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上質なインバウンド観光サービス創出に向けて 
 
はじめに 

 

過去数年、我が国の成長を支えてきた訪日観光はコロナ禍で壊滅的打撃を受けた。しかし、コロ

ナが収束に向かい国境を再度開いた暁には、世界中から日本に観光客が押し寄せることが予想さ

れている。欧米に比してコロナの被害抑制に成功したこともあり、各種メディアの調査などでも、コロ

ナ後に訪問したい国として日本は常に上位にランクインしている。東京オリンピック・パラリンピック、

大阪・関西万博など、世界の注目を集めるイベントも多い。これらの機会を活かしつつ、日本はイン

バウンド富裕旅行の受入れに舵を切るべきだ。 

 

富裕旅行に対応する上質なインバウンド観光サービス1の整備を進める狙いは 3 つ。第一に観光

収入の向上を通じた経済成長だ。世界の富裕旅行市場は国際観光の中でも高い成長率を示すセ

グメントである。本委員会の調査でも、一般の訪日客の 10 倍以上の消費をする旅行者が多数存在

し、1000 万円以上の消費をする層も一定数確認されている。インバウンド富裕旅行の増加は地域

の消費拡大、国民所得の向上に大きく貢献する。 

しかし訪日客全体の平均値を見ると、一人当たり旅行消費額は 2016 年以降、約 15 万円で停滞

している。2030 年に「訪日外国人旅行消費額 15 兆円」の目標を達成するには、これを 25 万円に

引き上げることが必要だ。実現には富裕旅行需要の取り込みが欠かせない。 

またコロナ禍がある程度収束しても、水際対策を考えると一気に数千万人規模の訪日客を受け

入れることは現実的ではない。プライベートジェットや隔離された宿泊施設など、安全な旅行手段を

確保できる富裕旅行者から国際観光が復活すると見込まれており、富裕旅行者から段階的に受入

れを再開することが合理的だ。 

第二に日本のブランド力、ソフトパワーの向上だ。インフルエンサーである富裕旅行者による発

信は、効果的な我が国のプロモーションとなり、日本のブランド価値を高めることに貢献する。 

また、各国のリーダー層を構成する富裕旅行者の日本に対する関心・好感度の向上は、国際社

会における我が国の地位向上に大きく寄与する。彼らは企業経営者や投資家でもあるため、我が

国への投資拡大の契機となる効果も期待できる。 

第三に地域の文化・伝統産業への貢献だ。現代アートや古美術品、伝統工芸、高級衣服、宝飾

品などの購買層の主力は富裕層だ。日本各地で衰退・消滅の危機に瀕する文化・伝統産業を未

                                                 
1 上質な観光サービスについて、世界的に Luxury Travel という名称が定着しており、日本政府観

光局の調査において富裕旅行と訳していることも踏まえ、本報告書でも同様の用語を使う。 
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来に繋げる上で、日本を訪れて文化消費を行う富裕旅行者の増加は大きな支えとなる。また彼らは

高い美意識を持ち、街並み・景観に対する要求水準も高い。古民家の街並み再生や廃屋撤去な

どの投資も、富裕旅行者の受入れが進めば回収も容易となる。 

 

富裕旅行者は、単に贅沢や豪華を求めるというより本物志向である。知的好奇心や探究心が強

く、訪問先の自然、伝統、文化に触れることを通じて、背景にある歴史や哲学、美意識などの理解

を深め、旅を通じて得たものを自分のライフスタイルに取り入れようとする。特に近年は、サステナブ

ルな旅や訪問先の地域への貢献機会を求めるような富裕旅行者のニーズも強くなっている。 

 

このような富裕旅行市場を開拓する上で、日本は極めて高いポテンシャルを持つ。第一に豊富

な文化資源。長い歴史を背景とする伝統文化から、世界に浸透するポップカルチャーまで、日本は

品揃えと奥行きを有する文化大国だ。富裕旅行者が好む現代アートや芸術祭、建築、工芸・デザ

インのレベルも高い。 

第二に豊かな自然資源。日本には狭い国土の中に多様な自然が存在し、四季の移り変わりも大

きい。国立公園などの景観を有効に活用することで、スノー、ビーチ、森林など多様かつ上質なリゾ

ート体験を提供するポテンシャルがある。 

第三に美味しく健康的な食。食の充実は、富裕旅行のリピーターを増やすために最重要の項目

だ。日本の食の水準は、和食のみならずフレンチやイタリアン等を含め世界最高レベルだ。しかも

東京・京都・大阪だけでなく、地方部にも豊かで多様な食文化が存在する。 

第四に安全と衛生・医療。富裕旅行受入れの必要条件だが、特にコロナ禍で衛生や医療の水

準はより重視されるようになった。 

そして日本は、富裕層（金融資産 100 万ドル以上）人口で世界 2 位の中国の隣に位置し、東南

アジア諸国の富裕層の成長も期待できる。我が国は大きな地の利を有すると言える。 

 

足元では、コロナ禍で「密を避ける観光」への志向が強い。宿泊、飲食、交通など観光にかかわ

る事業者は生き残りを賭けたウィズコロナの対応に注力しているが、単なる危機対応を越えて、富

裕旅行の需要獲得に向けた進化のきっかけにしたい。 

当面は国内需要を主なターゲットとすることになるが、日本は米中に次いで世界 3 位の富裕層を

有する国だ。富裕旅行者のニーズは極めて多様だが、宿泊・交通などの必要条件については国ご

との違いは余りない。従って、国内富裕旅行者のニーズを充足できる施設やサービスを今のうちに

整備しておくことが、将来の訪日富裕旅行の受入れにも繋がると言える。  
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訪日富裕旅行の需要獲得に向けて、日本政府観光局は、平成 29 年度より欧米豪 5 市場を対象

とした富裕旅行の市場調査や商談会への出展を行ってきた。 

 

富裕旅行市場の開拓には、従来主流であったマスツーリズムとは異なり、極めて多様なニーズに

応えるためのサービスのインフラと高度な人材が必要となる。宿泊、飲食、アクティビティ、交通など

観光サービスのどの局面を見ても、富裕旅行者のニーズに応えられる事業者は不足しており、少

数の富裕旅行向けのトラベルデザイナーやホテルコンシェルジュが孤軍奮闘している現状だ。富

裕旅行という新たな市場創造に向けた長期の本格的取組みが不可欠である。 

 

本委員会は、このような問題意識のもと、ポストコロナ時代を見据えた富裕旅行市場の開拓のた

めの戦略検討を行った。具体的には、世界の富裕旅行の市場動向、訪日富裕旅行者の実態と課

題の把握をふまえ、今後の取組みの方向性について提言を行うものである。 

 
令和３年６月         
上質なインバウンド観光サービス創出に向けた観光戦略検討委員会座長  

梅澤 高明 
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I． 富裕旅行市場の現状と課題について 
 

富裕旅行者の訪日促進に向けた戦略策定のため、まず世界の富裕層、富裕旅行市場の現状に

ついて調査を行うとともに、訪日した富裕旅行者の消費や行動の実態についてクレジットカード決

済データによる分析を行った。 
また、海外から日本に送客する富裕旅行エージェント、そして、日本国内で富裕旅行者の受入

をしているトラベルデザイナー、ホテルコンシェルジュ等へのヒアリングを行い、富裕旅行先としての

我が国の魅力と課題について整理を行った。 
 
１． 富裕層及び富裕旅行市場の現状 
 
（１） 世界の富裕層の概要 
 

まず、世界の富裕層の人口規模、所在、成長性等の特徴について調査した。今回参照した富裕

層情報会社である Wealth-X のレポートにおいては、富裕層を①総資産１～５百万 US ドルの High 
Net Worth（HNW）、②総資産５～30 百万 US ドルの Very-HNW（VHNW）、③総資産 30～1000 百

万 US ドルの Ultra-HNW（UHNW）、④総資産 1000 百万 US ドル以上の Billionaires、の４つのセ

グメントに分類している。 
これに拠ると、富裕層の人口規模は世界全体で約 2,270 万人。米、中、日、独がそれぞれのセグ

メントで上位を占めていることが示されている。（【図表 I-1】） 
【図表 I-1】Wealth-X に準拠したセグメント分類 

 

セグメント
定義

(個人総資産
ベース)

人口 *2
(世界全体
2018年)

国別分布
(18年)

人数トップ5の国・地
域（人数降順）

旅行平均消費
（ドル）

旅行に対する
価値観・選択

消費・生活に
対する価値観

Billionaire 1,000百万ドル～
(1,050億円～) 2,604 米、中、独、露、

スイス -（情報なし） -（情報なし） 慈善活動への関心高い

UHNW*1 30～1,000百万ドル
(31.5億～1,050億円) 265,498 米、中、日、独、加 60,000

フライト：短距離プライベート
ジェット・長距離ファースト
ホテル：ヴィラ貸切

慈善活動への関心高い

VHNW*1 5~30百万ドル
(5.2億～31.5億円) 2,390,380 米、中、日、独、仏 18,000

フライト：短距離ビジネス・
長距離ファースト
ホテル：ジュニアスイート

スポーツへの関心高い

HNW*1 1～５百万ドル
(1億～5億円) 20,012,130 米、日、独、中、英 10,000

フライト：短距離エコノミー・
長距離ビジネス
ホテル：デラックスルーム

スポーツ、テクノロジーへの関
心高い

富裕層全体 1百万ドル以上
(1億円以上) 22,670,612 ― ― ― ―

出所・備考 Wealth-X Wealth-X ILTM・Wealth-X“DEFINING THE GLOBAL 
LUXURY TRAVEL ECOSYSTEM”（2019）

Wealth-X

*1  HNW：High Net Worth, VHNW：Very High Net Worth, UHNW：Ultra High Net Worth
*2 各値の出所、算出は以下の通り

Billionaire: Wealth-X 「The Wealth-X Billionaire Census 2019」から抽出
UHNW ：Wealth-X 「WORLD ULTRA WEALTH REPORT 2020」の2019年の値と前年比伸び率から算出
VHNW ：Wealth-X 「VERY HIGH NET WORTH HANDBOOK 2020」の2019年の値と前年伸び率から算出
HNW ：Wealth-X「 HIGH NET WORTH HANDBOOK 2019」の2018年の個人総資産1～5万ドルの値から抽出
富裕層全体：各セグメント（Billionaire、UHNW、VHNW、HNW）の値を合算し算出
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世界の富裕層をセグメント別にみると、各セグメントともに上位５カ国・地域だけで、およそ富裕層

人口の６割、総資産の６割を占める規模となっている。また、いずれのセグメントにおいても、日本は

上位３位につけている。（【図表 I-2】） 
【図表 I-2】各セグメントの状況 

 
 
富裕層の人口は今後とも大きく成長することが予測されている。特に、アジアで成長が著しく、イン

ド、中国は人口規模が大きくなることが予想されている。富裕層情報会社 Knight Frank の The 
Wealth Report2021-15th edition によれば、2020 年から 2025 年の成長率として、HNW の人口は世

界で 41％増加、UHNW の人口は世界で 27％増加することが見込まれている。 
また、富裕層の年齢構成の変化も重要であり、富裕層情報会社 Capgemini の Global HNW 

Insights Survey によると、2018 年以降 30 代以下の若年層の構成比が約半分に至っており、今後も

増加することが見込まれる。 
 
（２） 富裕旅行市場に関する先行調査 
 

富裕旅行者の訪日促進に向け、「富裕旅行者を知る」ための取組として、日本政府観光局にお

いて、平成 29 年度に欧米豪市場 5 市場（英・仏・独・米・豪）を対象とした富裕旅行市場調査を実

施した。 
この際、富裕旅行については、1 人 1 回当たりの旅行において、航空便等の代金を除く着地消

費額が 100 万円以上の旅行と定義して、調査を行った。当該調査によれば、対象市場における富

裕旅行の市場規模は【図表 I-3】に示すとおりであり、旅行者数では全体のうち約 1％の富裕旅行

者が、旅行消費額では全体の約 13%を占めている。  

VHNW
人口トップ10の国・地域(2018)*2

順位 国・地域 人口 資産総額
(10億USD)

1 米国 836,130 8,201
2 中国 232,406 2,315
3 日本 167,190 1,661
4 ドイツ 126,338 1,283
5 フランス 93,811 936
6 英国 94,368 933
7 カナダ 69,936 727
8 香港 57,493 600
9 韓国 49,694 493
10 イタリア 50,737 514

トップ5か国の構成比：人口55%、資産54％

UHNW
人口トップ10の国・地域（2018）*3

順位 国・地域 人口 資産総額
(10億USD)

1 米国 81,344 9,836
2 中国 24,960 3,763
3 日本 17,856 1,671
4 ドイツ 15,678 1,848
5 カナダ 10,391 1,052
6 フランス 10,148 1,046
7 香港 8,952 1,180
8 英国 9,575 1,009
9 スイス 6,143 808
10 インド 5,827 810

トップ5か国の構成比：人口52%、資産51％

HNW+VHNW
人口トップ10の国・地域(2018)*1

順位 国・地域 人口（前年比成長率） 資産総額(10億USD)
（前年比成長率）)

1 米国 8,676,985 (2.3) 22,683 (2.3)
2 中国 1,880,215 (3.9) 4,989 (3.9)
3 日本 1,618,670 (1.3) 4,394 (1.3)
4 ドイツ 1,022,625 (4.9) 3,010 (4.9)
5 英国 893,905 (1.5) 2,426 (1.5)
6 フランス 877,380 (4.7) 2,449 (4.6)
7 カナダ 505,010 (-1.1) 1,597 (-1.1)
8 韓国 476,600 (-1.2) 1,313 (-1.2)
9 オーストラリア 473,600 (-2.3) 1,160 (-2.2)
10 イタリア 418,090 (6.2) 1,219 (6.2)

*1  Wealth-X 「HIGH NET WORTH HANDBOOK 2019」
*2  Wealth-X 「VERY HIGH NET WORTH HANDBOOK 2020」の2019年の値と前年伸び率から算出
*3  Wealth-X 「WORLD ULTRA WEALTH REPORT 2020」の2019年の値と前年比伸び率から算出

トップ5か国の構成比：人口63%、資産61％
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【図表 I-3】富裕旅行市場の規模 

 
（出典）日本政府観光局 H29 年度富裕旅行市場調査を基に観光庁作成 

 
【図表 I-4】富裕旅行者の特徴 

 
（出典）日本政府観光局 H29 年度富裕旅行市場調査を基に観光庁作成  
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この調査では、富裕旅行者の志向について、高い快適性やベストサービスを求める「Classic 
Luxury」と贅沢よりも貴重な体験や経験を重視する「Modern Luxury」に分類できることや、消費性

向について、全ての費目で高額消費を行う「All Luxury」と自らの優先する一部の費目にのみ高額

をかける「Selective Luxury」に分類できることなどが分かった（【図表 I-4】）。 
また、富裕旅行者の情報収集方法としては、旅行会社やトラベルエージェント、インターネットや

SNS に加えて、友人や家族からの口コミによる影響が大きいことも判明した（【図表 I-4】）。 
 
（３） 最近の富裕旅行のトレンド 
 

富裕旅行業界コンソーシアムである Virtuoso が２０１９年秋にまとめた Top Luxury Travel Trends 
of 2020 によると、旅行のトレンドとして以下の６つが挙げられている。 
① 観光化されていない地域への訪問 例:ボルネオ、グリーンランド、オマーン 
② 複数地域の訪問 例:スキーとビーチ、都会とジャングル 
③ 食に重点をおいた旅 例:料理教室、農村の訪問 
④ 友人や仲間同士のつながりを重視した旅 
⑤ EQ を高める旅 例:趣味や関心事を深める旅、より地域らしい宿泊施設の利用 
⑥ より旅を楽しめる環境 例:航空機の機側での出迎えや入国時の手続きでの特別対応などの会

員制のサービスの提供 
 

また、世界の富裕旅行先ランキング（top global destination）として日本はイタリア、ギリシア、フラ

ンスに次いで４位に位置づけられている。世界の注目旅行先ランキング（top emerging destination）

としても日本はクロアチア、北極、アイスランドについて４位に位置づけられている。このように、日

本の富裕旅行先としての認知度が高まっていることが分かる。  
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今回の調査においては、多様な価値観、動機、目的を持つ富裕旅行者について、海外のトラベ

