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「訪日外国人消費動向調査」平成 27 年 年次集計表 正誤情報 

 
 
 

「訪日外国人消費動向調査」の平成 27 年年次報告書等の一部に誤りがございましたため、下記の通り

修正いたしました。謹んでお詫び申し上げます。 
なお、ホームページ掲載報告書等に関しては既に数値を修正しております。 

 
 

【修正箇所（表記の修正）】 

  ▼第２編 第１表～第３表、第６表～第１０表、参考表１、参考表４、参考表６、参考表７、

参考表１０、参考表１２～参考表１４、参考表１６、参考表１７ 
  ・表側（タテ項目）：「申込方法（複数回答）」→「申込方法（単一回答）」 
 
  ▼第２編 参考表２、参考表８ 
  ・表側（タテ項目）：「回答数」→「回答者数および訪問率延べ合計」 
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【修正箇所（数値の修正）】 

▼第１編 図表 3-6 消費税免税手続きの実施率 

・「全国籍・地域」 

 

▼第１編 図表 3-7 費目別購入率と費目別の免税実施率 

・「免税実施率」 

 

▼第２編 ①韓国～⑳オーストラリア 

・客層別にみる旅行支出：「観光・レジャー／初めて」、「観光・レジャー／2回目以上」 

 

▼第３編 第３表 

・表側（タテ項目）：「世帯年収（単一回答）」 
・表頭（ヨコ項目）：「鳥取県」のうち「構成比」 

 

▼第３編 第１１表 

・表側（タテ項目）：「免税手続きを実施した回答数および実施率」 
 「消費税免税の手続きをした品目（複数回答）」 
 「免税手続きはしていない」 
 「消費税に係る免税物品購入総額（消費税を除く）」 
・表頭（ヨコ項目）：「全体」のうち「回答数」、「実施率」、「購入総額」 

 

▼第３編 参考表３・９ 

・表側（タテ項目）： 「出発前に得た旅行情報源で役に立ったもの（複数回答）」 
  「日本滞在中に役に立った旅行情報源（複数回答）」 
  「日本滞在中にあると便利だと思った情報（複数回答）」 
  「今回したこと（複数回答）」 
  「訪日前に期待していたこと（複数回答）」 
  「次回したいこと（複数回答）」 
 のうち「回答者数および選択率延べ合計」 
・表頭（ヨコ項目）：「回答数」（全体および各国籍・地域） 
 

 ※次ページ以降参照      
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第１編 図表 3-7 費目別購入率と費目別の免税実施率 図表 3-6 消費税免税手続きの実施率 

  

 

 

第２編 ①韓国～⑳オーストラリア 

 

 

（円／人）

費 目　

　客 層 宿泊料金 飲食費 交通費
娯楽

サービス費
買物代 その他

[滞在日数]

[来訪目的]

　初めて

　2回目以上

　業務

旅行支出
（総額）

費目別支出
 （カッコ内は構成比）

　韓国　全体

　90日以内

　観光・レジャー
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第３編 第３表 

 

 

第３編 第１１表 

 

 

