
上質なインバウンド観光サービス創出に向けて （報告書） （概要）

○ ポストコロナ時代を見据え、2030年訪日外国人旅行者数6,000万人、訪日外国人旅行消費額15兆円などの目標達成
に向け、これまで我が国が誘致しきれていない上質な観光サービスを求め、これに相応の対価を支払う旅行者（以下
「富裕旅行者」という。※）の訪日と滞在促進を図るための環境整備が急務である。

※訪日旅行で着地100万円以上消費する旅行者と整理。

○ このため観光庁では、本委員会を昨年１０月に設置し、訪日富裕旅行者の消費・行動について調査するとともに、海
外エージェントや国内の富裕旅行関係者へのヒアリング、関係省庁や地方自治体における取組のヒアリング等を行
い、これまで５回にわたり議論を行ってきたところ。

○ 調査を通じ、訪日富裕旅行者数は現時点ではまだ少ないものの、世界の富裕旅行市場の成長が予想されており、今後
より多くの富裕旅行者を日本に誘致する余地が大きいことが明らかになった。また、訪日富裕旅行者は、一般の訪日
旅行者の１０倍以上の消費（平均２００万円超）をしており、1,000万円以上消費する者も一定数確認できた。

○ 富裕旅行者誘致の意義について、以下の三点を挙げる。
① 成長戦略と地方創生：新たな顧客層の開拓を通じた観光収入の拡大と観光産業の成長、および地域の経済活性化への

貢献が期待できる。
② ソフトパワーの向上：インフルエンサーである富裕旅行者による発信は日本のブランド力を高め、彼らの関心・好意

度の向上が国際社会における我が国の地位向上につながる。
③ 文化・伝統産業への貢献：日本各地で衰退、消滅の危機に瀕する文化・伝統産業の未来への継承を富裕旅行者による

文化消費が支える。

○ 今般、これまでの検討を踏まえ、①富裕旅行市場の現状と課題、②富裕旅行者の訪日促進に向けた今後の取組の方向
性について、とりまとめを行う。

はじめに
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【カード決済データ（左図）概要】

 分析に際しては、三井住友カードおよび
その提携カード会社と契約する加盟店で
決済された海外発行カード会員のデータ
を集約。

 全数データの捕捉はできないものの、
VISA、Master、銀聯それぞれのカード
決済データの取得が可能。

（訪日外国人全体の約40％の人数を捕捉）

訪日富裕旅行者の消費・行動について①

○ 2019年の訪日外国人旅行者約1,300万人にかかるカード決済データを①富裕旅行者Tier１(300万円以上消費) 、②富
裕旅行者Tier２(100万円以上300万円未満消費)、③一般層(100万円未満消費)のセグメントに分け、分析した。

○ 分析からは、①Tier１はうち約６千人、その平均消費単価はおよそ630万円、②Tier２はうち約４万２千人、その平
均消費単価はおよそ150万円となっており、かなりの高額消費となっていることが判明した。また、Tier１・Tier２
を合わせた富裕旅行者の平均消費単価は、およそ210万円となっていた。

○ なお、今回の分析においては、現金・電子マネーでの支払いや国外での決済案件は捕捉できないため、あくまで最低
限の消費水準として見る必要があるものとなっている。消費100万円以上と整理している富裕旅行者の人数もこれよ
りも多いと推測される。

消費に関する分析

【カード決済データ（2019）】

利用人数（人） 利用件数（千件） 利用金額（百万円） 人数単価（千円/人）

全体 約13,000,000 約46,000 約732,000 約60

Tier1
（300万円以上）

6,033 99 38,086 6,313

Tier2
（100万円以上）

42,768 521 64,972 1,519
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訪日富裕旅行者の消費・行動について②

○ 国・地域別の消費金額にかかる分布を見ると、中国が最も多い（約75％）が、以下10位までは米国・英国を除けば
アジア諸国が占めている。また、香港、タイ、シンガポールについては、一般層での構成比より富裕旅行者の構成比
の方が大きいという事実が読み取れる。