ルデザイナーや富裕旅行者本人、有識者からのヒアリングをベースに、旅行時の心理状況を旅行

の好み（自己発見かアクティブか）と重視する要素（楽しみか目的か）の２軸で整理し、４つの領域

へ分類し、富裕旅行の求めるものについて大まかに把握し、富裕旅行者の志向についての理解を

深めた。（【図表 I-5】） 
【図表 I-5】 

 
 

具体的には、①Aesthetics seeking moments（美意識の追求）、②Entertainment seeking moments
（娯楽・楽しみの追求）、③Truth seeking moments（真理の追求）、④Discovery seeking moments（新

たな発見・体験の追求）と分類した。それぞれ、「①旅行の中で、自分自身の美意識を追求し、且

つ、旅先で得られる文化的な要素を余すことなく満喫することを求める」、「②より多くの楽しみ、刺

激的なアクティビティの体験と、旅先の文化的な要素を知るための重要な要素や発見を求める」

「③旅行を通じ、自身の信念が反転する、人生観が変わる、新たな人生の価値観を見出す体験、

経験を求める」、「④旅行先の国・地域の伝統や儀式の真髄を知り、浸るとともに、家族や友人との

貴重な時間の共有を求める」、といった特性がある。これら４つの類型のそれぞれについて、旅行

の目的や旅行パターンが異なり、我が国で魅力となるコンテンツも異なる。（【図表 I-6】）尚、同一

人が時と場合によって、異なる旅行の行動をとることも考慮に入れる必要がある。  
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【図表 I-6】 

 

 
海外トラベルデザイナー、富裕旅行者本人等へのヒアリングによると、４つの領域のうち、世界トレ

ンドでは 2030 年までに Truth seeking moments、Discovery seeking moments において成長が見込

まれている。これは、日本の地方にとって追い風であり、地方において、多く存在するこうしたセグメ

ントのコンテンツを磨き、地方への誘客を進める必要があるだろう。（【図表 I-7】） 
【図表 I-7】 

 

項目 美意識の追求
Aesthetics seeking moments

娯楽・楽しみの追求
Entertainment seeking moments

真理の追求
Truth seeking moments

新たな発見・体験の追求
Discovery seeking moments

概要
旅行の中で、自分自身の美意識を追
求し、且つ、旅先で得られる文化的な
要素を余すことなく満喫することを求める

より多くの楽しみ、刺激的なアクティビ
ティの体験と、旅先の文化的な要素、を
知るための重要な要素や発見を求める

旅行を通じ、自身の信念が反転する、
人生観が変わる、新たな人生の価値観
を見出す体験、経験を求める

旅行先の国・地域の伝統や儀式の真
髄を知り、浸るとともに、家族や友人との
貴重な時間の共有を求める

キーワード 感覚的、卓越性 自由、陽気、楽しさ 変革、思索的、権力・権威志向 好奇心、アドベンチャー、体験・経験

旅行の目的
充実した時間
特別、特別感のある体験
知的な刺激

限界の無い直感的な経験
自己満足＆幸せの共有
友人、関係者との時間の共有
バケットリストの実行、達成

新しい、型にはまらないものの探求
節酒等、節制、自身への挑戦
自分自身の再調整、整える
地元の人との交流

親族との充実した時間を過ごす
挑戦(距離感、文化の違い、言語)
すべてを学び、理解する
経験値を高める

重視する
要素

綿密な計画
安全・安心
混雑の無い環境
最上級のサービス

柔軟性
効率的な計画
貴重な体験（費用は問わない）

一般的ではない特別な経験
混雑の無い環境
サービスと費用のバランス

綿密な計画
一般的ではなく、カルチャーショックとなる
ような体験、経験

宿泊施設 5つ星ホテル プライベートな別荘、ヴィラ
眺めの良いスイートルーム

旅館 型破りな新しい形態の宿泊施設
豪華なロッジ

旅行パターン
(例)

フランスで最上級の生活スタイル満喫
・パリの美術館巡り
・グルメの堪能、ショッピング
・南部地域でのスパ体験

ドバイでの贅沢なショッピング体験
・ショッピングとガストロノミー
・感情、感覚的に刺激的な体験

インドネシアのバリ島で現地の瞑想イ
ベントに参加
・肉体的・精神的な体験
・カリスマとの出会い

タンザニアで家族とサファリ、自然体験
を満喫
・自然の観察
・地域の伝統の学習、体験

魅力となる
日本の要素、
コンテンツ

美的価値観（侘び寂び）
伝統的な美食（懐石料理など）
おもてなし文化
清潔感と安心感
ルール、マナーの厳格さと組織力

東京等、大都市の現代日本文化
上質なエンターテイメント
ミシュランの星付きレストラン
密集する高級店、ブティック

旅館、茶道、
森林セラピープログラム、リトリート、
寺院、富士山
シンプルで精神的に独立した状態

幅広く、多様なアクティビティサービス
（文化、歴史、美食、ショッピング等）
日本の独自文化（言語、伝統等）

旅行先選択
の障壁・限界
(Limit)

・上質な宿泊施設が無い
・言語が通じない

・言語が通じない
・異なる文化的慣習の生活スタイル

・アクセスの悪い地域への訪問 ・インフラの未整備（未整備の地域に
は行かない）

世界における各分類領域の割合(2019年) 今後の世界の各分類領域の割合 (2030年)

※Insign、EYが各国トラベルデザイナー、有識者、富裕層へのヒアリングから推計

25～30%

20～25%

15～18%

30～34%

日本は、東京、大阪といった都心に上質な宿泊施設が集中していること、またクレジットカード分析でも富裕層の
消費が東京に集中していることからも、「娯楽・楽しさの追求」領域の割合が高いと考えられる

今後成長が見込
まれる領域

35%
Aesthetics 

seeking moments
（美意識の追求）

35%
Entertainment  

seeking moments
（娯楽・楽しさの追求）

20%
Truth 

seeking moments
（真理の追求）

10%
Discovery

seeking moments
（新たな発見・体験の追求）
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（４） 新型コロナ感染症以降の富裕旅行を取り巻く環境変化  
 

新型コロナ感染症の影響下、今後の富裕旅行を取り巻く環境の変化についても見ていきたい。

コロナ以前の関連文献含む各種調査の結果からは、もともと富裕層は心身の健康への関心が高く、

コロナの影響でその傾向に拍車がかかっていることが判明した。また、今後、サービス面では、緊

急での医療対応や避難を目的とした市民権・パスポートの取得、オンデマンド型の医療サービスの

優先度が上がることが予測されるほか、家族の安全を優先することや、自宅をアップグレードする等

の安全確保にも消費が盛んになる傾向が見込まれている。 
（【図表 I-8】） 

【図表 I-8】富裕層の消費変化 

 
 

富裕旅行における支出は主要国のロックダウンで消極化したものの、経済活動の再開で回復基

調にある。分析から判明した新たな傾向として、周囲から隔離された移動手段が選好され、感染リ

スクを高めるアクティビティは忌避されるという変化が見られており、このため、プライベートジェット

利用による移動や物理的に距離を取りやすいキャンプ、人の少ない国・地域を目的地とした旅行が

好まれており、感染リスクの低減が重要な課題になっていることが分かる。（【図表 I-9】） 

出典：Euromonitor “Meeting the Demands of High Net-Worth Individuals”（2018）、Wealth-X “GLOBAL LUXURY OUTLOOK 2020”(2020), Wealth-X “A 
DECADE  OF WEALTH ”（2020）

コロナによる富裕層の消費変化に関する各種分析（コロナ以前の関連文献含む）

【Euromonitor（国際的データベンダー）の調査】

富裕層（総資産1百万ドル以上）は心身ともに健康な
生活スタイルへの関心が高く、ウェアラブル端末やデジタ
ルプラットフォームを用いたセルフマネジメントへの需要も
高い

香港のプレミアムクルーズDream Cruiseは航行中の
フィットネスやスパクラスを開講し、健康への支出が全体
の1/4にも達する中国人富裕層の取り込みを狙う

【Wealth-X（富裕層情報ベンダー）の分析】

コロナウイルスによる富裕層（総資産1百万ドル～）の
消費の変化として、オンラインショッピングに対する消費の
増加が挙げられる。多くのラグジュアリーブランドはオンラ
インチャネルの拡充を図った

【Wealth-Xの分析（続き）】

サービス面では、（補：いざという時に医療を受けたり、
避難できるようにするための）追加の市民権・パスポート
の取得、オンデマンド型の医療サービスの優先度が上が
ると予測

家族の安全に優先度をシフトする傾向もみられる（富裕
層向け旅行代理店Sienna Charles CEOのコメン
ト）

安全地帯（safe haven）として自分の住居をアップグ
レードするための消費も盛ん

パンデミックに対して、富裕層が慈善活動を積極的に行っ
ていく例がみられる（例：Alibaba創立者のジャック・
マー、 Twitter社のジャック・ドーシー, ビル&メリンダ・ゲ
イツ財団）
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【図表 I-9】富裕旅行の傾向変化 

 

 
コロナのパンデミック直前と、パンデミックによる主要都市のロックダウン解除後を比較すると、旅

行需要全体の落ち込みから多くの旅行形態で選択率が下がる中、感染リスクを下げるために、郊

外・田舎で過ごす形式の旅行ニーズが伸びている。従って今後、地方における誘客が有利になる

可能性がある。（【図表 I-10】） 
【図表 I-10】富裕旅行の形態の変化 

 

設問：来年行いそうな旅行の形態は次のうちどれか（複数回答可）

アクティビティ ビーチ ボート
クルーズ

都会で
過ごす

家族で
過ごす

郊外・田舎
で過ごす

名所観光・
ツアー 周遊旅行

2019年*1 26.2 58.0 28.1 61.0 59.3 23.8 55.2 22.4

2020年*2 21.9 58.3 25.5 56.0 54.8 27.5 45.1 18.3

差分 ▲ 4.3 0.3 ▲ 2.6 ▲ 5.0 ▲ 4.5 3.7 ▲ 10.1 ▲ 4.1

富裕旅行の形態の変化

旅行需要全体の落ち込みから多くの形態で選択率が
下がる中、感染リスクを下げるため郊外・田舎で過ごし
たいニーズが伸びていると推測される

出典： ALTIANT “Global Luxury AND ASSET MANAGEMENT (GLAM) MONITOR”
注：米国、英国、ドイツ、スイス、フランス、日本、中国、香港、韓国、シンガポールの世帯収入10万ドル以上のパネル（N：4,120）

（項目名の日本語訳はEY）

（％）*1 2019年10~12月(第4四半期)の調査
*2 2020年7~9月(第3四半期)の調査
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２． 日本国内での富裕旅行者の消費行動及びサービスニーズ 
 

先述した日本政府観光局における先行調査の成果をふまえ、今回の検討に際しては、富裕旅

行者の消費や行動やサービスニーズ等をより解像度を上げて理解するため、以下のような調査を

行った。 
 
① 消費行動の実態を明らかにするため、2019 年の訪日外国人のカード決済データを用い、日本

着地で 100～300 万円消費の旅行者と 300 万円以上消費の旅行者に分け、その消費の内容

と消費した地域等について分析を行った。また、消費のデータに現れる旅行者の地域間の周

遊の状況についても分析した。 
 
② 海外から日本に送客する旅行エージェントへのヒアリングを行い、富裕旅行者のニーズや訪日

旅行の課題について調査した。 
 
③ 日本国内の富裕旅行に関係するプレーヤーの現状を調査するとともに、これらの事業者やホ

テルコンシェルジュへのヒアリングを行い、訪日富裕旅行者のサービスニーズと対応するサー

ビスの供給にあたっての課題について調査した。 
 
④ 諸外国の富裕旅行誘致に向けた先進事例を調査した。 
 
（１） クレジットカード決済データによる訪日富裕旅行者の消費行動の分析 
 
(i) 消費行動について 

 
本調査では、クレジットカードの決済データから富裕旅行者にかかる消費行動の分析を行った。

分析に際しては、三井住友カード及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した。日本に在住している外国人は除き、訪日外国人全体の４０％程

度の人数、1,300 万人の実際の消費データを捕捉している。全数データの捕捉はできないものの、

VISA、MasterCard、銀聯それぞれの決済データの取得ができている。（【図表 I-11】）なお、今回の

分析では、現金・電子マネーでの支払いや国外での消費案件は捕捉できないため、消費水準及

び人数については、最低限のものとして見る必要がある。  
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【図表 I-11】取扱データの前提 

 

 
訪日外国人旅行者のカード決済データを①一般層（100 万円未満）、②富裕旅行者 Tier2（100

万円以上 300 万円未満）、③富裕旅行者 Tier1（300 万円以上）のセグメントに分解し、分析してい

る。データからは、富裕旅行者 Tier1＋Tier2 で見ると、100 万～150 万円未満の消費に集中して

いるが、平均消費単価は約 210 万円。Tier1 のみで見ると、1,000 万円以上の消費も一定程度見

られる中で、平均消費単価も 630 万円超と高額の消費となっている事実が確認できる。（【図表 I-
12】） 
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【図表 I-12】訪日外国人旅行者のカード利用額の分布 

 

 

 

利用人数（人） 利用件数（千件） 利用金額（百万円） 平均消費単価（千円/人）

全体 約13,000,000 約46,000 約732,000 約60

富裕層(Tier1)
（300万円以上） 6,033 99 38,086 6,313

富裕層(Tier2)
（100万円以上） 42,768 521 64,972 1,519

訪日外国人旅行者のカード決済データの概要 (2019)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

26,000
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149万

150-
199万

200-
249万
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699万

700-
799万

800-
899万

900-
999万

1000万-

（内訳) 2019年 Tier1 6,033人
Tier2 42,768人

（人数）

（利用額）

訪日外国人旅行者のカード利用額の分布
(カード利用１００万円以上)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

12,000,000

0-9万 10-19万 20-29万 30-39万 40-49万 50-59万 60-69万 70-79万 80-89万 90-99万

出所：三井住友カード株式会社

訪日外国人旅行者のカード利用額の分布
(カード利用１００万円以下)（人数）

（利用額）
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国・地域別の消費額の順位では、１位が中国で、以下、２位の米国、８位の英国を除き、アジア

諸国が１０位までを占めている。また、国籍・地域別の構成比をみると、中国の割合が非常に高く、

一般層に比較して富裕旅行者の割合が大きいことがわかる。また、中国を除いた内訳を見ると、香

港、タイ、シンガポールは一般層に比べ、富裕旅行者の国籍・地域別構成比において存在感が大

きいことがわかる。（【図表 I-13】、【図表 I-14】） 
【図表 I-13】国・地域別の消費額順位 

 
 

【図表 I-14】国・地域別分布状況 
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【図表 I-15】セグメント別消費業種ランキング 

 
※免税店2  

 
業種別の消費金額、件数の構成比を見ると、一般層ではホテル・旅館が消費のトップであるが、

富裕旅行者では百貨店、貴金属・時計、その他小売（美術品等）での高額消費が目立つ。（【図表 
I-15】） 
 

Tier2 は、貴金属・時計の消費のみ平均消費単価が 100 万円を超えるが、Tier1 に至っては、多

くの業種の消費において 100 万円を超え、貴金属・時計は 500 万円超、その他小売は 400 万円超

の消費単価となっている。また、利用人数は少ないものの注目すべき業種として、病院・クリニック

については、Tier1 の消費単価が 300 万円超、Tier2 も 90 万円超と高額になっている。【図表 I-
16】） 
 

旅行代理店の利用人数も多くはないものの、比較的高単価であり、Tier1 は消費単価が 260 万

円超、Tier2 も 60 万円超で、文化体験等のアクティビティに多額の支出をしている旅行者が確認

できる。 
なお、日本国内でのアクティビティや行程のアレンジに係る国内の旅行代理店への支払いは、

事前に振込するケースが多く、必ずしも日本国内でのカード支払いになっていない点は留意が必

要である。  

                                                 
2 業種分類において、免税店とは、いわゆる空港型免税店 DUTY FREE を指す。(以下の図表に

おいて同じ） 
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【図表 I-16】セグメント別消費業種ランキング 