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

全体

買物場所 百貨店・デパート

（複数回答） 家電量販店

ファッション専門店

100円ショップ

高速道路のSA・道の駅

観光地の土産店

宿泊施設

スーパーマーケット

コンビニエンスストア

ドラッグストア

ディスカウントストア

アウトレットモール

都心の複合商業施設

その他ショッピングセンター

鉄道駅構内の店舗

空港の免税店

その他

買い物はしなかった

利用した 空港の両替所

金融機関や 銀行・郵便局

決済方法 ＡＴＭ

（複数回答） その他両替商

宿泊施設での両替

現金

クレジットカード

デビットカード（銀聯カード等）

交通系ICカード（Suica等）

その他（トラベラーズチェック、Edy等）

ラウンジ利用 空港ラウンジを利用した

（単一回答） 空港ラウンジを利用しなかった

旅行手配方法 団体ツアーに参加

（単一回答） 個人旅行向けパッケージ商品を利用

個別手配

申込方法 店頭で申し込んだ

（単一回答） ウェブサイトから申し込んだ

電話等その他の方法で申し込んだ

手配の時期 出発の1週間以内

（単一回答） 出発の1～2週間前

出発の3～4週間前

出発の1～2か月前

出発の3～6か月前

出発の7か月以上前

世帯年収 500万円未満

（単一回答） 500万円以上1,000万円未満

1,000万円以上2,000万円未満

2,000万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

調査項目

全体 韓国 台湾 香港 中国 タイ

回答数 実施率 １) 回答数 実施率 回答数 実施率 回答数 実施率 回答数 実施率 回答数 実施率

免税手続きを実施した回答数および実施率

消費税免税の 菓子類

手続きをした その他食料品・飲料・酒・たばこ

品目 カメラ・ビデオカメラ・時計

（複数回答） 電気製品

化粧品・香水

医薬品・健康グッズ・トイレタリー

和服（着物）・民芸品

服（和服以外）・かばん・靴

マンガ・アニメ等関連商品

書籍・絵葉書・CD・DVD

宝石・貴金属

その他

（単位）回答数：人、購入総額：円／人

全体 韓国 台湾 香港 中国 タイ

回答数 購入総額 ２) 回答数 購入総額 回答数 購入総額 回答数 購入総額 回答数 購入総額 回答数 購入総額

調査項目

調査項目

消費税に係る免税物品購入総額（消費税を除く）

免税手続きはしていない
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第３編 参考表３・９ 

 

 

 

 

 

  

全体 韓国 台湾 香港 中国 タイ

回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率

訪日旅行全体 大変満足

の満足度 満足

やや満足

普通

やや不満

不満

大変不満

回答者数および選択率延べ合計

日本再訪意向 必ず来たい

来たい

やや来たい

何ともいえない

あまり来たくない

来たくない

絶対来たくない

回答者数および選択率延べ合計

出発前に得た 日本政府観光局ホームページ

旅行情報源で 旅行会社ホームページ

役に立ったもの 宿泊施設ホームページ

（複数回答） 航空会社ホームページ

地方観光協会ホームページ

宿泊予約サイト

口コミサイト（トリップアドバイザー等）

ＳＮＳ（Facebook/Twitter/微信等）

個人のブログ

動画サイト（YouTube/土豆網等）

その他インターネット

日本政府観光局の案内所

旅行会社パンフレット

旅行ガイドブック

自国の親族・知人

日本在住の親族・知人

旅行の展示会や見本市

テレビ番組

新聞

旅行専門誌

その他雑誌

その他

特になし

回答者数および選択率延べ合計

日本滞在中に 空港の観光案内所

役に立った 観光案内所（空港除く）

旅行情報源 宿泊施設

（複数回答） 旅行ガイドブック（有料）

フリーペーパー（無料）

インターネット（パソコン）

インターネット（タブレット）

インターネット（スマートフォン）

日本在住の親族・知人

その他

特になし

回答者数および選択率延べ合計

日本滞在中に 宿泊施設

あると便利だと 交通手段

思った情報 飲食店

（複数回答） 観光施設

現地ツアー・観光ガイド

イベント

土産物

買物場所

無料Ｗｉ-Ｆｉ

文化体験プログラム

祈祷室

ＡＴＭ

宅配便

その他

特になし

回答者数および選択率延べ合計

調査項目
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参考表３・９ 

 

 

 

  