国・地域別の消費状況

【国・地域別の消費金額 上位20カ国】

1位 中国

2位 米国

3位 香港

4位 タイ

5位 シンガポール

6位 台湾

7位 フィリピン

8位 英国

9位 韓国

10位 インドネシア

11位 オーストラリア

12位 ベトナム

13位 マレーシア

14位 アラブ首長国連邦

15位 ロシア

16位 カタール

17位 カナダ

18位 スイス

19位 カンボジア

20位 ニュージーランド
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2019年 国籍・地域別構成比（人数） 2019年 国籍・地域別構成比（人数） ※中国を除く

出所：三井住友カード株式会社
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訪日富裕旅行者の消費・行動について③

○ 消費内容に関して、各セグメント（Tier１、Tier２、一般層）の業種別消費ランキングを見ると、一般層で
は、ホテル・旅館（オンライン含む）が消費のトップとなるが、Tier２では百貨店等での消費、Tier１では貴
金属・時計等の消費が多い。

セグメント別消費業種ランキング

【セグメント別 消費業種ランキング】

※業種：各セグメントでの利用金額上位20業種

出所：三井住友カード株式会社

セグメント別 業種ランキング

順位 富裕層 準富裕層 一般層

1 貴金属・時計 百貨店 ホテル・旅館（オンライン含む）

2 百貨店 貴金属・時計 百貨店

3 その他小売 ホテル・旅館（オンライン含む） 空港店舗

4 衣服ブランド・メーカー 衣服ブランド・メーカー 免税店

5 ホテル・旅館（オンライン含む） 免税店 家電量販店

6 衣服小物 空港店舗 ショッピングセンター

7 病院・クリニック その他小売 航空会社

8 免税店 家電量販店 その他小売

9 空港店舗 衣服小物 衣服ブランド・メーカー

10 レジャー（ゴルフ、映画、カラオケ等） 衣服小売り 飲食店・レストラン

11 家電量販店 ショッピングセンター ドラッグストア

12 衣服小売り ディスカウントストアー レジャー（ゴルフ、映画、カラオケ等）

13 ディスカウントストアー 病院・クリニック 衣服小売り

14 旅行代理店 飲食店・レストラン 貴金属・時計

15 ショッピングセンター 旅行代理店 衣服小物

16 飲食店・レストラン レジャー（ゴルフ、映画、カラオケ等） ディスカウントストアー

17 美容・エステ ドラッグストア コンビニ・酒屋・商店

18 航空会社 航空会社 旅行代理店

19 ドラッグストア 美容・エステ バス・タクシー

20 コンビニ・酒屋・商店 コンビニ・酒屋・商店 レンタカー・ガソリンスタンド

Tier1 Tier2
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富裕旅行先としての日本の魅力と課題①

① 独自の伝統、文化と自然、食、都市、季節感など多彩な魅力の組み合わせ
海外の富裕旅行専門のエージェントからのヒアリングを通じ、特に、欧米からの富裕旅行者にとって、根本的に異
なる日本文化を体験することが最大の魅力となっていることを確認。また、クレジットカード分析でも、一部の欧
米の旅行者にアクティビティを手配するDMCへの高額な支出が見られる。

② ショッピングを安心して楽しめる環境
特にアジアの富裕旅行者は貴金属、時計、高級ブランド品などのショッピングのニーズが高い。貴金属や時計など
の高額商品について、日本で発行された保証書に高い信頼感があるなど、安心してショッピングを楽しめる環境が
高く評価されている。

③ 医療、アート、スノーリゾートへの高い関心
特に、中国、ベトナムを中心に医療への高額な支出をする富裕旅行者が確認されている。アートへの関心も高く、
瀬戸内や金沢などの美術館訪問を目的に訪日。中国、米国からの富裕旅行者は、高額な骨董品や美術品などを購入
するケースも確認されている。国・地域別の都道府県来訪率を見ると、香港、シンガポール、タイ、マレーシアは
北海道を始めとするスノーリゾートへのニーズが高い。

旅行先としての日本の魅力

訪日富裕旅行者の消費・行動についての調査のほか、海外エージェント及び国内の富裕旅行関係者に対するヒアリン
グ調査及び委員会での議論を通じ、富裕旅行先としての日本の魅力と課題について整理した。

概要
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富裕旅行先としての日本の魅力と課題②

① 上質な宿泊施設の開発促進
特に、地方部には魅力があるコンテンツがあっても、適切な宿泊施設が見当たらず、海外エージェントが地方部に顧客を送
客できない理由にもなっている。クレジットカード決済データの分析でも、地方部での宿泊施設の利用が少ないことが確認
されている。

