3（日本滞在中にあると便利な情
報）の選択肢を拡充した。今回のトピックス分析では、新たに追加し
た選択肢（右図赤字部分）を中心に詳細分析を行う。

日本滞在中にあると便利な情報で回答割合の高い選択肢は「無料
Wi-Fi」と「交通手段」であり、それぞれ4割超を占める。「観光・レジャ
ー」目的の訪日客（以下、観光客）では「無料Wi-Fi」、「業務」目的の
訪日客（以下、ビジネス客）では「交通手段」が も高い。

図表1．日本滞在中にあると便利な情報注（来訪目的別、複数回答） 【平成26年1-3月期】

◆回答者全体 ◆業務目的◆観光・レジャー目的

注）グラフの数値は、国籍・地域別のJNTO訪日外客数（一部推計値を含む）によるウェイトバック処理を施して算出している。
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【国籍エリア別】 東アジアは無料Wi-Fi、他は交通手段が重要

訪日外国人の国籍・地域のエリア別に、日本滞在中にあると便利な情報の回答をみると、東アジアでは「無料Wi-Fi」、東
南アジアや欧米、オーストラリアでは「交通手段」の割合が も高くなっている。「無料Wi-Fi」「交通手段」以外の選択肢を
みると、東アジアでは「宿泊施設」、東南アジアや欧米、オーストラリアでは「飲食店」の割合が高い。

【東アジア】

1位 無料Wi‐Fi 50.9%

2位 交通手段 39.9%

3位 宿泊施設 25.9%

4位 飲食店 24.2%

5位 買物場所 22.8%

6位 観光施設 19.7%

7位 土産物 10.2%

8位 イベント 7.9%

9位 ATM 4.8%

10位 両替所 3.6%

【東南アジア】

1位 交通手段 50.3%

2位 無料Wi‐Fi 43.7%

3位 飲食店 30.3%

4位 観光施設 26.0%

5位 買物場所 25.8%

6位 宿泊施設 25.8%

7位 土産物 16.4%

8位 イベント 10.6%

9位 両替所 10.0%

10位 ATM 6.8%

【欧米】

1位 交通手段 55.6%

2位 飲食店 43.7%

3位 無料Wi‐Fi 34.7%

4位 ATM 16.1%

5位 宿泊施設 15.4%

6位 観光施設 14.7%

7位 買物場所 13.3%

8位 イベント 8.5%

9位 土産物 7.6%

10位 両替所 7.5%

【オーストラリア（豪州）】

1位 交通手段 56.9%

2位 無料Wi‐Fi 54.9%

3位 飲食店 52.9%

4位 ATM 44.1%

5位 宿泊施設 25.5%

6位 観光施設 19.6%

7位 買物場所 16.7%

8位 両替所 9.8%

9位 イベント 8.8%

10位
現地ツアー／
土産物 6.9%

－ 特になし 16.0% － 特になし 8.7% － 特になし 14.8% － 特になし 9.8%

注1） 「東アジア」には韓国・台湾・中国・香港、「東南アジア」にはタイ・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、「欧米」には英国・ドイツ・フランス・米国・
カナダが含まれる。

注2）上記ランキングの数値は、国籍・地域別のJNTO訪日外客数（一部推計値を含む）によるウェイトバック処理を施して算出している。

図表8．国籍エリア別注1にみる日本滞在中にあると便利な情報ランキング注2 【平成26年1-3月期】
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【東アジア】 観光客や業務初来訪客で無料Wi-Fiが5割超

