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2016年度 訪日観光客の動向をビックデータから解析 

注目が集まる場所、そこで期待されるコト体験とは？ 
消費財メーカーにとってのマーケティングの機会とは？ 

集 2 特 
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“訪日客の位置情報や移動情報、口コミ特徴を解析’’ 

コト消費⇔モノ消費を繋げる 
ペルソナカスタマージャーニー 
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単価は下落、モノ→コト消費活性化 今後のカギは？ 

１）国内免税販売 単価下落は継続中 
 

国内ドラッグストア免税販売市場は、金額マーケットサイズも伸長率が鈍化 

単価の下落が継続している 

 

２）消費額は、コト消費が活性化 
 

一方、観光・レジャー目的の支出額をみると、ショッピングの消費額よりも増加傾向にあり、 

コト消費へインバウンドの需要がシフトしつつある 
（出典：観光庁実施 訪日観光客動向調査2016年度  

      観光・レジャー目的支出 2015年度 平均13万/1人→2016年度 平均15万/1人） 

 

３）リピーターが増加傾向、都市から地方へ観光行動が拡大 
 

観光客の内訳をみると、初回訪問者数も増えているが、それ以上にリピート者数が増加傾向にある 

また、今回ご紹介する位置情報、移動情報等のデータから、都市から地方へ行動拡大が確認できる 
（出典：観光庁実施 訪日観光客動向調査2016年度 訪日回数10回以上の構成比：14％超） 

 

 

 

 

 
 

 
訪日観光客は、益々コト消費が活性化。リピーターの数が増え、都市から地方へ行動範囲が拡大しつつあります。 
そこで、今回グループ会社であるドコモ・インサイトマーケティング、ロケーションデータ解析を得意とする株式会社ナイトレイと協業し、訪日観光
客が注目し、集まる場所はどこか、また、そこで期待されるコト体験は何か、といった事実を確認することで、消費財メーカーのマーケティングの
機会について考察しました。 
  

1)どこに多くいるのか 2)何をしているのか 3)本音・訪問客にとっての価値は何か？ 訪日観光客は、 

出典：INTAGEドラッグ免税パネル 

単価が下がっている！ 



Copyright© 2017 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 

インバウンド客の動き 昼間（10時台～17時台：中国） 

中国からの訪日客が多く滞在している市区町村は以下の通り 

上位は 大阪市中央区、京都府東山区、大阪市北区、奈良市 

凡例 

5,000～10,000 

10,000～50,000 

50,000～100,000 
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年齢：夫婦とも30代前半 
出身：夫婦ともに上海市 
家族構成：夫、娘、夫の両親の5人 
職業：夫婦共働き 
訪日歴：2回 

生活価値観 消費態度 

買い物リストの有 

旅行中の書き込み（抜粋） 

・上質を目指す 
・情報収集に積極的 
・妻がすべての主導権を握る 

・安全・安心を高価格で買う 
・旅行中の消費は総じて大胆  
 

妻：化粧品、目薬、ベビー関連 
夫：モバイルバッテリー、スーツ 
娘：レゴブロック、知育玩具 
義父母：サプリメント、お菓子 

・大まかなリストはあるが、日本人 
 の買い物行動を観察して購入する 
・特に中国のECでも買えない 
 日本でしか売られてない物を買う 

・Wechat(旅行中発信）・Weibo（パブリックイメージ発信） 
・詳細は、ECアプリ（Tmall,JD,越境ECアプリ等） 

• 二度目の日本、今回はツアーではないのでゆとりあり！ 
• 日本の食事美味しい、特に大阪出汁の味は素晴らしい 
• 鹿が至近距離でみられるのってすごくない？ 
• 今回は観光目的でもなんだかんだで沢山買ってしまった。 
• 京都駅のラーメン小路 中国人いっぱい 
• 全国のラーメン食べられたりするからラーメン好きはここへ 

