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アジア圏からのFIT客（個人旅行の外国人客）をわが国の大都市圏以外の地域に呼び込み、
インバウンド市場の成熟化を目指すことで、今後どのような可能性があるのでしょうか。
それを実現するためには、どのような方策と工夫が必要になるのか。そして地域にふさわしい
はっ ち

うけ ち

誘致施策の在り方をテーマに、旅行者が出発する発地および旅行者が到着する受地の両サイドの視点から
考察します。発地として台湾の旅行市場の状況を、受地として温泉地の旅館の取り組み事例を取り上げ、
FIT客を受け入れるための環境づくりについて考えます。
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資料：観光庁「訪日外国人消費動向調査 平成22年、平成24年年次報告書」を基に筆者作成
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注2）台湾旅行者調査

（あいざわ みほこ）

調査対象：2013年5月17日～6月17日出発予定のパッケージツアー商品。
ただし、
ゴルフ、
サイクリング、スポーツイベントなどの商品は除外した。
調査方法：各旅行会社のウェブサイトから上記の条件を指定して検索した商品で訪れる
観光地および宿泊地を都道府県単位でカウントした。同一商品内で同じ都道
府県内の観光地や宿泊地を複数訪れていても1とカウントした。
対象旅行会社数：6社
対象旅行商品数：357商品

湾人旅行者の買い物好きが挙げられ

調査時期：2013年8月2日～8月9日
調査方法：インターネットによる調査
対象地域：台湾
調査対象者：10～50代の男女
予備調査有効回答数：2,480名
本調査抽出条件：1．訪日旅行経験がある
2．日本への観光目的での再訪を希望しており、再訪する際は
個別手配またはフリープラン型ツアーの利用を考えている
本調査有効回答数：474名

る。ショッピング目的で訪日する割
合の高い台湾人旅行者にとっては大
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な東京滞在を軸に手軽に楽しめる
商品が旅行者の心に届いたのだろう。
図６のＦＩＴ客が地方に行く際の
課題を見る限り、言葉の問題や観光

注1）台湾パッケージツアー訪問地調査
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