 
 

国・地域別における Tier1 の消費動向の特徴としては、米国、英国、中東については、ホテル・旅

館の構成比が高い一方、タイ、フィリピン、ベトナム、中国等のアジア諸国は貴金属・時計やブラン

ド品の購入が多い傾向にある。また、中国においては、「その他小売」に占める美術品、骨董品等

の割合が高くなっている点が特徴的となっている。（【図表 I-17】） 
【図表 I-17】Tier1 の国・地域別消費動向 

 

出所：三井住友カード株式会社

※Tier2以上の「利用金額合計」上位20業種を昇順に記載

業種
Tier2以上

利用人数合計
Tier2以上

利用金額合計
Tier2以上

平均消費単価Tier1
利用人数

Tier2
利用人数

Tier1
利用金額

Tier2
利用金額

Tier1
平均消費単価

Tier2
平均消費単価

2019年 (人) 2019年 （百万円） 2019年 （千円/人）
セグメント全体 48,801 6,033 42,768 103,059 38,086 64,972 2,112 6,313 1,519

1 百貨店 27,039 3,087 23,952 28,668 7,944 20,724 1,060 2,573 865
2 貴金属・時計 9,624 1,881 7,743 18,416 9,769 8,648 1,914 5,193 1,117
3 その他小売 11,025 1,488 9,537 9,897 6,955 2,942 898 4,674 308
4 ホテル・旅館（オンライン含む） 12,084 1,410 10,674 8,634 2,465 6,169 714 1,748 578
5 衣服ブランド・メーカー 12,573 1,844 10,729 8,542 3,084 5,459 679 1,672 509
6 免税店 5,945 443 5,502 5,043 864 4,179 848 1,951 759
7 空港店舗 17,556 1,876 15,680 4,030 757 3,274 230 403 209
8 衣服小物 7,016 957 6,059 3,183 1,304 1,879 454 1,363 310
9 家電量販店 10,299 977 9,322 2,931 514 2,416 285 526 259
10 衣服小売り 8,392 986 7,406 2,031 500 1,531 242 507 207
11 病院・クリニック 1,302 313 989 1,923 1,011 912 1,477 3,229 922
12 ショッピングセンタ 12,182 1,181 11,001 1,569 362 1,207 129 307 110
13 ディスカウントストア 1,782 231 1,551 1,511 434 1,077 848 1,878 694
14 レジャー（ゴルフ、映画、カラオケ等） 4,236 368 3,868 1,252 547 704 295 1,488 182
15 旅行代理店 1,321 164 1,157 1,157 431 726 876 2,628 627
16 飲食店・レストラン 10,470 1,176 9,294 1,053 245 808 101 208 87
17 ドラッグストア 8,770 885 7,885 844 156 688 96 176 87
18 航空会社 1,166 115 1,051 640 158 481 548 1,376 458
19 美容・エステ 743 126 617 598 197 401 804 1,560 650
20 コンビニ・酒屋・商店 5,631 552 5,079 383 148 235 68 268 46

その他 ― ― ― 756 243 513 ― ― ―

国籍・地域
業種 中国 アメリカ 香港 タイ シンガ

ポ－ル 台湾 フイリピン 韓国 ベトナム インド
ネシア カタ－ル イギリス アラブ

(UAE)
マレ－
シア ロシア

貴金属・時計 28.0% 5.3% 15.9% 41.7% 18.6% 15.1% 33.4% 5.9% 33.2% 9.0% 11.5% 0.0% 7.8% 29.2% 25.6%

百貨店 24.2% 4.8% 18.0% 7.7% 11.0% 9.8% 4.8% 1.1% 8.0% 8.9% 3.8% 2.0% 6.5% 5.6% 5.7%

その他小売 22.0% 7.0% 3.8% 4.9% 4.5% 2.5% 12.2% 6.5% 0.8% 2.3% 1.2% 1.4% 0.3% 10.1% 6.8%

衣服ブランド・メーカー 6.7% 5.2% 16.8% 17.1% 19.9% 20.2% 7.1% 1.8% 10.8% 40.7% 22.5% 1.8% 12.6% 15.6% 5.0%

ホテル・旅館
(オンライン含む) 1.4% 37.3% 10.5% 9.7% 12.8% 7.5% 6.4% 31.4% 13.4% 22.9% 52.0% 66.8% 65.5% 29.9% 43.7%

衣服小物 2.7% 8.5% 3.4% 7.8% 10.4% 12.9% 15.7% 0.6% 2.9% 4.4% 0.1% 1.5% 2.6% 0.4% 0.3%

病院・クリニック 2.6% 1.9% 4.2% 0.6% 5.9% 3.3% 0.0% 0.0% 16.9% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

空港店舗 1.9% 0.7% 5.3% 2.4% 1.8% 6.0% 3.3% 0.1% 2.2% 0.3% 0.2% 0.0% 0.4% 1.9% 2.9%

レジャー
(ゴルフ、映画、カラオケ等) 0.8% 1.4% 0.4% 0.1% 1.0% 7.4% 0.0% 46.4% 0.0% 0.4% 0.4% 8.6% 0.8% 0.2% 4.1%

衣服小売り 1.1% 1.5% 4.0% 0.9% 1.8% 5.0% 0.1% 2.1% 2.0% 1.8% 2.5% 0.0% 0.6% 0.4% 0.8%

旅行代理店 0.3% 11.7% 1.1% 0.4% 2.2% 0.0% 0.2% 1.8% 4.6% 2.6% 0.0% 3.7% 1.6% 0.2% 1.4%

【Tier1】国籍・地域別×業種別 消費構成比（金額）

※国籍・地域：各セグメントでの利用金額上位15か国 / 業種：各セグメントでの利用金額上位11業種

※中国は、ツアーパッケージでの訪問、OTA経由での予約が多い等
と考えられるため、ホテル・旅館の消費が少なく出ている可能性あり

出所：三井住友カード株式会社
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Tier2 の国・地域別の消費を見ると、Tier1 と同様で、米国、英国、中東については、ホテル・旅館

（オンライン含む）の構成比が高い一方、中国、香港、フィリピン等のアジア諸国は貴金属・時計や

百貨店での消費が多い傾向にある。（【図表 I-18】） 
【図表 I-18】Tier2 の国・地域別消費動向 

 
 

(ii) Tier１旅行者の訪問地、周遊の状況 
 

国籍・地域別に各都道府県における Tier1 の訪問比率の状況を見ると、東京への訪問が 75％以

上と高い。大阪は 30％超と全般的に高い訪問率。特に、アジアの富裕層に好まれている傾向にあ

る。一方、京都は相対的に低く、米国からの訪問者が中心となっている。また、北海道については、

タイ、シンガポール、マレーシアからの訪問が多い傾向にあり、地域によって特徴がでている。（【図

表 I-19】） 
【図表 I-19】国籍・地域別都道府県来訪率 

 

【Tier2】国籍・地域別×業種別 消費構成比（金額）

出所：三井住友カード株式会社

※国籍・地域：各セグメントでの利用金額上位15か国 / 業種：各セグメントでの利用金額上位11業種

国籍・地域
業種 中国 アメリカ 香港 タイ シンガ

ポ－ル 台湾 フイリピン 韓国 ベトナム インド
ネシア カタ－ル イギリス アラブ

(UAE)
マレ－
シア ロシア

貴金属・時計 14.9% 5.9% 9.9% 11.1% 11.7% 6.2% 26.7% 5.2% 9.9% 6.7% 8.2% 4.3% 5.5% 10.3% 7.5%

百貨店 39.0% 5.6% 21.3% 13.3% 11.9% 13.8% 7.7% 7.0% 12.7% 16.2% 9.1% 1.8% 8.8% 11.8% 10.7%

その他小売 4.3% 5.8% 4.9% 6.1% 3.3% 6.1% 8.8% 7.5% 3.0% 4.2% 2.6% 3.3% 3.5% 2.1% 4.6%

衣服ブランド・メーカー 7.6% 5.5% 14.1% 15.0% 16.1% 20.4% 7.4% 7.2% 9.5% 21.7% 18.1% 0.5% 11.5% 16.6% 9.4%

ホテル・旅館
(オンライン含む) 3.0% 44.7% 13.0% 13.1% 24.0% 10.8% 10.2% 31.5% 16.2% 18.9% 46.6% 51.0% 44.5% 22.9% 31.3%

衣服小物 2.7% 1.6% 3.6% 7.1% 2.9% 2.5% 12.4% 2.4% 2.0% 4.1% 0.3% 1.0% 1.9% 6.8% 1.1%

病院・クリニック 1.5% 1.1% 1.3% 0.0% 1.2% 0.6% 0.2% 3.7% 2.8% 0.7% 0.0% 1.0% 0.3% 0.7% 1.1%

空港店舗 5.1% 3.0% 6.3% 6.0% 4.1% 14.9% 4.2% 4.0% 11.7% 5.7% 4.1% 0.8% 2.0% 5.9% 8.0%

レジャー
(ゴルフ、映画、カラオケ等) 0.3% 2.1% 1.5% 1.1% 2.8% 3.3% 0.2% 5.4% 0.1% 0.9% 2.6% 20.4% 6.7% 1.9% 3.8%

衣服小売り 2.1% 2.2% 4.1% 3.5% 2.5% 4.7% 1.5% 5.9% 3.9% 3.0% 1.8% 1.2% 2.1% 4.2% 5.2%

旅行代理店 0.2% 5.9% 2.2% 2.1% 5.6% 1.5% 0.9% 5.5% 1.1% 1.6% 0.3% 1.9% 1.7% 2.4% 4.9%

【Tier1】国籍・地域別 都道府県来訪率（2019年）

国籍・
地域
合計

上位
国籍・地域
単純平均

中国 香港 アメリカ シンガ
ポ－ル タイ 台湾 フイリピン インド

ネシア ベトナム 韓国 イギリス マレ－
シア

アラブ
(UAE) カタ－ル オ－スト

ラリア

全体 100% - 75.7% 4.6% 4.0% 2.3% 2.0% 1.6% 1.2% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%

東京都 76.7% 80.5% 75.9% 75.8% 72.3% 89.7% 78.7% 79.8% 70.4% 92.9% 86.3% 61.0% 56.4% 91.4% 94.1% 100.0% 82.1%

大阪府 32.7% 23.0% 36.2% 25.3% 18.6% 17.6% 32.8% 23.4% 29.6% 21.4% 31.4% 24.4% ** 22.9% 20.6% 15.2% 17.9%

千葉県 10.4% 17.9% 7.8% 16.2% 20.2% 16.9% 23.0% 24.5% 16.9% 19.6% 29.4% ** ** 22.9% 23.5% 21.2% **

京都府 7.9% 7.5% 7.7% 6.5% 14.0% 8.8% 5.7% ** 0.0% 8.9% ** ** ** ** ** ** **

神奈川県 7.4% 4.3% 8.2% 5.1% 10.3% 3.7% ** ** 0.0% ** ** ** ** ** ** ** **

北海道 6.0% 7.3% 5.2% 11.6% 3.7% 15.4% 16.4% 5.3% 7.0% ** 9.8% ** ** 14.3% ** ** **

愛知県 4.2% 3.9% 4.6% 5.8% 2.5% ** ** ** 7.0% 0.0% 0.0% ** ** 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

福岡県 3.3% 4.1% 3.3% 6.1% 2.5% 0.0% 8.2% 6.4% ** ** ** ** ** 0.0% 0.0% 0.0% **

静岡県 2.9% 4.7% 2.7% 4.0% ** 4.4% 4.9% ** 9.9% 10.7% ** ** 0.0% ** 0.0% ** **

出所：三井住友カード株式会社

**は、サンプル数が少ないため秘匿化したもの
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Tier1 と一般層で消費地を比較すると、Tier1 の消費の多くは東京都、大阪府、神奈川県に集中

している。これらの地域に、高額な消費をする場所が多いといえる。（【図表 I-20】） 
【図表 I-20】Tier1・一般層のエリア別分析（利用金額） 

 

 
Tier1 と一般層のクレジットカード利用件数の分布を比較すると、Tier1 は東京都、大阪府で件数

ベースで、多くの消費をしていることが分かる。（【図表 I-21】） 
【図表 I-21】Tier1・一般層のエリア別分析（利用件数） 

 



 

21 
 

次に、Tier１の地域間移動、周遊状況を把握するため、ある地域で消費した旅行者が、他にどの

地域で消費しているか、という観点から分析を行った。 
 

【図表 I-22】の上図では、東京を訪問（消費）した Tier1 の他地域での訪問（消費）の状況を示し

ている。 
具体的には、Tier１で東京を訪問した旅行者は、東京のみを訪問しているケースが多く、他地域

への訪問は多くない傾向にあるが、そのうち２割ほどは大阪を訪問していることがわかる。 
 
また、【図表 I-22】の下図において、各地域を訪問した Tier１が、どの程度東京に訪問するかに

ついてみてみると、関東近郊県を訪問した旅行者の８～９割が東京を訪問しており、また、京都、奈

良、北海道、広島を訪問した Tier1 の７割以上が東京を訪れている。（【図表 I-22】） 
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【図表 I-22】地域間移動分析（東京） 

 

 

 

 

 東京のみ訪問するケースが多い。 
 東京訪問者の２割超が大阪に訪問しており、ついで千葉、京都、神奈川、北海道に
訪問している割合が多い。 

 関東近郊県を訪れた旅行者の多くが、東京も訪問している。また、京都、奈良、北海
道、広島の訪問者の７割が東京も訪問している。 

 大阪を訪問した旅行者が東京を訪れる比率は、あまり高くないことがわかる。上位 10
地域から外れている。 
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【図表 I-23】上図によると、Tier１で京都を訪問した旅行者は、東京、大阪にも訪問する割合が高

いが、一方で、奈良、滋賀など隣接の近畿圏への訪問は少ない。また、同下図によると、奈良、兵

庫など近畿圏を訪問した Tier１の旅行者が京都を訪問する割合が高い。また、石川の訪問者の 2
割が京都にも訪問していることは注目すべきで、伝統文化に関心のある旅行者の周遊が想定され

る。 
【図表 I-23】地域間移動分析（京都） 

 

 

 

 

 京都の訪問者は、東京、大阪への訪問が高い一方、他の近畿圏への訪問率は必ずしも高くないことがわかる。 

 近畿圏を訪問した Tier1 は、多くが京都も訪問している。 
 石川と京都の両方訪問するケースもみられ、文化がテーマの周遊ルートが想定される。 
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【図表 I-24】上図によると、Tier1 で北海道を訪問した旅行者の７割は東京、３割弱は大阪を訪問

している。同下図によると、山梨、長野、静岡、沖縄の訪問者の１割前後が北海道を訪問しており、

富士山などの自然を好む層の周遊が想定される。 
 

【図表 I-24】地域間移動分析（北海道） 

 

 

 

 

 北海道の訪問者は、東京、大阪への訪問が多い。また、静岡、山梨への訪問も注目
され、富士山など、自然をテーマにした周遊が想定される。 

 山梨、長野、静岡、沖縄等、自然景観に魅力のある地域を訪れた旅行者は、北海道
もセットで訪問している傾向がある。 



 

25 
 

 
【図表 I-25】上図によると、Tier１で大阪を訪問した旅行者の約半数が東京にも周遊する傾向が

ある。同下図によると、奈良や兵庫など近畿圏の訪問者の８割超が、また、岡山、広島の訪問者の

５割超が大阪を訪問しており、西日本内で周遊する旅行者が比較的多いと考えられる。 
 

【図表 I-25】地域間移動分析（大阪） 

 

 

 

 

 大阪の訪問者の 5 割超が東京を訪問している。次いで京都への訪問が多い。 

 近畿圏、岡山、広島の訪問者の多くが、大阪を訪問している。 
 西日本を中心に周遊していることがうかがえる。 



 