東アジアの観光客では「無料Wi-Fi」の選択率が5割超と高く、訪日リピーターや個人客では「交通手段」の割合も高い。

ビジネス客では初来訪客で「無料Wi-Fi」「買物場所」の選択率が高いほか、7日間以上滞在者で「買物場所」選択率が高い。

順位 あると便利な情報 選択率（％）

1 無料Wi‐Fi 53.4

2 交通手段 40.5

3 宿泊施設 28.5

4 飲食店 25.1

5 買物場所 24.6

順位 あると便利な情報 選択率（％）

1 無料Wi‐Fi 43.4

2 交通手段 37.7

3 買物場所 26.7

4 飲食店 25.3

5 宿泊施設 22.0

観
光
客

ビ
ジ
ネ
ス
客

【ランキング】 【訪日回数】 【旅行形態】

【ランキング】 【訪日回数】 【滞在日数】

図表9．来訪目的別にみる日本滞在中にあると便利な情報注1 （東アジア注2） 【平成26年1-3月期】

注1）上記の数値はサンプル集計値である（国籍・地域別の訪日外客数（JNTO）によるウェイトバック処理を施していない）。
注2） 「東アジア」には韓国・台湾・中国・香港が含まれる。
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【東南アジア】 個人観光客が交通手段や飲食店情報を求める

順位 あると便利な情報 選択率（％）

1 交通手段 52.5

2 無料Wi‐Fi 47.8

3 飲食店 31.6

4 観光施設 29.6

5 買物場所 27.3

順位 あると便利な情報 選択率（％）

1 交通手段 52.5

2 無料Wi‐Fi 38.0

3 飲食店 33.0

4 買物場所 27.1

5 宿泊施設 26.2

【ランキング】

【ランキング】

【訪日回数】 【旅行形態】

【訪日回数】 【滞在日数】

図表10．来訪目的別にみる日本滞在中にあると便利な情報注1 （東南アジア注2） 【平成26年1-3月期】

注1）上記の数値はサンプル集計値である（国籍・地域別の訪日外客数（JNTO）によるウェイトバック処理を施していない）。
注2） 「東南アジア」にはタイ・シンガポール・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナムが含まれる。

東南アジアでは、観光客、ビジネス客ともに「交通手段」の選択率が5割超と高く、特に個人観光客では6割と高い。

個人観光客では、「飲食店」の選択率が団体観光客に比べ高い傾向がみられる。
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【欧米】 観光初来訪客の7割超が交通手段の情報を求める

順位 あると便利な情報 選択率（％）

1 交通手段 66.4

2 無料Wi‐Fi 48.8

3 飲食店 48.4

4 観光施設 22.1

5 宿泊施設 18.4

5 ATM 18.4

順位 あると便利な情報 選択率（％）

1 交通手段 55.0

2 飲食店 41.2

3 無料Wi‐Fi 28.4

4 宿泊施設 12.6

5 買物場所 12.2

【ランキング】

【ランキング】

【訪日回数】 【旅行形態】

【訪日回数】 【滞在日数】

図表11．来訪目的別にみる日本滞在中にあると便利な情報注1 （欧米注2） 【平成26年1-3月期】

注1）上記の数値はサンプル集計値である（国籍・地域別の訪日外客数（JNTO）によるウェイトバック処理を施していない）。
注2） 「欧米」には英国・ドイツ・フランス・米国・カナダが含まれる。

観
光
客

欧米の観光客では「交通手段」の選択率が6割超と高く、特に「初めて」訪日した人で7割超と高くなっている。

「初めて」訪日した観光客では、「2回目以上」の人に比べて「無料Wi-Fi」の選択率が高い。
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【豪州】 観光初来訪客の7割超がWi-Fiや交通手段情報求める

順位 あると便利な情報 選択率（％）

1 無料Wi‐Fi 64.0

2 交通手段 60.0

3 飲食店 58.7

4 ATM 52.0

5 宿泊施設 25.3

順位 あると便利な情報 選択率（％）

1 無料Wi‐Fi 74.1

2 飲食店 66.7

3 交通手段 64.8

4 ATM 51.9

5 宿泊施設 27.8 

【ランキング】

【ランキング】

【訪日回数】 【旅行形態】

【訪日回数】 （参考）
観光客のスキー・スノーボード実施率

図表12．来訪目的別にみる日本滞在中にあると便利な情報 （オーストラリア） 【平成26年1-3月期】

注）オーストラリア訪日客には業務目的の来訪者が極めて少ないことから、今期のオーストラリア訪日客の７割超を占めるスキー・スノーボード客を取り上げた。

オーストラリアの観光客では、6割以上が「無料Wi-Fi」「交通手段」を選択しており、初来訪者では7割を超える。

「スキー・スノーボード」客含め、観光初来訪客では「宿泊施設」の選択率が「2回目以上」に比べて高い。



◆年代別にみる「無料Wi-Fi」選択率（全国籍・地域注2および一部の国籍・地域別）
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【無料Wi-Fi】 若い年代に高いニーズ、香港では40～50代も

