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であることが示唆される。その地域を
体感できるような空間づくりと、従業
員による細やかなコミュニケーション
が相まって、特産品の販売にとどまら
ず、その地域への誘客にも貢献するこ

めて感じることができる。
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認できた次第である。
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済効果を得る大きなチャンスとなる。
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特集3では、「消費税免税度を活用し
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ットフォームへの出店サポートを行う

ける買い物支援」、
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経済活性化に寄与すると思われる施策
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受け手を意識しながら取り組みを進め

取り組み機運醸成」という3つの施策

合があることを踏まえ、観光土産を贈

を展開していく上できわめて重要であ

変化しつつあるといわれてきた。しか
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を紹介している。このうち前者2つに

与された受け手がその商品を気に入っ

る。

しながら、インバウンドを地域経済活

ることの重要性についても確認できる

ついては、クルーズ客の行動パターン

た場合、自らも購入するだけでなく、

特集5からは、リピート購買を促進

性化に結びつけるという観点からは、

様な関係者との連携を図りながら取り

に合わせて使い分けていくことが望ま
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しいといえる。クルーズ客の現地滞在

連鎖的に拡大することを想定したモデ

法として、消費者と特産品販売者をつ

帰国後の
特産品購買による
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プランについては、船会社にコントロ

ルとなっている。そして、こうした連

なぐプラットフォーム（

とが期待できる。

ール権がある場合も多く、地域側が関

鎖消費の存在については、中国人を対

のような現状を踏まえた上での対応が

に確認されている。以上より、旅行後

象としたアンケート調査により実証的

べられているように、現状では事業者

や eBay
など）の活用が
Global Market
あることが示唆される。特集5でも述

を得る一助となれば幸いである。

経済効果を高めるための、新たな着想

今回の特集が、インバウンドによる

だまだ注目すべき点は多くあるのでは

おわりに

与できる余地が小さい面もあるが、こ
求められるところである。3つ目につ

のリピート購買は、旅行者自身だけで

単独で海外向けビジネスを展開するに

ないだろうか。

いては、特集2でも示されていたよう

なく、周りの人の消費にも影響を与え

Rakuten

な、複数組織による連携の重要性を改
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