26 
 

(iii) ウェルネスとアートに関する消費の状況 
 
最後に、特に高額消費がみられるウェルネス分野とアート分野に注目して Tier１の消費について

分析した。 
ウェルネス分野（医療系、美容系）での店舗におけるクレジットカード利用にかかる状況を国籍・

地域別に見ると、医療系については、人数では中国、利用割合ではベトナムやロシアからの Tier1
が多くなっている。（【図表 I-26】） 

【図表 I-26】国籍・地域別医療・美容利用者の状況 

 
 
また、医療・美容利用者は、Tier1 全体の消費傾向とはやや異なり、貴金属・時計やその他小売

（アート関連の消費）は少なくなっている一方で、医療利用者は衣類ブランド・メーカーの路面店等

での消費が高く、また、美容利用者は百貨店での消費が高い傾向にある。（【図表 I-27】） 
【図表 I-27】医療・美容利用者の消費状況 

 
【Tier1】医療・美容利用者 業種別利用金額シェア（2018-2019 年合算） 

※「病院・クリニック」「美容・エステ」を除いたシェア差分 TOP15 業種（件数 10 件以上業種のみ） 

【Tier1】国籍・地域別 ウェルネス利用（2018-2019年合算） ウェルネス利用有
Tier1 ALL ウェルネス利用有 医療利用者 美容利用者

人数 人数 利用有率 人数 利用有率 人数 利用有率
国籍・地域
合計 12,589 814 6.5% 465 3.7% 380 3.0%

中国 9851 683 6.9% 383 3.9% 330 3.3%
香港 542 28 5.2% 12 2.2% 16 3.0%
アメリカ 456 20 4.4% 13 2.9% 7 1.5%
ベトナム 79 19 24.1% 17 21.5% ** **
シンガポ－ル 239 13 5.4% 7 2.9% 7 2.9%
ロシア 45 5 11.1% ** ** ** **
**は、サンプル数が少ないため秘匿化したもの
※各国・地域は、人数上位国・地域を掲載

出所：三井住友カード株式会社
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アート関連の利用者は、オークション等での消費が中心となっており、中国、米国、香港からの

旅行者の消費が多くなっている。（【図表 I-28】） 
 

【図表 I-28】国籍・地域別アート関連利用者の状況 

  
 

アート関連の利用者は、全体と比較すると貴金属・時計で消費する割合は低くなり、ホテル・旅館

（オンライン含む）にかける消費が高い傾向にある。（【図表 I-29】） 
 

【図表 I-29】アート関連利用者の消費状況 

 
【Tier1】アート関連利用者 業種別利用金額シェア（2018-2019 年合算） 

※「その他小売」「美術館・博物館・隣接ショップ」を除いたシェア差分 TOP15 業種（件数 10 件以上業種のみ） 

【Tier1】国籍・地域別 アート関連利用（2018-2019年合算）

Tier1 ALL アート関連利用有

人数 人数 利用有率

国籍・地域合計 12,589 935 7.4%

中国 9,851 868 8.8%

アメリカ 456 14 3.1%

香港 542 14 2.6%

カナダ 34 ** **

シンガポ－ル 239 ** **

ロシア 45 ** **

**は、サンプル数が少ないため秘匿化したもの
※各国・地域は、人数上位国・地域を掲載

出所：三井住友カード株式会社
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（２） 海外エージェントに対するヒアリング調査結果 
 

富裕旅行者の旅行のアレンジを行う旅行エージェントは、旅行者の旅の目的や嗜好を熟知する

とともに、旅行先の選定にも大きな影響を与える。このため、本調査では、富裕旅行コンソーシアム

である Virtuoso や Traveller Made 等の会員である欧米豪、中国等の旅行エージェント（20 社程度）

に対し、富裕旅行者にとっての日本の魅力・訪問目的は何か、そして、日本への富裕旅行誘致に

向けた課題についてヒアリングを行った。 
以下、日本の魅力や課題を明らかにするため、現場の生の声を記載する。 

 
① 日本の魅力・訪問目的について 
 
■ 日本は富裕旅行者に人気の高い旅行先の一つ 

 日本は近年、富裕旅行者に最も人気の高い旅行先の一つ（欧米豪） 
 日本は欧州等に続き、トップ 3 には入る人気の高い旅行先になってきている（アジア、中東） 
 季節により人気に変動があり、桜の時期等は特に人気が高い（アジア、中東） 
 顧客の多くが日本へ 1-3 泊のショートトリップを年間で複数回楽しんでいる（中国、シンガポー

ル） 
 
■ 文化、食の独自性、多様性の他、旅行先としての安全性、親切な国民性も魅力 

 文化や食に独自性、多様性や洗練されたコンテンツ要素がある他、旅行先としての安全性、親

切で友好的な国民性も魅力となっている（各国・地域） 
 季節による変化も魅力であり、異なる季節でのリピーターもいる（豪） 
 伝統的なものと、現代的なもののバランスの良さも魅力（米） 
 ショッピングコンテンツは世界トップレベルのクオリティ。ただし、世界ブランドではなく日本らし

いプロダクトをより差別化を図って PR していくことが必要（フランス、UAE） 
 航空機でのアクセスの良さも魅力（中国・米国） 
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■ 欧米豪では知名度は低いものの地方エリアは非常に魅力的とされ、一方アジアでは既に地方

への訪問が人気となっている 
 日本全国を巡るには数年必要だと思えるほど、魅力的なエリアが多い。多様性が豊かで未だ

に知られていない美しい日本が数多くある（欧米豪） 
 初回来日では京都、東京、箱根、大阪等メジャーな都市で食、自然、文化を楽しみ、２回目以

降、地方のローカル色の強い地域を訪れようと考える訪日客が多い（米・豪） 
 日本への旅行は、以前は東京、大阪を目的地にすることが多かったが、最近は地方が人気

（上海、シンガポール） 
 地方では、高級車をチャーターまたは、旅行客自らがレンタカーを運転するケースもあり。なな

つ星など豪華列車のファーストクラス列車での日本国内移動も人気がある（シンガポール） 
 
■ 欧米豪と中国等アジアの 50 代以上は、主に日本文化体験に魅力を感じる一方、中国等アジ

アの若年層は都心滞在に魅力を感じるといった違いがある 
 富裕旅行者は、伝統的な本物の文化体験にお金をかけたいと思っている（欧米豪） 
 ありきたりのステレオタイプ体験ではなく独創性があり日本らしさ、さらに写真映えがあればなお

良い（UAE） 
 和歌山や伊勢など巡礼も人気の一つである。Spiritual、Transformative な旅としてニッチである

ものの四国を旅先に選ぶ顧客もいる（イタリア） 
 50 代以上は本物の日本の体験プログラムを好むが、若い世代は都心に滞在し、ミシュラン星

付きのレストランや、アート、建築等の見学の他、日本人の日常生活にも関心が高い。その他、

ビジネスヒントやインスピレーションを求める顧客もいる（中国） 
 日本での人間ドックなどの健康診断受診も人気（中国（北京）） 

 
■ スキーリゾートとしての人気も高まりつつある 

 特に質のいい雪が楽しめるスキー旅行は、人気の高いコンテンツ（米） 
 世界のスキーリゾートを経験し、新たなデスティネーションを探す顧客に対しニセコ等は魅力が

ある。日本の雪質や日本食を組合せ、その土地ならではのユニークな体験として魅力的なコン

テンツになる（欧州）  
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② 富裕旅行誘致に向けた課題 
 
観光コンテンツ・宿泊施設 
■ 富裕旅行者が求めるコンテンツが不足 

 日本には、独自の文化、 ウェルビーイング、アイランドビーチ、スキー等、富裕旅行者が好む

要素は多く揃う。特に関心が高まっているウェルビーイング、リラクゼーション等のポテンシャル

もあるが、富裕旅行者向けに整備されていない印象（英） 
 
■ 地方エリア、若年層向け等、新たな魅力的なコンテンツの開発、提供が必要 

 特に旅慣れたクライアントに対し、地方エリアの魅力を深く掘り下げた新たなコンテンツが必要

（米） 
 近年、クライアントが若年化しており、若年層のニーズに合ったコンテンツの創出が必要（英、ド

イツ） 
 特別なものを見る、世界観の理解、入り込む体験等のコンテンツが増加すると富裕旅行者へ

提案しやすい（各国・地域） 
 日本の独自性をアピールし、通常ではアクセスが難しい場所へ行く、体験する等のコンテンツ

が求められる（英） 
 特にアジアの富裕層、日本をよく知る富裕層については、自国と日本の文化に多くの共通点

があり一般的な文化体験コンテンツでは新鮮味に欠けるため、ニーズを深部まで掘り下げ独創

性のある唯一無二のコンテンツ開発が必要（UAE） 
 一般的な自然体験は中国でも体験できるため特に需要がなく、重要項目ではない（スペイン） 
 極端な観光地化によるマスツーリズムの旅行先ではなく、本物を提供する旅行先を目指すべき

（イタリア） 
 
■ テクノロジーやアート分野のコンテンツの拡充が必要 

 テクノロジーやアーティスティックなコンテンツが増えると魅力的である（英） 
 富裕旅行においてアートは重要なコンテンツであり、他の分野も含め、専門性を極めた目利き

によるコンテンツ造成、提供が必要（英） 
 古いものと新しいものが上手くミックスされている点も魅力（英） 

 
■ ビーチリゾートとしてのコンテンツ、サービス等の整備が必要 

 沖縄等、日本でもビーチリゾートをクライアントに提案したいが、ビーチバーやクラブ等の富裕

層が好むナイトタイムエンターテイメントが少ない（英） 
 日本のビーチリゾートは海外と比較し、設備等の整備が未だ不足している（香港） 
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■ 特に地方エリアで富裕層向け宿泊施設、レストラン等が少なく、予約の確保が難しい 
 東京、京都等以外の地方、特に金沢、高山、広島、直島、箱根等において、富裕旅行向け宿

泊施設の数が少なく、特に、繁忙期は予約が取れない（各国・地域） 
 近年、宿泊施設も増加傾向にはあるが、繁忙期では予約が難しい（欧米、中東） 
 ヴィラやシャレ―といったジャンルの宿泊施設そのものが少なく、情報も少ない（米） 
 多様な要望に対応可能な宿泊施設の量、質ともに増強が必要（各国・地域） 
 桜や紅葉の季節は高級ホテル・旅館、ミシュランレストラン等の予約が全く取れない。また、6 カ

月前の予約が、欧米では容易だが日本では不可能に近い。国際電話での予約も、ホテルコン

シェルジュへ依頼した場合も時間がかかる。日本は旅行手配が困難な国として認識され、この

点が旅行機会喪失に繋がっている（欧米、中東、中国） 
 人気の宿泊施設、コンテンツは予約が非常に難しい（中国） 

 
■ 予約システムが外国人には難解 

 日本の予約システムは外国人には難解なケースがある（米） 
 プライベートルーム、温泉の利用や、国立公園、寺院などのプライベート訪問の予約が簡易に

円滑にできる仕組みが必要（香港、タイ） 
 価格も曖昧、もしくは極端に差がある（タイ） 

 
■ ホテル、レストラン等でのクライアントの要求への対応の柔軟性の不足 

 ベジタリアン、ヴィーガンへの対応が出来ない場合が多い（各国・地域） 
 地方の宿泊施設ではベッドの用意が無い等富裕層には難しい条件がある（米、英） 
 旅館の食事では夕朝食を無くせない、和食のみ、いつも似た食事が出る、その他浴衣やスリッ

パのサイズ対応等、外国人目線のサービス対応が不足（欧米、シンガポール） 
 チェックイン、食事の時間の融通が利かない等は改善が必要（アジア） 

 
■ ホテルコンシェルジュ・ホテルスタッフのスキル向上が必要 

 コンシェルジュ、ホテルスタッフも、柔軟な対応、世界レベルの対応ができるスキル向上が必要

（米、英） 
 富裕層対応では、日本の文化・歴史・伝統等の教養も必要（フランス） 

 
■ プライベートな環境確保が必要 

 時間外の貸し切りや、優先入場等の対応が無く、混雑するコンテンツは、富裕旅行者は好まな

いため、あまり提案しない（各国）  
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旅行環境・サービス 
■ 特に地方エリアでの外国語表記が不足しており、レストラン等の予約を含む、旅プランニング

が困難 
 地方エリアについては、英語でリサーチできるリソースも非常に少なく、ユニークな体験を見つ

けるのは簡単ではない。プランニング全般が、他国と比較して難しい（米） 
 英語のサインは増えて来ているが、特に地方エリアは英語サインも少なく旅自体が非常に困難

である（イタリア） 
 ドイツ人が日本を一人で旅することは難しいと思う。地方へのアクセス方法、英語表記の少なさ、

地方で英語を話す人が少ないなど様々なことが複雑で行きたいと思う目的地に到着することも

難しい。言葉の問題も挙げられる。宿泊施設において英語が通じることは必須事項。（ドイツ） 
 地方のフェリー等、交通機関での満席情報が日本語のみで顧客を乗船させられない等トラブ

ルがあった。地方の案内は、外国語表記の不足だけでなく、細かく複雑で理解できないケース

もある。観光協会、観光地域づくり法人（DMO）とも協力した改善が必要（タイ） 
 
■ 富裕旅行者への対応ができるガイドが少ない、見つからない 

 ガイドは、旅行に必ず付け、旅行の満足度を左右する重要な要素（欧米） 
 富裕旅行者向けガイドには、クライアントの要望を最優先にどんなシチュエーションにも対応で

きる下準備と想像力等のスキル、豊富な知識、人間性（キャラクター、温かさ、共感力、親しみ

やすさ）が必要であり、日本には充足するガイドが少ない（各国・地域） 
 ILTM 等で築いたネットワークからの情報等からガイドを開拓している。フィードバックが良かっ

たガイドを継続利用する（英） 
 人材を探し出すのは難しい（英） 
 英語以外の言語対応が可能なガイドが少ない（欧） 
 能力に対して割高に感じる（ドイツ） 

 
■ アート分野等、富裕層の関心が高い領域の専門知識を持ったガイドが少なく手配が難しい 

 アートに強い優秀なガイドを見つけるのに苦労している（米） 
 芸術、ファッション等、ガイドには各分野の専門性が求められるため、各クライアントの旅行内

容に応じて必要なガイドを組合せて対応している（英）  
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■ 富裕旅行者向けガイドの育成プログラムが必要 
 国・地域、年齢別での要求事項の違いを把握し対応するスキル、高い語学力、富裕層が求め

るコンテンツ案内に必要な思慮深い教養、状況理解と即した振る舞い、クライアントへの理解、

共感等、多くの専門スキル、素養が必要であり育成が必要（米） 
 富裕旅行者向けガイドの資質は資格では図れないため、依頼は人脈、過去実績等がもとにな

る（英） 
 
■ 外国人ガイドの起用も必要 

 通常、英語を話す日本人ガイドでも問題はないが、ロシア人顧客に関しては、日本在住のロシ

ア人ガイドを好む傾向にある（欧州各国） 
 
■ 地方エリアの観光地へのアクセス等の環境整備が必要 

 北海道等、魅力的なエリアであってもハイヤー等、交通アクセスの環境整備が整っておらず、

案内しにくい（米） 
 
■ 国内移動において交通機関のコネクション悪い、分かりにくい 

 日本国内の空港間コネクションが悪い、CIQ 手続きが複雑（米、中国） 
 ラグジュアリーホテル、クルーズ船へのヘリコプターの発着等、効率的なアクセスを増強する必

要がある。短い滞在で往復の交通に時間がかかることを顧客は不便と感じてしまう（豪、中国） 
 新幹線は、清潔感もあり便利だが、大きな荷物を置くスペースが圧倒的に不足し不便。次の目

的地へ到着する前に荷物が届く等サービスを充実させるべき（英、シンガポール） 
 冒険心のある富裕旅行者で、地下鉄等を利用するケースもあるものの、外国語案内が不足し、

非常に複雑で分かりにくく不親切な印象（欧州各国） 
 
■ ハイヤーの運転手のスキル不足 

 英語を話すスタッフや運転手が非常に少ない。価格の割に対応が不十分。英語でのコミュニ

ケーションが難しい人と終日一緒にいることは苦痛であり不安になる（欧米） 
 
■ 訪日ビザの発行手続きが日本選択を妨げるケースがある 

 旅行先を日本以外の手続きしやすい国（中国の場合はシンガポール等）を選択するケースが

ある（中国）  
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富裕旅行市場のビジネス環境 
■ 日本は、販売手数料が低い上に稼働率も低くトラベルデザイナー・エージェントにとってセー