ペルソナ① リピーター個人旅行 30代女性 １級都市在住 

旅行中の購買商品 

情報入手発信方法 

書き込み内容上位10 頻繁ワード内容上位10 

女性30歳前後

既婚

n=487,988

TGT

n=3,894
リフト

文化 3,483 73 2.1%

投資 1,683 35 2.1%

旅行 29,893 521 1.7%

不動産 1,233 21 1.7%

芸能 6,734 82 1.2%

ファッション 47,833 443 0.9%

健康 13,221 112 0.8%

育児 88,978 712 0.8%

スポーツ 983 7 0.7%

音楽 1,782 11 0.6%

順

位
ワード

女性30歳前後

既婚

n=487,988

TGT

n=3,894
リフト

1 旅行 14,673 217 1.5%

2 オシャレ 54,883 674 1.2%

3 美容 127,822 1,562 1.2%

4 ファッション 85,673 1,022 1.2%

5 かしこい 13,281 155 1.2%

6 自撮り 326,782 2,783 0.9%

7 代理購入 8,784 67 0.8%

8 おすすめ 10,892 78 0.7%

9 動画 46,733 332 0.7%

10 子供 98,974 673 0.7%
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行動 

行動と思考 

ナイトレイ 
投稿写真 

ロケーション 

感情 

購入品 

関空（入口) 宿先 大阪 奈良 京都 関空（出口） 

・チョコレート、 
 サプリメント、 
 目薬、  
 フェイスパック等 

・到着後、興奮して 
 衝動買い 
・中国で欠品商品が  
 普通に売られている 
 びっくりがトリガーに 

・心斎橋訪問が目的 
・食べる、買うを繰り返し 
 買い物は予算をオーバー 
・ローソンは、上海との違い 
 に感激し、即SNSへ投稿 

黒
門 

大
阪
城 

金
閣
寺 

清
水
寺 

奈
良
公
園 

東
大
寺 

神
戸 

・化粧品、フェイスパック、  
 目薬、ベビー用品、 
 お土産用お菓子、 
 サプリメントを大量購入 

・買い物リストは作成して  
 おらず、衝動買い 
・日本人客を観察し、 
 売れ筋っぽいもの選ぶ。 

・黒門市場で牡蠣と 
 磯焼きを10個食べる 
・草餅をホテルで食べる 
 お菓子として購入 
・大阪城に感動（夫） 

・散策途中で寂れ  
 た喫茶に入りSNSにアップ 

・奈良公園 
 お目当ては鹿 
・女優のSNS  
 写真投稿をみて  
 自分も追体験 
・奈良の食べ物は 
 期待はずれ 

・コンビニが 
 大活躍 
 トイレを利用 
 飲み物や 
 軽食を購入 

・金閣寺から清水寺  
・人力車初体験 
 京都の街並みを 
 楽しむ 
・京都伊勢丹で買い物  
・京都駅ラーメン小路へ 

・京都伊勢丹で大出費 
 -夫の高級スーツ、高級ヘッドフォン 
 -日焼け止め、医薬品 
 -八つ橋等の和菓子等 

・人力車初体験 
 でも日焼けが気になる 
・店員の丁寧な対応 
 と伊勢丹ブランドが 
 決め手に。上海には 
 良いスーツがない為 

・三宮   
 アーケード 
 街を中心 
 に散策 

・ニューバランス  
 のスニーカー 

・関空チェックイン  
 後免税店で 
 大量購入 
 友人のお土産 
 用として 

・たばこ 
・酒 
・お菓子 
・香水等 

・最後の散財 

今回のコース：大阪、京都、奈良、兵庫（神戸）4泊5日 

カスタマジャーニー 
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リピーター個人旅行 30代女性 １級都市在住 
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４つのペルソナから考えられるマーケティング機会の考察 

リピーター個人旅行 
30代女性  

１級都市在住 

初回団体ツアー 
４0代以上女性  
３級都市在住 

初回 個人手配  
20代女性 

初回 個人手配  
20代男性 

行動特徴 価値観 モノ消費 コト消費 マーケティング機会 

・買い物消費は総じて大胆 

・日本でしか買えない物 

 買う 

・大まかな買い物リスト 

 を作成しているが、 

 観察購入が多い 

・家族行動の為、コンビニ 

 の利用が多い（トイレや 

 お菓子購入等） 

・常に上質を目指す 
・安全・安心を高価格で 
 買う 
・情報収集に積極的 
・妻が全て主導権を握る 
 

妻：化粧品、ベビー関連 
夫：モバイルバッテリー、   
   スーツ 
娘：レゴブロック、玩具 
義父母：サプリメント、 
      菓子等 

・食費が最も高い 
・心斎橋や黒門市場など 
 観光途中に子供と両親 
 の為、喫茶店やコンビニ 
 に入る機会が多い  
・有名女優の追体験と 
 SNS投稿ネタで東大寺 
 で鹿にエサをあげる体験 
 が人気 