日本滞在中にあると便利な情報で、「無料Wi-Fi」の選択率が も高い国籍・地域は「香港」であり、6割を超える。

一般に年代が高いほど「無料Wi-Fi」の選択率が低くなる傾向がみられるが、香港の場合には40～50代の同選択率も20～
30代と同様に6割超と高いため、香港全体での同選択率が他の国籍・地域に比べて高い結果となっている。

順
位

国籍・地域
「無料Wi‐Fi」

選択率

1 香港 （n=241） 65.6%

2 台湾 （n=861） 58.8%

3 オーストラリア （n=102） 54.9%

4 タイ （n=142） 49.3%

5 中国 （n=1,391） 48.5%

順
位

国籍・地域
「無料Wi‐Fi」

選択率

1 英国 （n=36） 72.2%

2 香港 （n=215） 67.4%

3 オーストラリア （n=75） 64.0%

4 台湾 （n=728） 58.9%

5 タイ （n=79） 53.2%

図表2．日本滞在中にあると便利な情報 「無料Wi-Fi」選択率 【平成26年1-3月期】

●全国籍・地域

◆国籍・地域ランキング注1 （全目的）

◆国籍・地域ランキング注1 （観光・レジャー）

注1）サンプル数の少ない国籍・地域（全目的はベトナム、観光・レジャーはフィリピン、ベトナム、インド、ドイツ、ロシア）は集計対象から除外している。
注2）国籍・地域別の訪日外客数（JNTO）によるウェイトバック処理を施していない。

●台湾

●香港

●中国
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【祈祷室】 マレーシアなどのビジネス客で情報ニーズ高い

日本滞在中にあると便利な情報で、「祈祷室」の選択率が高い国籍・地域は「インドネシア」「マレーシア」である。

「祈祷室」の選択率を客層別にみると、マレーシアでは観光客に比べてビジネス客の方が選択率が高いことがわかる
（インドネシアでも同様の傾向がみられるが、サンプル数が少ないため統計的な有意差はみられない）。旅行形態別
にみると、マレーシアでは「団体旅行」に比べて「個人旅行」の方が高い。

順
位

国籍・地域
「祈祷室」
選択率

1 インドネシア （n=133） 25.6%

2 マレーシア （n=170） 12.4%

3 フィリピン （n=50） 4.0%

4 フランス （n=92） 1.1%

5 オーストラリア （n=102） 1.0%

順
位

国籍・地域
「祈祷室」
選択率

1 インドネシア （n=28） 17.9%

2 マレーシア （n=114） 6.1%

3 オーストラリア （n=75） 1.3%

4 中国 （n=691） 0.7%

5 香港 （n=215） 0.5%

◆国籍・地域ランキング注1 （全目的）

◆国籍・地域ランキング注1 （観光・レジャー）

◆客層別にみる「祈祷室」の選択率

図表3．日本滞在中にあると便利な情報 「祈祷室」選択率 【平成26年1-3月期】

【インドネシア】

●来訪目的

●訪日回数

●旅行形態注2

【マレーシア】

●来訪目的

●訪日回数

●旅行形態注2

注1）サンプル数の少ない国籍・地域（全目的はベトナム、観光・レジャーはフィリピン、ベトナム、インド、ドイツ、ロシア）は集計対象から除外している。
注2）「団体旅行」は団体ツアー参加者、「個人旅行」は個人旅行向けパッケージ商品利用者及び個別手配者を指す。
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【ＡＴＭ】 長期滞在の多い豪州や欧米客で情報ニーズが高い