ルスメリットが少ない旅行先となっている（米） 
 顧客との信頼関係があり、顧客はトラベルデザイナーの提案を 80%以上の割合で聞き入れる

ため、旅行先の決定にはトラベルデザイナーの関与が大きい（米） 
 日本は、稼働率が低いにもかかわらず、販売手数料が世界でも最低水準であり、トラベルデザ

イナー・エージェントにとってセールスメリットが少ない旅行先のため、富裕旅行者への提案機

会を逃している可能性がある（米） 
 
■ 日本の旅行費用は、他の旅行先よりも割高な印象がある 

 日本の旅行費用特に、交通機関、プライベートガイド、ハイヤーの費用は、他の旅行先よりもサ

ービスレベル等に対して割高な印象があり、クライアントへ紹介、提案がしにくいと感じる場合も

ある（米） 
 移動時の荷物の配送等、一つ一つ追加の対応が必要になりコストがかさむ（米） 

 
■ 日本の DMC3でも富裕旅行者の対応を推進、向上して欲しい 

 日本の DMC には、富裕層に訴求する魅力がある旅行手配をせずパッケージ対応をするケー

スもあり、DMC を通さずに直接ホテル等と関係性を築きたいと考えるエージェントは多いが、言

葉の壁により DMC を利用せざるを得ない（英） 
 近年は柔軟性のある対応等、改善された DMC もあり、鉄道系の DMC 等は交通関連の手配

が速い等、それぞれ得意分野もあると想定（豪） 
 
■ 日本は国、旅行先の自治体、各施設等各所において、世界と比較し環境への配慮、サステナ

ブルを意識した対応が不足しており、改善が必要 
 日本では、長い歴史に培われた文化、地域性等においてサステナビリティに当てはまるものも

ある一方で、プラスティック製品の多用、フードロス等、環境への配慮が不足する面も多い（米、

イタリア、ドイツ、シンガポール） 
 富裕層は、ハイブリッド車の採用、フードロスへの対応やプラスティック製品の排除等に率先し

て取り組むサプライヤーを優先して選ぶ傾向がある（米） 
 国として富裕旅行の誘客戦略を進めるのであれば、観光業界がリーダーとなり SDGｓ、環境対

策を推進し、世界へのアピールともすべき（米） 
 サステナビリティの取組みは、関心がより高い若年層が中心となって推進すべき（ドイツ） 

                                                 
3  DMC (Destination Management Company)の略 海外の旅行会社からの依頼に対し、日本国内

の旅程を企画し、手配するツアーオペレーターや旅行会社。（P37 の【図表 I-30】を参照） 
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プロモーション 
■ 日本全体をブランディングした上で、日本のブランドの中で「地域」の認知度を向上するプロモ

ーションが必要 
 東京、京都等以外の地方を予め知っている富裕旅行者は多くない。東京、京都以外の旅行先

として提案すると、関心を持ってもらえるケースが多い（米・英） 
 海外の富裕旅行市場には、日本の各地が個別にプロモーションをしても特徴が際立った旅行

先以外は認知されにくい（米・英） 
 日本を 1 つのブランドでアピールし、「日本の地方」として各地をプロモーションすべき（米・英） 

 
■ トラベルデザイナーを含む専門家と連携した魅力的なコンテンツの発掘、効果的な情報配信

が必要 
 日本の地方には、富裕層旅行者の琴線に触れる日本独自の魅力的なコンテンツが多くあり、

これらを見出し、効果的な情報発信が必要（英・ペルー） 
 地方にある日本の原風景、食、ナイトライフコンテンツは富裕層への訴求力が高いものの情報

発信が不足しており、良さを見出し、ユニークかつクリエイティブに溢れたプロモーションが必

要（フランス） 
 トラベルデザイナーにとって日本は旅先特に地方の情報収集の難易度が高く、富裕旅行者を

誘致するには、直接リーチするトラベルデザイナーを活用した情報連携をすべき（米） 
 日本の魅力を効果的に発信するためのストーリー、方法を改善すべき。各分野の専門家と連

携し、コンテンツの深い理解から取り組む必要がある（英・スペイン・豪） 
 
■ 富裕層の関心があるファッション、アート、建築コンテンツのプロモーション、旅行プランニング

も強化すべき 
 日本は、これらの分野のプランニング、プロモーションが非常に弱く、過去に提供した際には、

海外オーナーの DMC を利用する必要がありコストが割高になった。（日本の DMC では海外

富裕層目線での対応ができない）（スペイン・豪） 
 
■ 人気のある日本の文化体験の振興にあたっては、マナー、ルールの理解を促す情報発信も

必要 
 日本文化の体験として、旅館や民宿の宿泊も人気があるものの事前に作法、決まりごとを顧客

に説明、理解してもらう必要がある（ドイツ）  
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■ 日本の富裕旅行に関する戦略的プロモーションの市場が限定的 
 日本の富裕旅行に関する情報は、SNS や口コミを中心に広がっており、日本政府観光局によ

る戦略的なプロモーションが無いように見受けられる。諸外国・地域（スイス、英国、ドイツ近年

はタイ、台湾も）政府観光局が富裕層の誘客活動を積極的に行い、有益な情報がたくさん入り、

顧客の興味もそちらに流れている（UAE） 
 顧客に異文化、独自性を求めて日本への旅行意欲はあるものの、情報が少なく、不安、身構

えられている。効果的な情報提供により訪日富裕層は加速度的に増加すると想定（サウジアラ

ビア） 
 
■ トラベルデザイナーの誘致においては、日本政府観光局での取組みを含め、大企業だけでな

く、Tier1 レベルの富裕層にリーチする中小規模の企業も対象とすべき 
 日本政府観光局では海外エージェントに対しファムトリップ等を実施しているものの、対象が大

規模エージェント中心で Tier1 の旅行者の誘客の決め手となるプレイヤー（Right パーソン）を

取り込めていない。 
 日本政府観光局は、大阪と沖縄を含んだ富裕旅行向けファムトリップを検討して欲しい。その

際、富裕層市場のニーズを理解している企業を選定、参加するようにすべき（中国） 
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（３） 国内プレーヤーからのヒアリング結果（富裕旅行者のサービスニーズ調査）  
 

本調査では、富裕旅行者を受け入れるホテル、旅行会社など、富裕旅行者に日々接して、さま

ざまな手配を行っている国内のプレーヤーに対し、富裕旅行者のサービスニーズに関するヒアリン

グを行った。 
国内の訪日富裕旅行者向けのプレーヤーについては、下図のとおり、DMC、コンテンツ販売会

社、宿泊施設、レストラン、交通、ガイド、アクティビティ・コンテンツ提供会社等で構成されている。

（【図表 I-30】） 
 

【図表 I-30】富裕旅行市場の国内プレーヤー 

 
 

調査結果から明らかになったサービスニーズは、「人材関連の課題」、「交通・インフラ関連の課

題」の大きく二つに分けられる。 
「人材関連の課題」としては、①質の高いガイドによる解説、②細やかな対応ができる業界人材、

「交通・インフラ関連の課題」としては、③シームレスで快適な移動、④人気コンテンツの直前手配・

柔軟な対応、⑤デジタル化による機動的な予約・旅程管理、などが挙げられた。以下で、各課題を

具体的に見ていく。  
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① 質の高いガイドによる解説 
サービスニーズとして、特定分野・地域のプロフェッショナルによる解説を望む傾向が年々高まっ

ており、富裕層個人のライフスタイルを理解し、関心と紐づけた説明ができるガイドが求められてい

る。その一方で、課題として「十分な知識を持ち関心に沿った説明のできるガイドが不足・偏在して

いること」「ガイドを生業としない特定分野の専門家を、探し出し依頼する労力を要すること」「各地

域に明るく富裕層対応可能なローカルガイドが限られ、手配が困難であること」が挙げられた。以下、

より課題を明らかにするため、現場の声を記載する。 
 
■ 十分な知識を持ち関心に沿った説明のできるガイドが不足・偏在していること 

 旅行者にとって旅行の満足度を最も左右するのがガイドであると同時に、クレームが最も多い

のもガイドである。優秀なガイドには予約が集中しており、かなり前からの予約をする必要があ

る。 
 ガイドの要件には、①語学力、②知識、③説明力があるが、特に②③を満たすガイドが圧倒的

に不足している。特に、③については、ガイドが話したい内容や単なる事実を話すのではなく、

聞く側の関心に沿って、話して欲しいと思われている内容を魅力的に伝える技量を学ぶ必要

がある。また、①②③はあるが、相手の気持ちで考えることができない人が多い、つまり④ホス

ピタリティ、⑤エンターテイメントの重要性が分かっていない人が多い。 
 ガイドの役割は、旅行者の理解を促すことや、旅行全体をコーディネーションする役割まで広

がってきている。 
 
■ 各地域に明るく富裕層対応可能なローカルガイドが限られ、手配が困難であること 

 旅行者の要求に応えるためには、各々の土地に応じた知識や変更対応が必要であり、スルー

ガイドではなくローカルガイドを手配することが多いが、地方での手配が困難。 
 例えば東京のホテルでも別の地域の手配を求められることもあるが、地方部におけるガイドリス

トがなく手配が困難。 
 
■ ガイドを生業としない特定分野の専門家を、探し出し依頼することに労力を要する 

 旅行者からの要求として、自らが体験をすることよりも、特定分野の専門家による説明・解説求

められることが多くなり、訪問先としても、自分の言葉で表現できる文化継承者、職人、芸術家

などを優先的に探すことが増えている。 
 ホテルのコンシェルジュには、専門ガイドの手配を求められることも多いが、手配が困難。 
 海外ゲストの要求が多い各分野の、信頼性のある専門家リスト（自らが語ることのできる建築

家、美術家、伝統文化工芸士、写真家など）が欲しい。  
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② 富裕旅行者の関心事に沿って細やかな対応ができる業界人材 
サービスニーズとして、独創性・迅速性・正確性・柔軟性をもつ人材による細やかな対応が挙げ

られた。その一方で、課題として「富裕旅行業界というキャリアパスの認知度が低く、人材の獲得・育

成がしづらいこと」「VIP の細やかな要望に対応できるコンシェルジュの数が不足していること」「コロ

ナ禍によりインバウンド富裕層特化 DMC が継続危機の状況へ向かっていること」「コンシェルジュ

による自費での自己啓発など、業界内のネットワーク形成機会が限られていること」が挙げられた。

以下、より課題を明らかにするため、現場の声を記載する。 
 
■ 「富裕旅行業界」というキャリアパスの認知度が低く、人材の獲得・育成がしづらいこと 

 富裕旅行業界は、一つ一つの旅行を細かくデザインできる非常にクリエイティブな仕事であり、

起業家的なキャリアパスを辿るものだが、「富裕旅行業界」を一つのセグメントとして明確に分け、

こうしたキャリアパスを提示して認知度をあげる必要がある。 
 DMC からホテル業界に移るなど、富裕旅行業界内でのキャリアパスがあっても良いし、そうし

た中で、富裕旅行マーケットに特化した人材の育成が可能となる。 
 育成に関しては、インバウンド富裕層に求められるのは、マニュアル化されたホスピタリティより、

マニュアル化されていないホスピタリティであり、実践を通じての育成が必要となってくる。 
 
■ VIP の細やかな要望に対応できるホテルコンシェルジュの数が不足していること 

諸外国・地域では、エッジが効いたコンテンツ案内や細かい対応にもコンシェルジュが対応して

いるが、同等の対応ができるコンシェルジュは、日本には非常に少ない。 
 
■ コロナ禍によりインバウンド富裕旅行特化 DMC が継続危機に陥っている 

コロナ禍により 2020 年 2 月よりビジネスがほぼ止まった状況で複数社が解散、休業に追い込ま

れており、オリパラ開催やインバウンド回復となった際に、富裕旅行マーケットに特化した会社・人

材が消滅する危機に陥っている。 
 
■ トラベルデザイナー、DMC、コンシェルジュなどの業界内のネットワーク形成不足 

 訪日富裕層の対応のためには、「地域のインバウンド富裕旅行事業者（旅行会社、交通事業

者、宿泊施設、アクティビティ）のコンソーシアム」といった組織が必要。 
 コンシェルジュとしての自己啓発の機会は、セミナーや研修参加など、主にコンシェルジュ自

身の「自費」でのネットワーク形成が中心となっており、組織的な対応が必要。 
 ファムトリップの機会もコンシェルジュにとっては貴重。地域情報やレストラン、タビナカ体験に

関する情報共有や、観光地域づくり法人（DMO）との連携も必要とされている他、お客様から

「自分で確かめたのか」を問われることが多い。  
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③ シームレスで快適な移動 
サービスニーズの内容としては、時間に無駄がなく、ストレスのないシームレスな移動が挙げられ

た。その一方で、課題として「毎回特定のドライバー、車両を手配したいが、困難なケースがあること」

「プライベートジェットの利用許可規制が厳しいこと」「プライベートジェット着陸後の手続き・設備不

足により、シームレスな移動が困難であること」「地方部における富裕旅行向け交通手段が不足して

いること」が挙げられた。以下に、より課題を明らかにするため、現場の声を記載する。 
 
■ プライベートジェット機の利用許可規制が厳しいこと 

 プライベートジェット機の受入れ許可が、旅行間際まで下りないことがよくある。 
 地方空港では滑走路が短いため成田・羽田空港に到着せざるを得ない状況。 
 滑走路のエプロン規程として 90 メートルを確保するルールがある中で、２、３メートル足りずに

対応が難航している空港がある。 
 
■ プライベートジェット着陸後の手続き・設備不足により、シームレスな移動が困難であること 

 プライベートジェットのターミナルから CIQ まで距離があり、着陸後の移動に時間がかかってい

る。対応する数が多い訳でもなく、時間も予測できるため、入国係官による機内手続きができ

ればよい。 
 国内線への乗り換え手続きの不便さ、日系航空会社の荷物個数制限（海外は重量での制限）

が現場対応におけるストレスとなっている。 
 空港内で乗換時にカートが足りていないことから、利用者を待たせてしまうケースや、歩かせて

しまうというケースが発生している。シンガポールでは十分な数のカートがあり、これと比較する

と対応力不足。 
 
■ ハイヤーの特定のドライバー、車両を手配したいが困難なケースがあること 

 ハイヤーの手配に関して、例えば、成田空港からディズニーランドに移動する場合、普段依頼

している東京都登録の優秀なドライバーや車両が使えず、顧客に営業区域規制の事情を理解

してもらうことも難しい。 
 
■ 地方部における富裕旅行向け交通手段が不足していること 

 ハイヤーは、地方部においては台数が少なく予約が難しい上に、高級車が限られており、年式

も古い。 
 ハイヤーの英語対応可能なドライバーがほぼいないので、別途ガイド手配も必要なケースがあ

り、無駄なコストとなる。 
 地方部のヘリポートは、医療目的で使われていない時でも、常に空けておくために使えないこ

とが多い。  
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④ 人気コンテンツの直前手配・柔軟な対応 
サービスニーズとして、人気店の手配、直前依頼、変更・キャンセル対応や、貸し切り、飲食の持

ち込み等の柔軟な対応、ユニークなコンテンツへの案内等が求められている。その一方で、課題と

して「ホテルコンシェルジュへの依頼の中心となる食事手配は、人気店手配・直前依頼・柔軟な対

応などが求められ、手配先との関係性が前提となること」「予約時点でのデポジットをとる慣習が普

及しておらずキャンセル料の負担が問題となること」「富裕旅行者向けの対応窓口が設けられてい

ないこと」が挙げられた。以下に、より課題を明らかにするため、現場の声を記載する。 
 
■ レストランの人気店手配・直前依頼・柔軟な対応などが求められ、手配先との関係性が前提と

なること 
 ホテルコンシェルジュにとって富裕旅行者から特に依頼の多い手配分野は、「食事」である。 
 手配の難しい依頼としては、人気店への予約、直前の予約、予約キャンセル・変更。 
 大人数での予約、貸し切り対応、飲食の持ち込み等の柔軟な対応も求められるが、手配先と