② 富裕旅行者の関心に沿う観光コンテンツの造成
富裕旅行者は、単なる名所見学や文化体験、食事を超えた体験として、コンテンツの背後にある歴史や哲学、美学も含めて
本質を理解し、自身の知識や関心事と接続できるような体験を求めているが、このような観光コンテンツが不足している。
医療観光への関心も高いが、情報不足も指摘されている。

③ シームレスで快適な移動
シームレスで快適な移動は必須の要素であるが、プライベートジェットやスーパーヨットの利用や入国手続き、ヘリコプ
ターによる移動、ハイヤーの手配等に課題があると指摘されている。

④ サービスの多様性、柔軟性
宿泊施設、レストラン、交通、観光施設などで、優先予約や貸切対応、プライベートのサービスなど、定型と異なるサービ
スを求められた際の柔軟性の不足に対する指摘が多い。

⑤ 人材育成と富裕旅行産業エコシステムの形成
①宿泊施設の人材確保、②コンシェルジュやトラベルデザイナーなどの富裕旅行業界のプロ人材の育成、③富裕旅行者の関
心に沿った説明ができるガイドの育成、④国内での富裕旅行産業エコシステムの形成（プロ人材、産業界、文化芸術や伝統
産業などの専門家等のネットワーク）などの課題が指摘されている。

⑥ 積極的な富裕旅行誘致：我が国の強みである文化を核としたブランディングと情報発信の強化
諸外国でも国家レベルで富裕旅行者の誘客促進が進んでおり、我が国においても諸外国の水準に劣らない取組が求められ
る。富裕旅行者の関心事項であり、我が国が強みを有する、ガストロノミー、アート、建築、工芸・デザイン、マインドフ
ルネスなどの分野の適切な情報のキュレーションによるブランディングと、よりハイエンドに訴求する情報発信の強化が必
要。

富裕旅行者の訪日促進に向けて取り組むべき課題
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○富裕旅行者の訪日や滞在の促進に向けては、富裕旅行者が求
めるサービス提供や設備を備えた宿泊施設の開発が必要であ
る。

○最近は、東京、大阪、京都などで上質な宿泊施設の開業が相
次ぎ、今後の開発も多く予定されるなど、大都市での開発は
着実に進んでいる。しかし、地方部には魅力のあるコンテン
ツがあっても、周辺に適切な宿泊施設が見当たらないという
指摘も多く、地方部での上質な宿泊施設の開発が大きな課題
である。

○地方部では、旅館や古民家の改修による地域の個性を生かし
た宿泊施設や、デザイン性の高い小規模で上質な宿泊施設の
開業も最近相次いでおり、これらの事例も参考にすべき。

○令和３年度に「上質な観光地整備実行チーム」において、自
治体とホテル開発関係者のマッチングを行う際、幅広く投資
家、地方銀行なども含めた関係者が参画した議論が必要であ
る。また、宿泊施設の開業やオペレーションを支援する企業
（ホワイトレーベルオペレーター）の参画を促すことも重要
である。

○宿泊施設でのサービスは、日本のサービス提供方法やホスピ
タリティを生かしながら、グローバルスタンダードを取り入
れるなど、日本と世界の最高のサービスの融合を目指すべき
である。

• 国立公園の利用拠点の魅力を損なうホテル・旅館等の
廃屋撤去と跡地への新たな民間事業導入や、既存施設
のリノベーション等を通じて、滞在環境の上質化を推
進

今後の取組の方向性〈上質な宿泊施設の開発促進〉

上質な宿泊施設の開発に向けた自治体とホテル開発
関係者のマッチング

「国立公園満喫プロジェクト」の継続推進

旅館等地域の上質な宿泊施設における人材育成支援
（専門家派遣、留学）

• 上質な宿泊施設の誘致に意欲的な自治体とホテル運営
会社、デベロッパー、アセットマネジメント会社、投
資家や銀行等の関係者とのマッチングの場を提供し、
地方部での宿泊施設の開発を促進