・コト・モノ消費が活発 
 近畿の計画買の拠点  
 は、心斎橋。SNSで拡  
 散している商品は、 
 心斎橋や免税店で買う 
 が、衝動買いも多い 
・中国での事前情報 
 の刷り込みと店頭情報の   
 組み合わせが有効 

・娘から旅行をプレゼント 
 されることが面子が立つ 
 と感じている 
・旅行関連の情報は、 
 娘からレクチャーを受ける 
・無事日本旅行を終える 
 ことで頭がいっぱい 
・自分にお金を使わない 

・３級都市のシニア層は、  
 歴史的背景もあり、貯蓄、 
 節約がライフスタイル 
・年金生活だが、生活に 
 は余裕あり 
・社交ダンスなど同年代交 
 流が活発、アクティブシニア 
 が多い 
・健康意識高い 

・子供から頼まれ購入 
 日本酒、タバコ、目薬、  
 健康サプリメント、 
 化粧品、炊飯機、電動 
 歯ブラシ、お菓子 
・自分達用に購入 
 血圧計、炊飯機、お酒、 
 タバコ、靴下等 

・団体旅行であるため、大 
 阪、京都、奈良のゴール 
 デンルートで、王道の観 
 光スポットを体験する 
 嵐山清流川下り、 
 トロッコ列車、舞妓体験 
 等 
 
 

・友人、子供、孫等 
 彼らが欲しいものでは 
 なく、彼らが誰かに買っ 
 てあげたいと思えるよう 
 な提案が必要 
 
・ベテラン参加者の影響 
 力を使うと効果的 

・SNSやWEBで情報収集 
 はするが、買物リストは作 
 らない 
・普段使っている日本の化 
 粧品は、絶対に買う予定 
・事前情報収取をかかさな 
 い。Weibo、Wechat、 
 旅行掲示板、旅行記サイ 
 ト様々な情報源から入手 

・質素倹約 
・健康意識が高い 
・10代は勉強、20代毎日、 
 楽しく生きたい 
・彼氏いるが、結婚はまだ 
 女友達との旅行が楽しい 
 と感じている 

・頼まれて購入したもの 
 化粧品、医薬品、お菓子 
・自分用に購入したもの 
 化粧品、雑貨、ﾃｨｰｶｯﾌﾟ   
（ノーブランド手作り） 
 100円ショップ雑貨、 
 写真集等 

・１日目はUSJ、２日目 
 は大阪散策、おおまかな 
 方向性のみ決め、きまま 
 な旅。 
 USJや、あべのハルカスは 
 人気スポット 
・常時ネット環境をも求め、 
 随時カフェを利用 

・頼まれた買いものは、 
 万難を排しても買う 
・地元の商店街などでしか 
 売っていない、希少性があ 
 り、コスパが高いと感じる製 
 品に 魅力を感じる。 
 その為、地場を売りにしてい  
 るバザーの情報など事前情 
 報の刷り込みは有効 

・給料は毎月使い果たし、  
 貯金ゼロ 
・趣味お金を投じる 
・欲しい物は、迷わず買う 
・旅行代は両親が出す 
・旅行で買いた物が山ほ 
 どあるため、買い物を 
 リスト念入りに事前に作成 
 

・楽しいかが判断基準 
・学業優秀、ベンチャー 
 就職 将来独立希望 
・結婚願望強が、現実主 
 義女性と意見あわず 
・趣味人 カメラ、マラソン、 
 料理等を愛する 
・最近は手料理を作っては 
 動画サイトにアップ 

・自分用に購入したもの 
＜原則自分用＞ 
デジタル系： 
ミラーレスカメラ等 
マラソン系： 
マラソンウェア、等 
お料理系： 
高級ステンレス  
包丁、玉焼き器等 

・アウトドアを趣味とする人 

 が多く、動物や写真など 

 人気。海遊館に多くの人 

 が訪れる 

・千日前の道具屋筋など、 

 伝統文化の継承を重視 

 し、趣味で使う道具など 

 購入している 

・事前情報を駆使し、甘 

 味所は「都路里」の抹茶 

 などブランドにこだわる体 

 験を楽しむ 

・中国人男性の旅行は、 
 目的達成型が多い 
 スケジュール重視であり、 
 購入すると決めた物は 
 どんなに高額であっても  
 変更しない 
・パーソナライズ旅行が 
 彼らにとって重要なテーマ。 
 そのため、彼らの趣味嗜好 
 を理解した上で中国での 
 事前情報の刷り込みが 
 有効 