の関係性が前提となる。 
 
■ 予約時点でのデポジットをとる慣習が普及しておらず、キャンセル料の負担が問題となること 

 キャンセル料の支払いを断られるケースもあり、その際のキャンセル料を、手配をしたコンシェ

ルジュが負担せざるを得ない場合もある。 
 日本は諸外国・地域と比較してキャンセルポリシーがゆるく、予約時点でデポジットをとる慣習

も普及していないため、かなり日が近づいてからのキャンセル対応をせざるを得ないこともある。

また、キャンセル料を支払っても、レストラン側が納得しないケースもあり、席を埋める努力もす

る必要がある。 
 
■ 富裕旅行者向けの対応窓口が設けられていないこと 

レストランでは、販売開始前でも貸し切り対応を渋るケースがみられるなど、お金で解決できない

ケースは多い。豪華列車を始め鉄道の指定券の予約も、六ヶ月前などに旅行の行程を組む欧米

豪からの訪日客には不便で、VIP 予約窓口のような優遇システムもなく予約がしにくい状態になっ

ている。  
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⑤ デジタル化による機動的な予約・旅程管理 
サービスニーズとして、変更に対応しやすく、分かりやすい旅程情報提供が挙げられた。その一

方で、課題として「予約と旅程管理のデジタル化が進んでいないこと」が挙げられた。以下に課題を

明らかにするための現場の声を記載する。 
 
■ 予約と旅程管理のデジタル化が進んでいないこと 

 海外では富裕旅行者向けに予約情報と紐づいたデジタルの行程表を案内するが、日本では

依然として紙で配っている。その他、海外のエージェントでよく使われている予約・旅程管理の

アプリについても、日本ではこうしたものが普及しておらず、顧客への分かりやすい情報提供と

いう観点から不便が生じている。 
 また、地方部における手配は、東京よりも数倍の時間がかかると言われる。地方単位の BtoB

サイトで、お客様の代行で予約できるシステム、24 時間対応可能な簡易な各種予約システム

が欲しいという声や、ILTM や Connections のアプリのようなものが Japan Luxury Showcase 等

でも実現できないかという声がある。  
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３． 諸外国・地域の富裕旅行誘致戦略の事例 
 

富裕旅行誘致を行っていく上で、取り組みが進む諸外国・地域の取組について調査し、諸外国・

地域の富裕旅行向けのサービス水準に劣らない環境整備を進めることが必要である。以下、英国

とタイの先進事例を紹介し、参考とする。 
 
（１） 英国 
 

英国政府観光庁（Visit Britain）では、2018 年に今後の富裕旅行者の誘致施策検討のため、市

場調査及びベンチマーク調査を実施し、具体的な施策の策定実行を進めている。我が国でも取り

入れるべき取組が多く、参考になるものである。（【図表 I-31】） 
市場調査では、英国に多くの富裕層が訪れている中東と、世界的に富裕層の人数が多い米国、

中国にターゲットを絞り、富裕層へのインタビュー、アンケート調査や消費調査等による実態把握か

ら、今後必要なサービス、コンテンツの明確化を実施。 
具体的には、以下のような富裕旅行誘致のための基本的なポイントが記載されている。 
 富裕旅行では、上質な宿泊と本物の体験、食が重要な要素。 
 富裕旅行先としての英国の認知度は高いが、英国国内で可能なユニークで特別な体験の情

報が不足している。富裕旅行者向けの情報を、多くのタッチポイントで随時提供していくことが

大切。 
 休暇を計画する段階から旅行体験が始まるので、この計画のプロセスを楽しめるものにする。

季節、気候と宿泊は、行き先を決める際の重要な要素。 
 富裕旅行の重要な要素はショッピング。 
 旅行者の個別ニーズに合わせた旅行サービスは必須。高いレベルの柔軟性、特別対応、自

分だけの体験などが求められる。 
 

また、今後の富裕旅行誘客戦略に向けては、ベンチマーク調査により、参考国・地域を選定し詳

細調査の上、ケーススタディを行っている。ベンチマーク国・地域は、Visit Britain の戦略、ターゲッ

ト市場等との類似性や、取組みの革新性、達成状況、継続年数等、10 数個の基準を 2 段階で評

価の上、4 か国・地域（ニュージーランド、メキシコ、カリフォルニア（米国）、アイスランド）を選定。 
これら４ヶ国・地域の取組をふまえた Visit Britain が取り入れるべき取組として、以下のような項

目が記載されており、いずれも我が国にも共通する内容である。  



 

44 
 

 ILTM などの富裕旅行向け商談会や Virtuoso などの業界コンソーシアムとの関係強化が重要。

また、IATA（国際航空運送協会）による自国向けファーストクラス旅客に関するデータを活用し、

富裕旅行者を理解することは、メキシコやニュージーランドで行われており、有効な取組。 
 明確な方向性を持った戦略が必要。美、ユニークな体験、食、ウェルネスに焦点を当てたマー

ケティング・メッセージが必要。上質な宿泊施設と連携して、地方部のテイラーメードの旅の発

信を行うことも重要。 
 メディアとの連携により、魅力的なストーリーを適切なチャネルに提供していくこことが必要。 
 観光産業のプレーヤーに、サステナビリティなどのテーマをより徹底していくことが必要。 
 インフルエンサーを通じて、英国への関心を喚起し、英国の伝統と現代の魅力を世界中に拡

散させることが重要。 
 英国国内の富裕旅行業界のネットワークの強化も必要。 

 
このように、英国は古くから世界のトップレベルの富裕層が訪れる旅行先であり、様々なサービス、

コンテンツ、施設が集積しているが、近年の世界の富裕旅行市場の拡大を取り込むべく、さらに、

富裕旅行の裾野を広げる方向で意欲的な取組を実施しているものと見られる。 
 

【図表 I-31】英国政府観光庁における市場調査、ベンチマーク調査の事例（2018 年） 
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（２） タイ 

タイでは、「タイランドエリート」という有料会員サービスにより、長期滞在 VISA や、入出国時の

VIP サービス、専用車での送迎サービス、銀行口座の開設などのサービスの提供が行われており、

旅行者の頻繁なタイ訪問、長期滞在を円滑にしている。富裕旅行者の誘致を強力に進める手段と

して、政府を挙げて、また、官民連携でこれを実現しているものである。（【図表 I-32】） 
 

【図表 I-32】タイランドエリートプログラムの概要（2020 年 2 月時点） 

 

出所：Thailand Privilege Card Co., Ltd. 「タイランドエリート」 https://thailandelite.jp/wp-content/uploads/2020/06/Brochure.pdfをもとにEYで作成

■提供サービスの概要
長期滞在ビザの提供

• 5～20年間の長期ビザをプランに応じて提供
空港・送迎のVIPサービス

• 国際線利用時、入出国手続きでの優先レーン、専用ラウンジの利用、スタッフのアテンド、市内滞在先と空港間の送迎サービス等のVIPサービスが利用可能
銀行口座の開設

• タイ国内の銀行における口座開設が、通常必要な労働許可証無しで可能
行政手続きの簡略化

• 運転免許証の発行が通常必要な労働許可証無しで可能。また、90日レポート（90日以上滞在する際の申請書類）の申告代行サービスにより実施不要
無料アクティビティの利用

• プランにより、タイ国内有名ゴルフ場や、スパマッサージの無料利用が可能
無料健康診断の利用

• プランによりタイ国内の先進医療施設での健康診断の無料受診が可能
ショッピング、レストラン利用の割引

• タイ国内の高級デパート、レストラン、ホテルでの割引サービスが利用可能
→提供プランと概要は次ページ参照

出所：Thailand Privilege Card Co., Ltd. 「タイランドエリート」 https://thai-elite.jp/images/membership_list_2021_2.pdf を元にEY作成

プラン
1 2 3 4 5 6 7

イージー
アクセス

ファミリー
エクスカーション

プリビレッジ
アクセス

ファミリー
オルタネイティブ

スペリオリティエク
ステンション

アルティメイト
プリビレッジ

ファミリー
プレミアム

期間
(ビザの有効期間） 5年 10年

（5年ごと更新）
20年

（5年ごと更新）

サービス

共通

※内容：・空港優先レーン、カート、専用ラウンジの利用(回数無制限)
・銀行口座開設
・運転免許証の発行、更新
・ショッピング、レストラン、ホテル等の割引
・90日レポートの代行
・コールセンター対応

プラン別

空港間
送迎

近距離 24回/年 4回/年 18回/年 ー(提供無し) ー(提供無し) 無制限 無制限
長距離 ー(提供無し) 6回/年 ー(提供無し)

無料ゴルフ ー ー ー ー ー 24回/年 10回/年
無料スパ ー ー ー ー ー 24回/年 10回/年
無料健康診断 ー ー 1回/年 ー ー 1回/年 ー

入会
条件

入会金(万バーツ） 60 80 100 80 100 200 100

年会費(万バーツ/年) ー(不要) 2 1

家族の追加(万バーツ/人) ー(提供無し) 30 80 70 ー(提供無し)
年齢制限 ー(制限無) 20歳以上 ー(制限無)

その他 ー ー ー ー ー
アルティメイトビ
レッジ会員の家
族に限る

■タイランドエリートプログラム 会員プラン概要
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2020 年９月時点で会員数は約１万 1,000 人で、主に富裕旅行者をターゲットとした 5 年間プラン

が半数近くを占めている。また、現在タイでは、新型コロナウイルス感染症対策として外国人の入国

を制限する中タイランドエリートのメンバーは優先的に入国可能としており、今後、高額プランの会

員を対象とした労働許可の付与や、不動産投資を条件に長期ビザを付与すること等も検討中とさ

れている。 
 
また、タイではターゲット国別にプロモーションイベントを行っている。タイ政府観光庁が実施した

ファムトリップでは、参加者の各国・地域・地域市場のニーズに合わせたルートを用意し、多方面へ

富裕旅行先としてのタイをアピール・プロモーションしており、結果として、欧米では富裕層に人気

のヘルス＆ウェルネス分野の旅行先となる等、特色を明確にして、認知度の向上を果たしている。 
（【図表 I-33】） 

 
【図表 I-33】タイ政府観光庁が実施したプロモーションイベント 
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（３） 海外の空港・鉄道における VIP サービス 
 
富裕旅行者に人気の旅行先においては、空港・鉄道などの交通機関において、様々な VIP サ

ービスが提供されている。 
空港での降機から、目的地までシームレスな VIP サービスの提供として、主要空港だけでなく地

方空港でも VIP サービスを提供。VIP 専門の事業者も存在し、プライベートジェットに限らず、商用

機の乗客にも、機側での出迎えや入口手続、目的地への送迎などについて、空港等と連携してサ

ービスを提供している（英、米など、多くの国で実施）。鉄道については、ファーストクラス、具体的

には専用車両、座席の設定、前後の送迎、ポーターサービス、優先乗車等の VIP サービスの提供

をしている（英、米など、多くの国で実施）。こうした VIP サービスは我が国でも参考にできるもので

ある。 
空港や鉄道における VIP サービスの具体例を以下に示す。 

（【図表 I-34】） 
 

【図表 I-34】空港での VIP サービス、鉄道での VIP サービスの概要 
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４． 富裕旅行の目的地としての日本の魅力と課題について 
 

以上のクレジットカード決済データの分析、海外エージェントや国内プレーヤーのヒアリング結果、

そして委員会での議論もふまえ、富裕旅行の目的地としての日本の魅力と課題についてまとめる。

調査を通じて、これまで経験知として認識されていたことが、データの裏付けをもって明らかになっ

た点も多い。日本の魅力と認識されている点は、意識的に磨き上げ、積極的に富裕旅行者向けに

情報発信すべきである。 
また、課題とされた点については他国の取組もふまえて、その解決に向けて早急な取組が必要

である。 
 
（１） 旅行先としての日本の魅力 
 
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 

従来日本の魅力として常に指摘されている項目であるが、今回も海外エージェントのヒアリングを

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が確認された。また、自然、食、都市、季節感など楽しむ要素が多彩という意見

も多い。 
クレジットカード決済データの分析によると、欧米の旅行者の一部はアクティビティ等の手配をす

る地域の DMC に高額な支出をしていることが確認されている。 
地域間移動のデータをふまえると、文化をテーマとして京都と石川を周遊する旅行者、自然をテ

ーマとして北海道、静岡、長野を周遊する旅行者などが確認されている。 
 

② ショッピングを安心して楽しめる環境 
クレジットカード決済データの分析によると、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く、東京、大阪を中心に、百貨店や高級ブランドの路面店

をはじめとして、ショッピングセンター、ディスカウントストア、家電量販店など幅広い商業施設での

ショッピングを楽しんでいる。 
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。  
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③ 医療、アート、スノーリゾートへの高い関心 
クレジットカード決済データの分析によると、特に中国、ベトナムを中心に医療に高額な支出をす

る旅行者が確認されている。ニーズが高い一方で、外国人向けの医療の情報が非常に少ないとい

う意見もあった。 
アートに関心が高い富裕旅行者が、瀬戸内や金沢などの美術館訪問を目的に訪日することも多

い。また、中国、米国からの富裕旅行者は、アートへの関心が特に高いとみられ、オークションなど

で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。 
さらに、国・地域別の都道府県来訪率のデータによると、香港、シンガポール、タイ、マレーシア

は特に北海道への来訪率が高く、スノーリゾートへのニーズが高い。最近これらの国・地域からのニ

セコの高級ホテル開発が相次いでいることも注目される。 
 
（２） 富裕旅行者の訪日促進に向けて取り組むべき課題 
 

課題の概略については、以下のとおりであるが、詳細は次のセクションで今後の取組の方向性と

併せて述べる。 
 
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、柔軟性の不足 

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。 
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⑤ 人材育成と富裕旅行産業エコシステムの形成 
（ⅰ）宿泊施設の人材確保、（ⅱ）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、（ⅲ）富裕旅行者の関心に沿った説明ができるガイドの育成、（ⅳ）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・地域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・地域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である。 
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II． 今後の取組の方向性 
 
１． 総論 
 

ポストコロナ時代にも世界の富裕旅行市場は大きく成長することが予測されている。我が国として

もその成長を取り込むべく、積極的な取組が必要であり、政府がこれを先導することはもちろん、富

裕旅行に関係する幅広い産業界が連携して、国内での市場整備を行うことが必要である。本委員

会では、今後の取組の前提として、富裕旅行者の訪日促進に向けた基本的な考え方について議

論した。 
 
（１） 今後の富裕旅行者の訪日促進に向けた基本的な考え方 
 

従来日本政府観光局においては、富裕旅行について、1 人 1 回当たりの旅行において、航空便

等の代金を除く着地消費額が 100 万円以上の旅行と定義し、また、富裕旅行業界の拡大経緯をふ

まえ欧米豪市場をターゲットとして、プロモーションを行ってきた。 
今回の調査において、着地 300 万円以上消費の層と 100～300 万円消費の層の消費行動は大

きく異なることが判明したところ。これをふまえ、ターゲットとなる富裕層のセグメントについて、委員

会での議論があった。 
 

日本が世界の憧れとなるよう、インフルエンサーとして日本のブランドを高め、口コミで周辺に影

響を与えるような富裕層のターゲット設定とそのための施策が必要であるため、よりハイエンドの顧

客に重点を置くべきという意見があった一方で、人数の層が厚い 100～300 万円消費の富裕旅行

者をボリュームゾーンとして注力した方が、経済効果の面でも大きいのではないかという意見もあっ

た。 
また、これまでのマス、中堅層について積み上げ、少しずつ環境整備を進めてきた観光政策の

流れをふまえれば、富裕旅行者についても 100 万円以上、300 万円以上、500 万円以上、1000 万

円以上というようにあらゆる層の観光客を誘致するために、それぞれに対応した戦略をつくり、段階

的に環境整備をしていくのが現実的で適切ではないかという意見もあった。 
 

また、中国が圧倒多数でアジア諸国の比重が大きいといった国・地域別の富裕旅行者数をふま

え、今後の国・地域、市場別のターゲットについても議論を行った。 
 

中国やアジアからの旅行者が多い一方で、市場は多様化すべきであり、欧米は数は多くないか

らこそ、プロモーションを通じて訪日のきっかけを作る意義が大きいという意見や地方誘客を考える

と、日本文化体験を重視する欧米に重点をおくべきではないかという意見などがあった。 
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また、訪日外国人旅行者 6000 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、国・地域別の嗜好の違いや訪日の