• 自治体の宿泊施設の誘致事例や地方部での小規模で上
質な宿泊施設の開発事例や課題等の知見を共有

• 上質な宿泊施設の従事者向けの研修等を実施（日本の
おもてなしとグローバルなサービスの融合、日本の歴
史・文化等の教養、デジタル技術の活用等）

• 海外ホテルスクール等への留学や海外からの講師招
聘、海外ホテルスクールと日本の教育機関の連携を進
める
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今後の施策の方向性〈観光コンテンツの高付加価値化〉

新たな観光コンテンツの創出及び収益・運営の改善

城泊・寺泊等滞在型観光コンテンツの磨き上げ

上質な観光コンテンツによる高付加価値な滞在の創出

委員会における提言

○我が国の自然、食、伝統文化、芸術、風俗習慣、歴史を生か
して、富裕旅行者が楽しめるアクティビティとして、観光コ
ンテンツのストックを充実させることが必要。

○富裕旅行者に人気が高い、アート・建築・デザイン・エン
ターテイメントなどの文化コンテンツ、スノー・ビーチ・ア
ドベンチャーツーリズム・サイクルツーリズムなどの自然コ
ンテンツ、ガストロノミーツーリズム・アグリツーリズムな
どの食のコンテンツ、そして医療とともにウェルネスやリト
リートなどの健康関連のコンテンツについて、各省庁の施策
も活用しつつ、顧客目線での磨き上げを行うべき。

○ハラルやビーガンなど食の多様性、フードロスやプラス
ティックの多用などのサステナビリティについて、世界と比
較して対応が遅れている点は改善が必要。

○本物を求める旅行者のニーズに沿って、コンテンツの背後に
ある本質を掘り下げつつ、旅行者自身の知識や関心事に関連
させた形で伝える工夫を行う等の磨き上げが必要。ツアー
コーディネーターやガイドの育成はもちろん、アーティスト、
職人、シェフなどの専門家も含め、コンテンツを語れる人材
を育成することが重要。

○地域において、地域のコンテンツや人材の情報を豊富に有し
たワンストップの窓口を作るべき。トラベルデザイナー、コ
ンシェルジュにとってもその地域を選択する要素となり、コ
ンテンツの高付加価値化にも繋がる。

○最適な価格帯の設定をはじめ、ビジネスとして継続できる商
品化をするためには、各地域において富裕旅行に精通した専
門家の意見を踏まえて商品化することが必要。

関係施策

• 観光産業へのデジタル技術の複合的な活用、自然資源・文化資源等の
観光資源の発掘・磨き上げ等による新たな観光コンテンツの創出を実
施

• デジタル技術の更なる活用、ツアーコーディネーターやガイド等の人
材育成、多様な関係者の巻込み等を通し、観光コンテンツの収益・運
営を改善

• 城や社寺を、日本ならではの文化が体験出来る観光資源として活用す
る「城泊」「寺泊」の取組を推進

○文化、自然、食、健康などの分野について、各省庁の施策も活用し
つつ、富裕旅行者に選好される高付加価値で上質なコンテンツに磨
き上げる

• 文化観光コンテンツの充実、高付加価値化

• 国立公園における上質なツーリズムの実現

• 上質な食体験コンテンツの充実

• 農泊コンテンツの充実、高付加価値化

• 医療と連携した観光

• 国際競争力の高いスノーリゾートの形成
8



○富裕旅行者は、入国から出国まで、宿泊、飲食、アクティビ
ティ、買い物、交通など、旅行のあらゆる行程において一気通
貫で、高いクオリティかつ柔軟性のあるサービスを求めてい
る。

○シームレスで快適な移動は必須の要素。富裕旅行者は、空港到
着時のスピーディーな手続き、プライベートジェットやスー
パーヨットによる周遊、目的地へのヘリコプター移動、高級車
と優秀なドライバーによるハイヤーサービスなどを当然のこと
として求めている。

○プライベートジェットについては、専用ターミナルや専用動線
などの空港の利用環境整備や乗入れの諸手続の緩和などの利便
性向上の取組をより進めるとともに、その取組内容を積極的に
発信することが必要。