日本滞在中にあると便利な情報で、「ＡＴＭ」の選択率が も高い国籍・地域は「オーストラリア」であり、4割を超えている。
観光客に絞ると5割超が「ＡＴＭ」の情報を求めていることがわかる。

観光客では、平均泊数の高い国籍・地域で「ＡＴＭ」の選択率が高い傾向がみられるが、「米国」と「オーストラリア」につい
ては平均泊数が同水準の国籍・地域に比べて「ＡＴＭ」の選択率が高くなっている。

図表4．日本滞在中にあると便利な情報 「ＡＴＭ」選択率 【平成26年1-3月期】

順
位

国籍・地域
「ＡＴＭ」
選択率

1 オーストラリア （n=102） 44.1%

2 フランス （n=92） 20.7%

3 米国 （n=270） 18.1%

4 カナダ （n=172） 14.0%

5 英国 （n=148） 10.8%

順
位

国籍・地域
「ＡＴＭ」
選択率

1 オーストラリア （n=75） 52.0%

2 米国 （n=62） 29.0%

3 フランス （n=28） 21.4%

4 カナダ （n=68） 16.2%

5 英国 （n=36） 13.9%

◆観光客の「ＡＴＭ」選択率と平均泊数の関係注

注）サンプル数の少ない国籍・地域（全目的はベトナム、観光・レジャーはフィリピン、ベトナム、インド、ドイツ、ロシア）は集計対象から除外している。

◆国籍・地域ランキング注 （全目的）

◆国籍・地域ランキング注 （観光・レジャー）
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【両替所】 インドネシアなど東南アジアで情報ニーズが高い

「両替所」の選択率が高い国籍・地域では、「インドネシア」「フィリピン」「タイ」が上位にあがっている。

実際に両替所を利用した人の割合（設問G2）を国籍・地域別にみると、「空港の両替所」は「米国」や「ドイツ」での利用率が
高く、「インドネシア」「タイ」はこれらの国籍・地域に次いで利用率が高い。「その他両替所」では「タイ」の利用率が高い。

図表5．日本滞在中にあると便利な情報
「両替所」選択率 【平成26年1-3月期】

順
位

国籍・地域
「両替所」
選択率

1 インドネシア （n=133） 15.0%

2 フィリピン （n=50） 14.0%

3 タイ （n=142） 11.3%

4 オーストラリア （n=102） 9.8%

5 米国 （n=270） 9.6%

順
位

国籍・地域
「両替所」
選択率

1 インドネシア （n=28） 14.3%

2 タイ （n=79） 12.7%

3 シンガポール （n=62） 9.7%

4 米国 （n=62） 8.1%

5 オーストラリア （n=75） 8.0%

図表6．日本滞在中における両替所の利用率注（観光・レジャー、国籍・地域別）
【平成26年1-3月期】

◆国籍・地域ランキング注 （全目的）

◆国籍・地域ランキング注 （観光・レジャー）

●空港の両替所 ●その他両替所

注）サンプル数の少ない国籍・地域（全目的はベトナム、観光・レジャーはフィリピン、ベトナム、インド、ドイツ、ロシア）は集計対象から除外している。
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【宅配便】 留学など長期滞在客での情報ニーズが高い

「宅配便」の選択率は、サンプル数の少ない「ベトナム」をのぞき、いずれの
国籍・地域においても5％を下回っている。

客層別にみると、「留学（１年未満注2）」目的の訪日客で12.4％と高く、観光
客では1.8％と低い。また、「91日以上1年未満注2」の長期滞在客で13.7％と
高くなっている。

図表7．日本滞在中にあると便利な情報
「宅配便」選択率 【平成26年1-3月期】

◆客層別にみる「宅配便」の選択率（全国籍・地域のサンプル集計値注1）

●来訪目的 ●滞在期間注3

注1）国籍・地域別の訪日外客数（JNTO）によるウェイトバック処理を施していない。
注2）本調査では滞在期間が「1年未満」の訪日外国人を調査対象としている。

◆国籍・地域別にみる「宅配便」の選択率
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２．観光客の訪日前の期待と実際の行動