ニーズをふまえたセグメントごとの誘客戦略が必要ではないかという意見もあった。 
 
以上の議論をふまえ、今後の誘客戦略の基本として、観光先進国に向けた高い目標の達成に

向け、特定市場に絞るよりも幅広く世界中を対象に誘客するべきで、特に文化度の高いインフルエ

ンサーの誘客は重要であること。また、富裕旅行者の多様性を理解しつつ、多様な消費レベル、属

性、国・地域別の嗜好の違い、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

策定し、深めていくことが必要という結論に至った。 
 

（２） 富裕旅行者の地方訪問促進に向けて 
 

調査を通じて、富裕旅行者は、一般の訪日旅行者に比較して、特に東京集中が顕著であること

が明らかになった。このため、地方への訪問、消費の促進が今後の富裕旅行者向けの施策として

重要となる。この点について、委員会においては、以下のような指摘があった。 
 

 地方部における消費促進に関しては、上質な宿泊施設の整備が必要条件である。 
 富裕層の影響力は強いため、第一歩を失敗しない形で地方誘客を進めるべき。富裕層を受け

入れられる地域の条件を明確化する必要がある。地域に語ることができるレベルの文化または

恵まれた自然環境があることが必要である。レベルの高い宿泊施設も必要。そして、購入につ

ながる水準の地場産業が発達していることは大きな強みになる。 
 地域ごとに何を強みにするかをふまえた富裕層誘客戦略を立案することが重要。 

 
観光庁においては、令和３年度に上質な宿泊施設の開発促進に向け、自治体と国内外の投資

家、アセットマネジメント企業、デベロッパー、ホテル運営会社等とのブランドのマッチングを行うこと

としているが、こうした事業を通じ、富裕旅行者を受け入れるポテンシャルの高い地域において、上

質な宿泊施設とともに、富裕旅行者が楽しめるコンテンツの開発、動線のつなぎ方、人材育成等も

含めた面的な開発として考え、富裕旅行者の地方訪問促進につなげていくべきである。 
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２． 上質な宿泊施設の開発促進 
 
（１） 今後の取組に向けた提言 
 

上質な観光サービスを求める旅行者の訪日や滞在の促進に向けては、それに見合うサービスと

設備を備えた宿泊施設も重要な要素の一つであるが、他国・地域と比較して質・量ともに十分とは

いえない。 
一方、政府としても、世界レベルの宿泊施設の整備に向け必要な場合に財政投融資を呼び水と

した金融支援や、「国立公園満喫プロジェクト」における官民連携による滞在環境の磨き上げ、分

譲型ホテル等の認可基準の設定、新たな民間投資の呼び込みを目指した廃屋等の撤去等の景観

の改善などに取組んできており、近年の訪日外国人旅行者の増加に対応した民間投資の増加も

相まって、着実に上質な宿泊施設数は増加している。2020 年に開業された上質な宿泊施設は多く、

今後も多くの開発が予定されている。しかし、こうした施設は東京、大阪、京都に立地しており、地

方部での上質な宿泊施設は依然として不足している。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。 
大手デベロッパーへのヒアリングでは、収益性の観点から、200 室以上の大型宿泊施設が基本と

なり、またインフラが整っていないエリアや大手外資ホテルも未進出の地域については、進出のハ

ードルが高い場合が多いという意見もあった。 
一方、最近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増加しており、これらの開発の事例も参考にすべきである。 
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、地域に根ざした事業会社、国内外の投資家、アセットマネジメント会社、ホテルオペ

レーター、地方銀行を始めとする金融機関なども含め幅広い関係者も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。 
同時に、自治体による取組も重要である。上質な宿泊施設の誘致に熱心な自治体は規制緩和

や助成等の支援を行っており、宿泊施設の開発を促進している。さらに、富裕旅行者の地方訪問

促進に向けて、上質な宿泊施設の誘致に加え、上質な宿泊施設の認知度を高めるための商談会

への参加支援、富裕旅行者が楽しめるコンテンツの開発、動線のつなぎ方、人材育成等も含めた

面的な開発を進めることが必要である。 
また、宿泊施設における上質なサービス提供を実現する上で、人材の確保・育成が地方部にお

いては都市部以上に大きな課題である。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。  
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（２） 関係施策 
 

上質な宿泊施設の開発促進に向け、令和３年度も委員会に置かれた「上質な観光地整備実行

チーム」において議論を継続するとともに、上記の提言をふまえ、関係省庁において以下の施策を

中心に取り組む。 
 
○ 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 

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、銀行等の関係者とのマッチングの場を提供し、特に地方部での上質な宿泊施設

の開発を促進する。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

発事例等の知見の共有、取組の促進を図る。【観光庁】 
 
○ 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・整備に意欲的な地域等に所在する宿泊施設を中心に、世界レベルの

宿泊施設等の従事員が備えるべき知識・教養（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）に関する研修を行う。世界中のホテルの格付けをして

いる機関やホテルスクール等から専門家を招請し、グローバルなサービスの考え方や具体的なサ

ービス手法の研修を行うとともに、これを日本のサービス提供方法やホスピタリティに融合させる現

場の取組を促進。 
また、海外のホテルスクールやホスピタリティマネジメント系大学等へのオンラインも含めた留学

を支援し、グローバルな視点を有し、マネジメント力を備えた観光産業を牽引する人材の育成を行

う。【観光庁】 
 
○ 「国立公園満喫プロジェクト」の継続推進 

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、眺望を改善する無電柱化等により、景観改善を行い、滞在環境

の上質化を推進する。また、国立公園内の宿泊施設において、インバウンド対応改修と併せて実

施する省 CO2 改修に資する設備等の支援を行う。【環境省】  
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３． 観光コンテンツの高付加価値化 
 
（１） 今後の取組に向けた提言 

 
我が国は自然、食、伝統文化、芸術、風俗習慣、歴史、伝統工芸などの観光資源に恵まれてお

り、これらを生かして、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

させることが必要である。 
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であ

る。 
ハラルやヴィーガンなど食の多様性、フードロスやプラスティック多用などのサステナビリティの課

題については、世界と比較して対応が遅れており、改善が必要である。 
コンテンツ開発に向けては、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

が必要である。その際、ツアーコーディネーターやガイドの育成はもちろんのこと、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である。 
アクティビティを通じて得た知識や学びを広げ、自国に何等かの形で持ち帰りたいというニーズも

高い。例えば、現代アートについては、同じアーティストの他の作品をもっと見るためにはどこに行

けばよいのか、その作品のコンテクストを知りたい、その作品の題材に触れたい、直接作品を購入

したいというような要望も多い。伝統工芸品を自宅に持ち帰るために海外向けに必要なカスタマイ

ズをしてほしいという要望も多い。こうした要望に迅速に対応できる仕組みを用意しておく必要があ

る。 
日本政府観光局においては、国内外のヒアリングや富裕旅行者への調査等に基づき、以下のと

おり、富裕旅行向けコンテンツを評価しうる「三つの評価軸」及びこれに対応する「七つの評価指標」

を設定している。（【図表 II-1】参照）各地域において富裕旅行者向けコンテンツを開発する際の指

針になるものであり、こうした指針も参考にしつつ、各地域でコンテンツの磨き上げを進め、多くの

富裕旅行向けコンテンツをストックすることが重要である。 
また、富裕旅行者の地方訪問のための動線作りとして、デジタル技術も活用しつつ、地域のコン

テンツや魅力、人材の情報を豊富に有したワンストップの窓口を作ることも重要である。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にも

つながる。  
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ビジネス面での課題としては、こうした富裕旅行者向けコンテンツについては、価格付けノウハウ

がないことなどから、成功事例が積みあがっていない現状がある。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

意見をふまえて商品化することが必要である。 
なお、注目すべき動きとして、文化庁を中心として、国際的なアートフェアの開催やオークション

の開催、世界的なギャラリーの誘致を進めるなど、我が国をアートの国際的な拠点として成長させ

ていこうとする取組が進められている。アート、とりわけ現代アートや著名建築家による建築などは

富裕旅行者の関心が高い分野であり、国際的なアートフェアの開催などが実現すれば、そのタイミ

ングを目指して訪日する富裕旅行者やその関係者も多く見込まれる。さらに日本各地の美術館や

アートイベント、その場所でしか体験できない識者との出会い、精神文化に触れる体験、その土地

ならではの質の高い食文化を求めて地方にも訪問・長期滞在することが期待される。 
 

【図表 II-1】 
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（２） 関係施策 
 

以下に、委員会で紹介されたものを中心に、関係省庁におけるコンテンツの高付加価値化に向

けた施策の事例を挙げるが、こうした施策も活用しつつ、提言をふまえた取組を関係者で進めるこ

とが必要である。 
 

○ 新たな観光コンテンツの創出及び収益・運営の改善 
観光産業へのデジタル技術の複合的な活用、地域ならではの自然資源・文化資源等の観光資

源の発掘・磨き上げ、非消費時間の収益化や長期滞在の促進等を実施する。 
また、観光コンテンツの創出に留まらず、デジタル技術の更なる活用方法等に係る研究開発、富

裕層等の新たなインバウンド層に訴求力の高い体験型観光におけるツアーコーディネーターやガ

イド等の人材育成、人材の不足・偏在を解消するために既存の観光業界の枠組みを超え、デジタ

ル業界や地域の交通事業者など多様な関係者の巻込み等を実施することにより、観光コンテンツ

の収益性並びにその運営における自走及び継続の確度の向上を図る。【観光庁、関係省庁、民間

事業者等】 
 
○ 城や社寺等の滞在型観光コンテンツとしての磨き上げ 

全国各地に点在する城や社寺を、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」や「寺泊」の取組について、「城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業」により、城・社寺を

宿泊施設として活用することに意欲的な実施主体への専門家派遣、インバウンド・富裕層対応の磨

き上げの支援、広報用素材制作を進めており、この取組を継続し、インバウンド・富裕層の長期滞

在や観光消費額の増加、地方誘客の促進を図る。【観光庁、民間団体】 
 
○ 富裕層向けコンテンツ造成に伴う専門家派遣 

「富裕旅行者」が楽しむコンテンツとは何か、コンテンツホルダーが想像出来ない可能性がある

ため、適切な有識者を現地に派遣してコンテンツ造成を支援する。【観光庁】 
 

○ 文化観光コンテンツの充実、高付加価値化 
我が国の文化施設や文化資源は、富裕旅行者など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に選好されるコンテンツとしてのポテンシャルを有していることをふまえ、以下

の施策に取り組み、我が国の文化観光コンテンツの充実を図る。 
 文化施設や文化資源の高付加価値化の促進 
 文化観光推進法に基づく文化観光拠点の整備の促進、日本遺産等の文化資源の魅力向上
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や発信強化など、文化資源を中核とする観光拠点・地域の整備 
 国立文化施設の機能強化 
 博物館等の国際交流の促進 
 日本博を契機とした観光コンテンツの拡充 
 文化財を活用した復元行事・歴史体験事業の実施、多言語で先進的・高次元な言語解説の

整備【文化庁】 
 
○ 国立公園における上質なツーリズムの実現 

2016 年より取り組んできた「国立公園満喫プロジェクト」について、2021 年以降も継続して推進

し、日本の国立公園において、守るべき自然を守りつつ、その魅力を最大限引き出し、自然の中に

身を置き満喫できる上質なツーリズムの実現とブランド化、新型コロナウイルスの影響により減少し

た国内外の利用者の復活を目指す。これまで 8 つの国立公園を中心に進めてきた各種受入環境

整備について、公園の特性や体制に応じて国立公園全体の底上げを図るとともに、国定公園等も

含め展開し広域的な自然観光を推進する。【環境省】 
 

○ 上質な食体験コンテンツの充実 
農泊を推進する地域において、多様な地域の食とそれを支える農林水産業や特徴のある風土、

伝統文化等の魅力で訪日外国人を誘客する重点地域を農林水産大臣が「農泊 食文化海外発信

地域（SAVOR JAPAN））」として認定しているところ、その更なる拡大を図るとともに、上質な食体験

に対するインバウンドのニーズを調査し、これに対応し得るコンテンツの掘り起こしを行い、当該地

域でしか体験できない上質な食体験コンテンツや食×アート、食×歴史、食×スポーツなど食と異分

野を掛け合わせた日本にしかない新しい食体験コンテンツの造成に取り組む。【農林水産省】 
 

○ 農泊コンテンツの充実、高付加価値化 
農泊を推進し、滞在期間の長期化、来訪の定期化を図るとともに、インバウンドの受入れも含め

た農山漁村への旅行者の大幅拡大を通じた、農山漁村地域の所得向上と、地域活性化を図る。 
具体的には、古民家を活用した宿泊施設の整備や食・景観を活用したコンテンツの高付加価値

化等の農泊コンテンツの質の向上・量の拡大、利用者がストレスなくアクセスできるための利便性の

向上等を支援し、上質を求めるインバウンドの受入にも対応できる地域の拡大を図る。【農林水産

省】  
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○ 医療と連携した観光 
医療と連携した観光について、自然や温泉、身体に優しい料理など、健康に資する地域の観光

資源を生かした滞在プランの造成、 地域や医療機関での受入体制構築、地方誘客にあたっての

プロモーションや海外販路拡大など、各地域の実状に合わせて適切な支援を実施することで、地

域の自走化及び訪日外国人の消費機会の拡大に繋げる。【観光庁・厚生労働省】 
 
○ 国際競争力の高いスノーリゾートの形成 

日本の良質なパウダースノーは外国人から高い評価を得ており、スノーリゾートは、地方での長

期滞在や消費拡大に向けての有力なコンテンツである。スノーリゾートへのインバウンド需要をタイ

ムリーかつ的確に取り込むため、インバウンド需要を取り込む意欲・ポテンシャルの高い地域にお

ける、上質なスキー場の整備、アフタースキーのコンテンツ造成、受入環境整備などの国際競争力

の高いスノーリゾート形成のための取組を支援する。【観光庁】 
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４． 一気通貫で柔軟性の高い旅行サービスの提供 
 
（１） 今後の取組に向けた提言 
 

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。 
特に、シームレスで快適な移動は必須の要素である。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。一方で、富裕旅

行者が求めるシームレスな行程の実現のため、その調整を担っているトラベルデザイナーやホテル

コンシェルジュによると、上記の全ての面で課題があると指摘があり、大きな改善が必要である。 
委員会でも、以下の指摘があった。 
 プライベートジェットについては、専門ターミナルや専用動線などの空港の利用環境整備や乗

り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

すいものになっており、行政による利用環境の改善も必要。 
 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、急な行程変更やキャンセル

など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。なお、海外ではレスト

ラン予約をはじめ、カスタマイズされた高額なサービスについては予約とともに、デポジットが発生し

たり、キャンセル料も 2 ヶ月程度前から発生する慣習が定着しており、キャンセルへの対応が円滑

になっている面があり、日本においても海外の状況をふまえ見直しを検討すべき。 
 

（２） 関係施策 
 

富裕旅行者が求める一気通貫で柔軟性の高い旅行サービスの提供に向けて、関係省庁や企業

が取り組む主な取組の例を挙げるが、これらも含め、官民の関係者による連携した取組を進めてい

くことが必要。  
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○ 最先端技術を活用したストレスフリーな旅行の実現 
非接触での旅行の実現のための観光地や空港での顔認証技術等の活用や、三密回避のため

の空海港でのバイオカートの活用や自動手荷物預機の拡充などの旅客手続きの自動化（FAST 
TRAVEL）、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などの実現のための先進

的な決済環境の整備等、最先端技術を活用し、より一層ストレスフリーな旅行を実現する。【国土交

通省、関係省庁】 
 
○ ビジネスジェットの利用環境の改善 

上質なインバウンド観光の需要に応えるべく、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に向けた取組みを進める。ま