○ヘリコプターによる国内移動の需要は高く、近年では民間事業
者の料金や手続きが利用しやすいものになってきており、行政
による利用環境も改善が必要。

○スーパーヨットの受け入れについては、入出港等にかかる各種
手続き、関係行政機関との調整が多く、さらなる利用環境の改
善が必要。

○旅行サービスに関しては、企業における改善の余地も大きい。
宿泊施設、レストラン、交通、観光施設などでの優先予約や貸
切、プライベートサービスなどへの対応、急な行程変更や様々
なリクエスト等にも柔軟に、かつ組織的に対応することが必要
である。関係者の連携協力のための仕組みづくりも必要。

• クルーズ船社や地域の関係者等と連携し、寄港地の特有のストーリー
を付加した特別な体験を盛り込んだツアーの造成などを促進

• 水際・防災対策連絡会議等のクルーズ船の受入体制を構築、安心して
クルーズを楽しめる環境を整備

• 旅行会社による新幹線利用時の手荷物の運搬手配や車内での高級な食
事の提供、各地のハイヤー会社による高級車の調達など、様々な民間
事業者での富裕旅行者のニーズをふまえた新たなサービス提供も進む

今後の取組の方向性〈一気通貫で柔軟性の高い旅行サービスの提供〉

最先端技術を活用したストレスフリーな旅行の実現

ラグジュアリークルーズの寄港促進

民間事業者による新たなサービス提供

ビジネスジェットの利用環境の改善

• 観光地や空港での顔認証技術等の活用、空海港でのバイオカートの活
用や旅客手続きの自動化、税関手続きにおける電子ゲートの導入、
キャッシュレス旅行のための決済環境の整備等

• 羽田空港等における専用ターミナルや専用動線の整備、発着枠の拡
大、FBOの導入検討など空港の利用環境整備

• 柔軟な受入体制の確保に向けた諸手続の緩和について取り組む
• CIQへの事前連絡期間の短縮など、更なる受入れ体制の改善に取り組

む

9

委員会における提言 関係施策

スーパーヨットの受入拡大に向けた利用環境の改善

• 「スーパーヨットの受入拡大に関する関係省庁連絡調整会議」の枠組
みも活用しつつ、スーパーヨットの利用や入国手続き等について、更
なる取組を推進する



○第一に、宿泊施設での上質なサービスの提供を行うための人材確
保・育成が大きな課題。日本のおもてなしを生かしながら、グ
ローバルスタンダードを取り入れるなど、日本と世界の最高の
サービスの融合を目指すべきである。

○第二に、ホテルコンシェルジュやトラベルデザイナーなどの富裕
旅行業界のプロ人材の育成とそのネットワーク作りが課題。富裕
旅行業界自体の認知度を向上させ、そのキャリアパスを見える化
することで優秀な人材を確保することが必要。また、プロ人材の
ネットワークを通じて、顧客の要望を柔軟に実現する仕組みづく
りが必要。

○第三に、充分な知識を有し、富裕旅行者の関心に沿った説明がで
きるガイドの育成が課題。地方で活躍するガイドや英語、中国
語、韓国語以外のガイドを増やすことも必要である。

○いずれの人材育成でもDXの活用の視点は不可欠な要素。また、日
本人として日本を語れる人材を育成することはもちろん、留学生
を含む高度外国人材、デザイン人材など様々な専門性をもつ人材
が活躍するための環境整備が必要。

○世界の富裕旅行者を取り込むために、国内において富裕旅行産業
エコシステムの形成が必要。プロ人材のネットワークとともに、
富裕旅行に関わる幅広い業種の産業界が連携することが必要。ま
た、富裕旅行者のライフスタイルや関心事に関する専門家、目利
きの人材の参画も重要。

今後の取組の方向性〈人材育成及び富裕旅行産業エコシステムの形成〉

• 富裕旅行者の関心に沿った説明ができるガイドを育成し、ネットワーク化を
図る

• アートや文化を学ぶ学生、留学生、専門家に対し、ガイドの基本的スキルを
学ぶ場を提供

富裕旅行者向けのガイドの育成

旅館等地域の上質な宿泊施設における人材育成支援（専門家
派遣、留学）＜再掲＞

• 上質な宿泊施設の従事者向けの研修等を実施（日本のおもてなしとグロー
バルなサービスの融合、日本の歴史・文化等の教養、DXの活用等）

• 海外ホテルスクール等への留学を支援

富裕旅行の人材育成に向けたリカレントプログラムの開発

• 大学に富裕旅行の人材育成に特化した社会人の学び直し（リカレント教育）
講座を開設

• 我が国の富裕旅行業界のプロの知見と海外ホテルスクールの学術を融合した
プログラムを開発
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• ホスピタリティ業界のプロ、富裕旅行に関わる幅広い業種の産業界、富裕
旅行者の関心事（アート、ファッションなど）の専門家等が連携する仕組
みづくり