～観光客は日本食への期待大、アジアではショッピングも

～ 「日本の酒」は欧米豪で期待が大きく、満足率も高い
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【訪日前の期待】 観光客は日本食、ショッピングへの期待大

平成26年1-3月期調査より、設問Ｊ5（日本滞在中の活動）において、「今回の
訪日前に期待していたこと（J5-1）」を尋ねる設問を新たに設定した。そこで
今回のトピックス分析では、 「観光・レジャー」を目的とする訪日客（以下、観
光客）の「訪日前の期待」についての詳細分析を行う。

観光客の訪日前の期待では「日本食を食べること」が74.1％と も高い。次
いで「ショッピング」が58.7％、「自然・景勝地観光」が48.3％と続く。

図表1．観光客が日本に来る前に期待していたこと注1 【平成26年1-3月期】

◆ も期待していたこと（単一回答）◆期待していたこと（複数回答）

注1） グラフの数値は、国籍・地域別のJNTO訪日外

客数（一部推計値を含む）によるウェイトバック処理
を施して算出している。
注2）右設問の選択肢のうち、「自然体験ツアー・農
漁村体験」については平成26年1‐3月期は調査を
実施していない。
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【訪日前の期待】 日本食はシンガポール・欧州で9割超が期待

訪日前に期待していたこととして「日本食を食べること」や「繁華街の街歩き」では、「欧州3カ国」や「カナダ」「米国」など
の欧米の国々が上位にある。

「ショッピング」を挙げた観光客の割合が も多い国籍・地域は「タイ」であり、上位5位までがアジアの国籍・地域である。

「自然・景勝地観光」は「中国」「米国」、「温泉入浴」は「中国」で6割前後と高い。

図表2．観光客が日本に来る前に期待していたことの上位5行動 国籍・地域別ランキング 【平成26年1-3月期】注

注１）観光客のサンプル数の少ないフィリピン、インドネシア、ベトナム、インド、ロシアは集計対象から除外している。また、「欧州3カ国」には英国、ドイツ、フランスが含まれる。
注２）「欧州3カ国」の数値は、国籍・地域別の訪日外客数（JNTO）によるウェイトバック処理は施していない。

日本食を食べること ショッピング 自然・景勝地観光 温泉入浴 繁華街の街歩き

全国籍・地域 74.1% 全国籍・地域 58.7% 全国籍・地域 48.3% 全国籍・地域 44.4% 全国籍・地域 38.3%

1位
シンガポール

（N=62）
91.9%

タイ
（N=77)

76.6%
中国

（N=696)
59.9％

中国
（N=696)

59.9%
カナダ
（N=66)

50.0%

2位
欧州3カ国
（N=85)

91.8%
マレーシア
（N=105)

70.5%
米国
（N=61)

59.0%
タイ

（N=77)
51.9%

欧州3カ国
（N=85)

48.2%

3位
カナダ
（N=66)

83.3%
中国

（N=696)
70.1%

マレーシア
（N=105)

57.1%
香港

（N=202）
51.0%

中国
（N=696)

46.4%

4位
タイ

（N=77)
81.8%

シンガポール
（N=62)

69.4%
タイ

（N=77)
55.8%

オーストラリア
（N=75)

50.7%
米国
（N=61)

44.3%

5位
米国
（N=61)

80.3%
台湾

（N=703)
67.0%

台湾
（N=703)

53.5%
台湾

（N=703)
42.4%

マレーシア
（N=105)

43.8%
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訪日前に期待していたことを実際にしたか？その満足度は？

「訪日前の期待」とともに、「訪日前に期待していたことを実際に行っているか？」「訪日前に期待していたことを行って
満足しているか？」を知ることは、受入態勢の充実を図る上で重要である。そこで次ページ以降では、主な国籍・地域
毎に「訪日前の期待」のランキングを示すとともに、「訪日前の期待」と「日本滞在中の行動」との関係を分析する。