た、観光目的での外国籍機の乗入れに関する手続き期間の短縮など、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組みを進める。加えて、CIQ への事前連絡期間の短縮が図られ

てきたところであるが、更なる受入れ体制の改善に取り組む。【国土交通省、関係省庁】 
 
○ ラグジュアリークルーズの寄港促進 

ラグジュアリークルーズを運航するクルーズ船社や寄港地となる地域の関係者等と連携して、乗

客のニーズをふまえた地元食材や伝統文化など地域特有のストーリーを付加した寄港地ならでは

の特別な体験を盛り込んだツアーの造成や、その船内等におけるプロモーション等を促進する。ま

た、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し、安心してクルーズを楽しめる環

境整備を推進する。【国土交通省】 
 

○ スーパーヨットの受入拡大 
インバウンドによる地方創生の観点から、海外富裕層が所有するスーパーヨットの寄港する地域

等への経済効果が期待されていることから、「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。【国土交通省、関係省庁】 
 
○ 民間事業者による新たなサービス提供 

豪華列車によるトレインクルーズ、旅行会社による鉄道車両の貸し切り、新幹線利用時の手荷物

の運搬手配の充実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取組も行われつつあるところであり、引き続き、富裕旅行者の移動ニーズを

ふまえて新たなサービスが提供されることが期待される。【民間事業者】  
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５． 人材育成及び富裕旅行産業エコシステムの形成 
 
（１） 今後の取組に向けた提言 
 

富裕旅行者は、旅行のあらゆる行程において高いクオリティかつ柔軟性のあるサービスを求めて

おり、その実現のためには、富裕旅行者の目線を共有し、その関心事に沿って、気まぐれへの対

応も含めてきめ細かく対応できる人材が必要である。 
本委員会での検討においても、人材面での課題について多くの指摘があった。 
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・育成が大きな課題である。

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である。富裕旅行者の目線を共有し、細かな要望に対応できる人材が必

要とされており、そのためには、「お客様目線」のサービスについて、お客様の意見を基にした研

究・分析・マーケティングが重要であり、これを踏まえた人材育成を行うべきである。また、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、一気通貫の質の高いサービスには、コンシェルジュやトラベルデザイナー、ＤＭＣなどの富

裕旅行のプロがネットワークを形成し、密に連携できることが不可欠であり、こうしたプロ人材のネッ

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、旅行の印象を左右する充分な知識を有し、富裕旅行者の関心に沿った説明ができるガ

イドの育成も課題である。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が非常に少

ないということも課題である。 
いずれの人材育成でも、DX の活用の視点は不可欠な要素である。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。 
 
以上の人材育成に加え、世界の富裕旅行市場を取り込むためには、富裕旅行産業エコシステム

を国内で形成することが必要である。ホテル、旅行会社、交通、観光施設などの従来からの観光産

業はもちろん、百貨店や高級ブランド、貴金属店、アート関連産業、医療機関など富裕旅行に関わ

る幅広い業種が連携し、そのネットワークが十分に機能することが必要である。また、サービスの磨

き上げや富裕旅行者に的確に伝わるプロモーションのためには、富裕旅行者のライフスタイルを知

り、その関心事であるアートやファッション、食などの専門家による目利きの力が必要であり、こうし

た目利きの人材の巻き込みを行うべきである。  
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（２） 関係施策 
提言をふまえ、以下に挙げた施策を含め、人材育成や富裕旅行産業エコシステムの育成に向け、

今後さらなる取組を進めていく。 
 

(i) 人材育成 
 
○ 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） 

上質な宿泊施設の誘致・整備に意欲的な地域等に所在する宿泊施設を中心に、世界レベルの

宿泊施設等の従事員が備えるべき知識・教養（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）に関する研修を行う。世界中のホテルの格付けをして

いる機関やホテルスクール等から専門家を招請し、グローバルなサービスの考え方や具体的なサ

ービス手法の研修を行うとともに、これを日本のサービス提供方法やホスピタリティに融合させる現

場の取組を促進。 
また、海外のホテルスクールやホスピタリティマネジメント系大学等へのオンラインも含めた留学

を支援すると共に、海外からの講師招聘および海外ホテルスクールと日本の教育機関の連携を進

め、グローバルな視点を有し、マネジメント力を備えた観光産業を牽引する人材の育成を行う。【観

光庁】 
 

○ 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 
観光産業に従事する社会人の学び直し（リカレント教育）の場を整備する目的で、平成 27 年度よ

り実施している「観光産業の中核人材育成・強化事業」の枠組みにおいて、富裕旅行の人材育成

に特化したプログラム開発のため、大学に令和３年度に講座を開設する。 
既に富裕旅行市場に関するプログラムを有する、海外ホテルスクールの専門家等を招聘し、そ

の学術の体系を取り入れるとともに、我が国のコンシェルジュやトラベルデザイナーなどのプロの知

見を融合したプログラムを開発し、富裕旅行業界の認知度の向上や将来の担い手の創出を目指

す。【観光庁】  
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○ 富裕旅行者向けのガイドの育成 
 令和 2 年度に実施した「上質なインバウンド観光サービスを提供するガイド育成事業」にて作

成したカリキュラムモデルに基づき、富裕旅行者の関心に沿った説明ができるガイドの育成を

行い、同事業において発足したガイドネットワークの活性化、富裕旅行のプロのネットワークと

の連携を図る。 
 また、アートや文化を専門に学ぶ学生、専門家に対し、ガイドの基本的スキルを学ぶ場を提供

し、ガイド要員の裾野を広げ、前述のガイドネットワークとの交流の場を創出する。 
 英語、中国語、韓国語以外の言語の通訳案内士を育成するため、積極的に留学生や外国語

を専門とする学生等にアプローチし、通訳案内士試験の受験者を増やす取組を行う。【観光

庁】 
 
(ii) 富裕旅行産業エコシステムの形成と地域への普及 
 
○ 富裕旅行産業エコシステムの形成 

富裕旅行者が満足する旅の実現には、コンシェルジュやトラベルデザイナー等ホスピタリティ業

界のプロのネットワーク形成が不可欠であるとともに、産業界としてもホテル、旅行、交通などに加え、

百貨店や高級ブランド、貴金属店、アート関連産業、医療機関など富裕旅行に関わる幅広い業種

が連携した仕組みや組織などを組成し、商流の拡大やプレーヤーの育成・拡大、品質確保などを

行う。【観光庁、民間事業者等】 
 
○ 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 

国内各地域では、富裕旅行者の旅行スタイルや関心事などの情報が不足しており、富裕旅行者

向けの魅力的な体験コンテンツづくり、磨き上げができていない。 
このため、観光庁のコンテンツ開発や広域連携などにおいて、富裕旅行者の求める旅行を熟知

しているトラベルデザイナー等の専門家を活用し、その視点を組み入れる。これにより、満足度の

高いコンテンツ造成を支援し、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に

つなげるとともに、富裕旅行者の地方訪問に向けた取組を促進する。【観光庁】  
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６． 富裕旅行者の訪日促進に向けたプロモーション 
 
（１） 今後の取組に向けた提言 
 

総論で述べたとおり、今後の誘客戦略の基本として、観光先進国に向けた高い目標の達成に向

け、特定市場に絞るよりも幅広く世界中を対象に誘客するべきで、特に文化度の高いインフルエン

サーの誘客は重要である。また、富裕旅行者の多様性を理解しつつ、多様な消費レベル、属性、

国・地域別の嗜好の違い、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

し、深めていくことが必要である。 
観光庁及び日本政府観光局では、平成 29 年度に本格的に富裕旅行プロモーション事業を実

施し始めてから、その対象を主に欧米豪の重点市場を中心としてきた。しかし、今回の委員会にお

ける調査を通じ、訪日する富裕旅行者のうち、中国や東南アジアの富裕旅行者の割合が非常に多

いこと、中東の富裕旅行者の存在感も大きいことが判明したことから、富裕旅行プロモーション事業

を中国、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

ョンを実施すべきである。 
また、これまでは、この旅行消費額の観点のみにおいてターゲットを絞り、基本的に全ての富裕

旅行者を想定したプロモーションを実施してきたが、今後は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を行うとともに、よりハイエンドにも遡及する情報発信

の強化が必要である。海外での効果的な情報発信に向けて、現地の PR 会社、広告会社とのコネ

クションの強化も必要である。  
また、富裕旅行商談会を通じたネットワーク強化は引き続き重要である。これまでの海外富裕旅

行商談会への継続的な出展や Japan Luxury Showcase などの開催を通じ、Tier２の旅行者を扱う

バイヤーとの関係づくりは相当程度進んできている。今後は、Tier１を含むよりハイエンドの旅行者

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である。 
プロモーションに関する課題として、委員会では、以下のような意見も出されており、プロモーショ

ンから実際の富裕旅行者の受入れまで、一貫性のある形で進めることが必要である。 
 
 Japan Luxury Showcase やファムトリップで積極的に紹介されたコンテンツなどであっても、予約

が 1 か月前でないと取れない、予約方法もわかりにくいという苦情が多い。そのように積極的に

紹介する以上、特別な予約体制を確保するべき。 
 日本政府観光局や地方自治体、観光地域づくり法人（DMO）のプロモーションの一環で行わ

れるファムトリップについて、その場限りのツアーとなっており、その後の実際の富裕旅行者の
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入込につながっていない。ファムトリップの企画は、富裕旅行のビジネス動線をふまえ、現実的

なものにするべき。 
 
 
（２） 関係施策 
 

上記の提言をふまえ、日本政府観光局においては以下の施策を行うとともに、より戦略的な富裕

旅行プロモーションに取り組む。 
 
○ 対象市場の拡大と地域ごとのプロモーション実施 

富裕旅行プロモーションの対象市場について、先行する欧米豪市場に加え、中国を含むアジア

市場、中東市場等についても、地域ごとの特性や富裕旅行の潜在ニーズなどを分析した上で、地

域ごとに戦略を分けて的確なプロモーションを実施する。【日本政府観光局】 
 
○ 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 
旅行消費額の観点に加えて、旅行目的に応じたプロモーションを実施する。まずは、比較的多く

の富裕旅行者が関心を持つテーマを調査・分析し、そのテーマに特化した広告を掲載するなどの

テーマ別プロモーションを行う。 
また、デジタルマーケティング技術を活用し、個々の富裕旅行者の興味・関心に応じた的確なオ

ンライン広告を発信することにより、日本政府観光局の富裕旅行向けウェブサイトのテーマ別ペー

ジに的確に誘導し、より訪日旅行に結びつきやすい効果的な情報発信を行う。さらに、誘導した富

裕旅行者の閲覧履歴等の情報を収集・分析することによって、より効果的な情報発信へと相乗的

にプロモーションを高度化していく。 
また、多くの富裕旅行者が関心を持つテーマに関連する国際的なイベントにおいて、日本の関

連コンテンツを発信する。【日本政府観光局】 
 
○ 富裕旅行市場におけるネットワーク強化 

ILTM などの富裕層向け旅行の商談会や Virtuoso などの富裕層向け旅行を取扱う業界コンソー

シアム関連イベントへの継続的な出展、主催する国内富裕旅行商談会「Japan Luxury Showcase」

の継続的な実施等を通じて、富裕層と個人的なコネクションを持つ旅行会社との関係を強化する。 
また、新型コロナウイルスの影響で大々的なプロモーションが難しい中、現地の富裕旅行業界コ

ンソーシアム等（Traveller Made、This is Beyond 等）を通じて関係旅行会社への情報発信を実施す

るなど、業界関係者との関係維持・強化を図る。【日本政府観光局】  
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○ 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 
観光庁や日本政府観光局が旗振り役となり、富裕層向け旅行商談会等への観光事業者や地方

自治体の積極的な参加を促し、業界とのネットワークづくりを促進する。日本全体としてのプロモー

ション力の向上に向けて、「日本をプロモーションする人材の育成」も重要。【観光庁、日本政府観

光局】 
 

【図表 II-2】日本政府観光局が令和元年度に出展した富裕旅行向けの商談会等の例 

 
（出典）観光庁及び日本政府観光局において作成 

 
○ 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 

最新の市場動向を把握し、富裕旅行者のニーズを掴むため、定期的に富裕旅行市場調査を行

う。 
また、これまでに実施してきたプロモーション事業について、富裕旅行者の旅行先決定にどの程

度影響を及ぼしたかなどの効果を検証することで、どのようなアプローチがより効果的なのかを分析

する。 
富裕旅行者の訪日旅行消費額を把握することを目的とした調査を定期的に実施するとともに、

現在、訪日外国人消費動向調査を元に算出している、「訪日外国人旅行消費額」にどのように反

映するのか、検討を行う。【観光庁、日本政府観光局】 
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上質なインバウンド観光サービス創出に向けた観光戦略検討委員会 
 

構成員 
 

＜委員：五十音順・敬称略＞ 

 デービッド・アトキンソン 株式会社小西美術工藝社 代表取締役社長 

 阿部 佳 レ・クレドール インターナショナル 名誉会員 / 明海大学 教授 

 梅澤 高明 A.T.カーニー 日本法人会長 / CIC Japan 会長 

 髙野 雅臣 株式会社クリル・プリヴェ Founder & CEO 

 近衞 忠大 株式会社 curioswitch 代表取締役 CEO 

 鈴木 昭久 公益社団法人 日本観光振興協会 副理事長 

 田中 辰明 一般社団法人 不動産協会 リゾート事業委員会委員長 

東急不動産株式会社 取締役常務執行役員 ウェルネス事業ユニット長 

 田中 雄司 マリオット・インターナショナル ラグジュアリー部門 

日本統括副社長 兼 ザ・リッツ・カールトン東京 総支配人 

 松嶋 一重 株式会社日本政策投資銀行 常務執行役員 

 矢ヶ崎 紀子 東京女子大学 教授 

 山田 理絵 Urban Cabin Institute 

ラグジュアリー・ブランディング・プロデューサー 

 涌井 史郎 東京都市大学環境学部 特別教授 

 渡部 勝 株式会社パレスホテル専務取締役/パレスホテル東京 総支配人 

   

〈関係機関〉 日本政府観光局（JNTO） 

  

〈関係省庁〉 

復興庁 観光班 

法務省 出入国在留管理庁 出入国管理部出入国管理課 

財務省 関税局 監視課 

文部科学省 文化庁 政策課 

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室 

農林水産省 消 費 ・ 安 全 局 植物防疫課 防疫対策室 

  動物衛生課 国際衛生対策室 

 食 料 産 業 局 海外市場開拓・食文化課 食文化室 

 農 村 振 興 局 都市農村交流課 農泊推進室 

経済産業省 商務情報政策局 商務サービスグループ クールジャパン政策課 
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国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課 

 都市局 都市政策課 

 住宅局 市街地建築課 

 鉄道局 総務課 企画室 

 海事局 総務課 企画室 

 港湾局 海洋・環境課 

 航空局 総務課 政策企画調査室 

環境省 自然環境局 国立公園課 

      

〈事務局〉 国土交通省 観光庁 

 
  



 

70 
 

上質なインバウンド観光サービス創出に向けた観光戦略検討委員会 

 

開催経緯 

 

＜第１回＞ 令和２年 10 月５日（月） 

議事： 

（１） 検討の趣旨、日本政府観光局における取組について 

（２） 上質な宿泊施設の誘致について 

 

＜第２回＞ 令和２年 11 月 18 日（水） 

議事：上質なコンテンツについて 

○ プレゼンテーション 

 近衞 忠大 委員 

 東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科 長谷川 祐子 教授 （ゲストスピーカー） 

 一般社団法人 日本ガストロノミー学会 山田 早輝子 代表 （ゲストスピーカー） 

 他 関係省庁 

 

＜第３回＞ 令和２年 12 月 24 日（木） 

議事：上質な旅行環境を一貫して提供するための施策について 

○ プレゼンテーション 

 田中 雄司 委員 

 他 関係省庁 

 

＜第４回＞ 令和３年１月 27 日（水） 

議事：上質なサービスを求める旅行者に関する調査ついて 

○ プレゼンテーション 

 山田 理絵 委員 

 他 関係省庁 

 

＜第５回＞ 令和３年３月 11 日（木） 

議事：今年度の議論のまとめ 

以上 