全体 韓国 台湾 香港 中国 タイ

回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率

一番満足した 菓子類

購入商品 酒

（自由回答） その他食料品・飲料

たばこ

カメラ・ビデオカメラ

時計

電気製品

化粧品・香水

医薬品・健康グッズ・トイレタリー

和服・民芸品

服・かばん・靴

マンガ・アニメ・キャラクター関連商品

書籍・絵葉書・CD・DVD

その他商品

その他

回答者数および選択率延べ合計

一番満足した 品質が良い

購入商品の デザインが良い・かわいい・きれい

理由 美味しい

（自由回答） 日本製

伝統的・日本独特

好きなブランド・商品

自国で入手が難しい

お土産に良い・人に頼まれた

価格が手頃・自国より安い

便利だから

その他

回答者数および選択率延べ合計

一番満足した 寿司

飲食 ラーメン

（自由回答） そば・うどん

肉料理

魚料理

小麦粉料理

その他日本料理

外国の料理

その他料理

菓子類

果物

酒

その他食料品・飲料

回答者数および選択率延べ合計

一番満足した 美味しい

飲食の理由 品質が良い

（自由回答） 量や種類が適切

価格が手頃・自国より安い

有名である

好きな料理・食品である

珍しい・新しい

健康に良い

デザインが良い・かわいい・きれい

伝統的・日本独特

自国で味わうことができないから

店のサービスや雰囲気

宗教や信条、体質等の理由

その他

回答者数および選択率延べ合計

今回したこと 日本食を食べること

（複数回答） 日本の酒を飲むこと（日本酒・焼酎等）

旅館に宿泊

温泉入浴

自然・景勝地観光

繁華街の街歩き

ショッピング

美術館・博物館

テーマパーク

スキー・スノーボード

その他スポーツ（ゴルフ等）

舞台鑑賞（歌舞伎・演劇・音楽等）

スポーツ観戦（相撲・サッカー等）

自然体験ツアー・農漁村体験

四季の体感（花見・紅葉・雪等）

映画・アニメ縁の地を訪問

日本の歴史・伝統文化体験

日本の日常生活体験

日本のポップカルチャーを楽しむ

治療・健診

上記には当てはまるものがない

回答者数および選択率延べ合計

調査項目
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参考表３・９ 

 

 

以 上 

全体 韓国 台湾 香港 中国 タイ

回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率 回答数 選択率

今回した人の 日本食を食べること

うち満足した 日本の酒を飲むこと（日本酒・焼酎等）

人の割合 旅館に宿泊

（複数回答） 温泉入浴

自然・景勝地観光

繁華街の街歩き

ショッピング

美術館・博物館

テーマパーク

スキー・スノーボード

その他スポーツ（ゴルフ等）

舞台鑑賞（歌舞伎・演劇・音楽等）

スポーツ観戦（相撲・サッカー等）

自然体験ツアー・農漁村体験

四季の体感（花見・紅葉・雪等）

映画・アニメ縁の地を訪問

日本の歴史・伝統文化体験

日本の日常生活体験

日本のポップカルチャーを楽しむ

治療・健診

訪日前に 日本食を食べること

期待して 日本の酒を飲むこと（日本酒・焼酎等）

いたこと 旅館に宿泊

（複数回答） 温泉入浴

自然・景勝地観光

繁華街の街歩き

ショッピング

美術館・博物館

テーマパーク

スキー・スノーボード

その他スポーツ（ゴルフ等）

舞台鑑賞（歌舞伎・演劇・音楽等）

スポーツ観戦（相撲・サッカー等）

自然体験ツアー・農漁村体験

四季の体感（花見・紅葉・雪等）

映画・アニメ縁の地を訪問

日本の歴史・伝統文化体験

日本の日常生活体験

日本のポップカルチャーを楽しむ

治療・健診

上記には当てはまるものがない

回答者数および選択率延べ合計

訪日前に 日本食を食べること

最も期待して 日本の酒を飲むこと（日本酒・焼酎等）

いたこと 旅館に宿泊

（単一回答） 温泉入浴

自然・景勝地観光

繁華街の街歩き

ショッピング

美術館・博物館

テーマパーク

スキー・スノーボード

その他スポーツ（ゴルフ等）

舞台鑑賞（歌舞伎・演劇・音楽等）

スポーツ観戦（相撲・サッカー等）

自然体験ツアー・農漁村体験

四季の体感（花見・紅葉・雪等）

映画・アニメ縁の地を訪問

日本の歴史・伝統文化体験

日本の日常生活体験

日本のポップカルチャーを楽しむ

治療・健診

上記には当てはまるものがない

回答者数および選択率延べ合計

次回したいこと 日本食を食べること

（複数回答） 日本の酒を飲むこと（日本酒・焼酎等）

旅館に宿泊

温泉入浴

自然・景勝地観光

繁華街の街歩き

ショッピング

美術館・博物館

テーマパーク

スキー・スノーボード

その他スポーツ（ゴルフ等）

舞台鑑賞（歌舞伎・演劇・音楽等）

スポーツ観戦（相撲・サッカー等）

自然体験ツアー・農漁村体験

四季の体感（花見・紅葉・雪等）

映画・アニメ縁の地を訪問

日本の歴史・伝統文化体験

日本の日常生活体験

日本のポップカルチャーを楽しむ

治療・健診

上記には当てはまるものがない

回答者数および選択率延べ合計

調査項目