図表3．訪日前の期待と日本滞在中の行動の関係図

期待していた（A） 今回した（B）

今回しなかった

満足しなかった

満足した（C）

【ケース①】 訪日前に期待していたことを今回行ったか？（期待していた人の行動実施率＝B／A）

期待していた（A） 今回した（B）

今回しなかった

【ケース②】 訪日前に期待していたことを今回行って満足したか？（期待して行動した人の満足率＝C／B）
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【韓国】 多くの活動において期待値は低く、満足率も低め

訪日前に期待していたことで、第１位の「日本食を食べること」で７割を切り、第２位以下では５割以下と、他の国籍・地域
に比べ非常に期待比率は低い。また、満足率も全体的に低めである。

図表4. 訪日前に期待していたこと（複数回答）

図表5. 訪日前に も期待していたこと（単一回答）

図表6. 期待していた人の行動実施率 図表7. 期待して行動した人の満足率

順位 今回の訪日前に期待していたこと 比率（％）

1 日本食を食べること 69.3

2 ショッピング 43.1

3 温泉入浴 42.0

4 自然・景観地観光 32.6

5 繁華街の街歩き 29.8

6 日本の酒を飲むこと 22.2

7 旅館に宿泊 16.1

8 日本の歴史・伝統文化体験 13.2

9 テーマパーク 10.8

10 日本の現代文化体験 9.2

注）上記表およびグラフの数値は、平成26年1‐3月期調査のサンプルのうち「観光・レジャー」目的の集計値である。
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【台湾】 温泉は訪日前の期待の大きさに対して実施率が低い

「温泉入浴」は訪日前に期待していたことで第4位と高いが、そのうち行動した比率は7割程度と、他の行動に比べ低い。

「スキー・スノーボード」は も期待していたことで第5位と高く、アジアの他の国籍・地域に比べその比率も高い。

順位 今回の訪日前に期待していたこと 比率（％）

1 日本食を食べること 72.7

2 ショッピング 67.0

3 自然・景観地観光 53.5

4 温泉入浴 42.4

5 繁華街の街歩き 38.7

6 旅館に宿泊 34.1

7 テーマパーク 23.9

8 日本の歴史・伝統文化体験 21.1

9 日本の酒を飲むこと 19.3

10 スキー・スノーボード 17.9

注）上記表およびグラフの数値は、平成26年1‐3月期調査のサンプルのうち「観光・レジャー」目的の集計値である。

図表8. 訪日前に期待していたこと（複数回答）

図表9. 訪日前に も期待していたこと（単一回答）

図表10. 期待していた人の行動実施率 図表11. 期待して行動した人の満足率
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【香港】 4人に1人が「ショッピング」を も期待している

訪日前に も期待していたことで「ショッピング」と回答した人の割合が約４人に１人と他の国籍・地域に比べて も高い。

順位 今回の訪日前に期待していたこと 比率（％）

1 日本食を食べること 75.7

2 ショッピング 65.3

3 温泉入浴 51.0

4 自然・景観地観光 46.5

5 繁華街の街歩き 36.1

6 旅館に宿泊 27.2

7 スキー・スノーボード 20.8

8 テーマパーク 17.3

9 日本の酒を飲むこと 13.9

10 四季の体感（雪など） 12.4

注）上記表およびグラフの数値は、平成26年1‐3月期調査のサンプルのうち「観光・レジャー」目的の集計値である。

図表12. 訪日前に期待していたこと（複数回答）

図表13. 訪日前に も期待していたこと（単一回答）

図表14. 期待していた人の行動実施率 図表15. 期待して行動した人の満足率
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【中国】 訪日前の期待通りに行動し、満足率も全般に高い