富裕旅行産業エコシステムの形成

トラベルデザイナー等富裕旅行の専門家と地域の連携強化

• 観光庁のコンテンツ開発や広域連携などの事業において、トラベルデザイ

ナー等の専門家を活用し、地域での富裕旅行者受け入れに向けた取組を支

援



○訪日外国人旅行者6,000万人、消費額１５兆円という高い目標
の達成を実現するためには、特定市場に絞るよりも幅広く世界
中を対象に誘客すべきであり、富裕旅行者の多様性を理解しつ
つ、多様な消費レベル、性別、国別の嗜好の違い、そして訪日
旅行の目的などもふまえたセグメントごとの誘客戦略を策定す
ることが必要。

○従来欧米豪市場を中心に行ってきたプロモーションを、訪日富
裕旅行者が多く、今後も成長が見込める中国、東南アジア、中
東市場に拡大し、地域ごとの特性やニーズもふまえた戦略的な
プロモーションを実施すべき。

○富裕旅行者の関心事項であり、我が国が強みを有する、ガスト
ロノミー、アート、建築、工芸・デザイン、マインドフルネス
など分野の適切な情報のキュレーションによるブランディング
とよりハイエンドにも訴求する情報発信の強化が必要。

○富裕旅行商談会を通じたネットワーク強化が必須。Japan
Luxury showcaseなどを通じ、Tier２を扱うバイヤーへとの関
係はできているが、今後はTier1等を扱うバイヤーの招致、民
間商談会の誘致の検討を引き続き行うことなども含め、より幅
広いネットワークを強化すべき。

○商談会などで紹介したコンテンツの優先予約を可能としたり、
ファムトリップを実際のビジネスに具体化するなど、プロモー
ションから実際の富裕旅行者の受入れまで、一貫性のある現実
的な形で進めることが必要である。

○海外での情報発信では、現地のPR会社、広告会社とのコネク
ションの強化が重要。

今後の取組の方向性〈戦略的なプロモーションの実施〉

○ 富裕旅行市場におけるネットワーク強化

• 海外富裕旅行商談会への出展や国内富裕旅行商談会「Japan Luxury Showcase」の実

施等を通じて、富裕層とコネクションを持つ旅行会社等との関係を強化

• 富裕旅行業界コンソーシアムを通じた情報発信等により業界関係者との関係を強化

○ 富裕層向け旅行商談会等への国内観光事業者や地方自治体の参加促進

• ジャパンブースとしての共同出展や国内商談会の実施等により、国内事業者等のプロ

モーション機会を確保

継続的な富裕旅行商談会等への出展及び国内富裕旅行商談会の実施

• 富裕旅行者の訪日旅行消費額の把握及び「訪日外国人旅行消費額」への反映について

の検討

• 富裕旅行市場の調査を定期的に実施し、最新の富裕旅行市場の動向及び富裕旅行者の

ニーズを把握

• これまでに実施した各種事業の効果、影響等を検証

• 調査や検証に基づき、より効果的な富裕旅行者へのアプローチや、富裕旅行者獲得に

向けた施策を検討

プロモーション事業効果の検証及び定期的な市場調査の実施

対象市場の拡大と地域ごとのプロモーション実施

• 欧米豪市場に加え、アジア市場、中東市場等にもプロモーション対象を拡大

• 地域ごとの富裕旅行者の特性やニーズ等を分析し、地域ごとに戦略を分けて的確なプ

ロモーションを実施

テーマ別プロモーションの実施と
デジタルマーケティング技術を活用したプロモーションの高度化

• 多くの富裕旅行者が関心を持つテーマを調査・分析

• 各テーマに特化した広告発信、テーマに応じたイベント出展等を実施

• オンライン広告はデジタルマーケティング技術を活用して、個人の興味・関心に応じ

た広告を発信
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