期待していたこと上位5位（日本食、ショッピング、温泉、自然、繁華街）は、いずれも期待して行動した人の満足率が高い。

「日本の酒を飲むこと」は実施率は高いものの、期待して行動した人の満足率が他の行動に比べ低い。

順位 今回の訪日前に期待していたこと 比率（％）

1 日本食を食べること 75.1

2 ショッピング 70.1

3 温泉入浴 59.9

3 自然・景観地観光 59.9

5 繁華街の街歩き 46.4

6 旅館に宿泊 33.8

7 テーマパーク 21.3

8 日本の酒を飲むこと 18.8

9 スキー・スノーボード 17.0

10 日本の歴史・伝統文化体験 15.8

注）上記表およびグラフの数値は、平成26年1‐3月期調査のサンプルのうち「観光・レジャー」目的の集計値である。

図表16. 訪日前に期待していたこと（複数回答）

図表17. 訪日前に も期待していたこと（単一回答）

図表18. 期待していた人の行動実施率 図表19. 期待して行動した人の満足率
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【タイ】 日本食に対する期待が8割超と高く、満足率も高い

訪日前に期待していたことで も比率が高いのは「日本食を食べること」で、8割超である。また、期待して行動した人の満足
率も9割を超えており、他の活動内容に比べ も高い。

順位 今回の訪日前に期待していたこと 比率（％）

1 日本食を食べること 81.8

2 ショッピング 76.6

3 自然・景観地観光 55.8

4 温泉入浴 51.9

5 繁華街の街歩き 41.6

6 四季の体感（雪など） 33.8

7 スキー・スノーボード 31.2

8 旅館に宿泊 27.3

9 日本の酒を飲むこと 26.0

10 テーマパーク 23.4

注）上記表およびグラフの数値は、平成26年1‐3月期調査のサンプルのうち「観光・レジャー」目的の集計値である。

図表20. 訪日前に期待していたこと（複数回答）

図表21. 訪日前に も期待していたこと（単一回答）

図表22. 期待していた人の行動実施率 図表23. 期待して行動した人の満足率
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【欧米】 多くの活動において実施率は高く、満足率も高い

全体的に行動実施率は高く、満足率も８割を超えており、アジアと比べると非常に高い。

「日本の酒を飲むこと」の期待比率が4割超とアジアに比べ高く、期待していた人の行動実施率や満足率も高い。

順位 今回の訪日前に期待していたこと 比率（％）

1 日本食を食べること 85.8

2 自然・景観地観光 54.7

3 日本の歴史・伝統文化体験 51.4

4 ショッピング 49.1

5 繁華街の街歩き 47.6

6 日本の酒を飲むこと 44.3

7 日本の現代文化体験 34.9

8 旅館に宿泊 31.6

9 温泉入浴 27.8

9 美術館 27.8

注1） 「欧米」には英国・ドイツ・フランス・米国・カナダが含まれる。
注2）上記表およびグラフの数値は、平成26年1‐3月期調査の

サンプルのうち「観光・レジャー」目的のサンプル集計値である（国籍・地域別の訪日外客数（JNTO）によるウェイトバック処理は施していない）。

図表24. 訪日前に期待していたこと（複数回答）

図表25. 訪日前に も期待していたこと（単一回答）

図表26. 期待していた人の行動実施率 図表27. 期待して行動した人の満足率
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【豪州】 スキー・スノーボードへの期待が日本食を上回る

「スキー・スノーボード」の期待比率は約８割と全国籍・地域のなかで も高く、「日本食を食べること」を上回る。

「日本の酒を飲むこと」も欧米と同様に期待比率が高く、期待していた人の行動実施率や満足率も高い。

順位 今回の訪日前に期待していたこと 比率（％）

1 スキー・スノーボード 78.7

2 日本食を食べること 76.0

3 日本の酒を飲むこと 53.3

4 温泉入浴 50.7

4 自然・景観地観光 50.7

6 繁華街の街歩き 38.7

6 ショッピング 38.7

8 日本の歴史・伝統文化体験 34.7

9 旅館に宿泊 29.3

10 日本の現代文化体験 26.7

注）上記表およびグラフの数値は、平成26年1‐3月期調査のサンプルのうち「観光・レジャー」目的の集計値である。

図表28. 訪日前に期待していたこと（複数回答）

図表29. 訪日前に も期待していたこと（単一回答）

図表30. 期待していた人の行動実施率 図表31. 期待して行動した人の満足率
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