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１．事業概要

（１）事業名
平成30年度訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（実証事業分）
スマートフォン決済環境整備による中国人誘客促進事業

（２）事業の目的
長野県を訪れる中国人旅行客は、平成27年まで増加傾向であったものの、中国人の団体旅行から個人
旅行への旅行スタイルの
変化等により、平成28年からは減少傾向である。県内の観光地では、
中国人向けマートフォン決済環境が未整備であることから、県内観光地にスマートフォン決済環境を
整備することで中国人旅行客の利便性を向上し、あわせてSNSを活用したプロモーションの実施に
より、中国人旅行客の誘客拡大を図る。

（３）事業の内容
①実態調査
②県内観光地へのスマートフォン決済環境の整備
③実施期間 契約の日から平成31年2月15日（金）まで
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２．現状把握調査

（１）実態調査アンケート調査実施要項 / 概要
①調査目的

実証事業を行うにあたり事前に、長野市、松本市、諏訪市、茅野市、軽井沢町、山ノ内町、白馬村
野沢温泉村等におけるキャッシュレス決済環境の整備状況の理解と、導入のニーズ把握のため。

②調査対象
宿泊施設、飲食店、小売店、観光施設、医療機関、必要と思われる業種

③回答サンプル数
上記対象業種各30社以上
（事業者数の少ない業種については、実態を明らかにするために必要なサンプル数を確保した。）

④調査項目
スマートフォン決済環境整備にあたっての課題を明らかにできる調査項目。

⑤実施概要
実施時期：2018年10月5日～12月28日 実施方法：郵送および聞き取り
対象施設数：186社 回答数：118施設 234回答サンプル 対象施設回答率 63%
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２．現状把握調査

（２）アンケート調査結果
全県で186の施設を対象に実施。業種・地域別は以下の通り。（業種については複数回答あり）

宿泊施設、飲食店、小売店、観光施設、医療機関、各30社以上に対して
アンケートを実施。交通機関については、事業者数が少ないため、実態を
明らかにするために14社より回答受領。

175施設でキャッシュレス決済を導入している。
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２．現状把握調査

【問】 クレジットカード等によるキャッシュレス決済の導入状況について
選択肢：導入している・導入予定または導入を検討・関心はあるが導入予定なし・不要または関心もない

導入されているキャッシュレス決済はクレジットカードが主流。
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２．現状把握調査

【問２】スマートフォン決済の導入状況について

全体の13%が既に導入済で、楽天ペイ・Alipay ・WeChat payの３つのスマートフォン決済が主流。

7



２．現状把握調査

業種別スマートフォン決済導入状況は以下の通り。宿泊施設・小売店の約7割が導入済もしくは導入計画・検討。
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【問２】スマートフォン決済の導入状況について
選択肢：導入している・導入予定または導入を検討・関心はあるが導入予定なし・不要または関心もない



２．現状把握調査

【問２】スマートフォン決済の導入状況について 「導入予定または導入を検討」

訪日中国人対象のWeChat Pay、Alipayを中心に導入の計画が進んでいる。
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２．現状把握調査

【問３】「WeChat Pay」等、スマートフォン決済の導入に対する障害や課題について（複数回答可）

手数料率や端末の費用等のコストにまつわる課題が150件、商品内容や仕組みの理解不足等の課題が144件、
コミュニケーションを中心とした外国人（中国人）対応に対する不安が54件。
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理解不足

コスト課題

コスト課題

複数回答可



２．現状把握調査 県全域

【問４】「WeChat Pay」等、スマートフォン決済の導入に対する要望・支援（複数回答可）

手数料率、端末費用などコストにまつわる支援要望が多い。
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３．スマートフォン決済端末導入に向けての告知、情宣活動

12

(1)地域銀行が発行・配布される
月報に記載

(2) カード会社による提案時・
セミナー時に周知・情宣

(3) 長野県ホームページでの周知

(4) 情宣チラシ作成・配布

本実証事業に関しての告知・情宣活動を以下のように実施



４．実証事業スマートフォン決済導入セミナー

（１）セミナー開催要項
① 開催目的
スマートフォン決済端末導入促進のため

② 対象地域・施設
長野市、松本市、諏訪市、茅野市、軽井沢町、山ノ内町、白馬村、野沢温泉村等の宿泊施設、
飲食店、小売店、観光施設、医療機関等。

③ 開催地区・回数
長野県内 4会場以上

④ 開催内容
(1) 実証実験概要
(2) 訪日外国人について 長野県の現状
(3) WeChat pay, Alipayについて
(4) 中国人観光客向けのプロモーションについて
(5) 質疑応答
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４．実証事業スマートフォン決済導入セミナー

（２）セミナー実施結果報告 総参加者数 92社 110名
＜概要＞

① 平成30年11月20日（火）14:00～15:30（開場13:30） 16施設19名参加
会 場：白馬商工会 大会議室住所：
長野県北安曇郡白馬村北城 7078-75 NTT大町支店テレホンプラザ白馬

② 平成30年11月21日（水）14:00～15:30 （開場13:30） 12施設13名参加
会 場：発地市庭 会議室

長野県北佐久郡軽井沢町大字発地2564-1

③ 平成30年11月27日（火）14:00～15:30 （開場13:30）
29施設41名参加

会 場：松本商工会館 6階601会議室
住所：松本市中央1-23-1 

④ 平成30年11月28日（水）14:00～15:30 （開場13:30）
34施設37名参加

会 場：長野バスターミナル会館 4階国際ホール
住所：長野市中御所岡田178-2

セミナー後アンケート回収 96  回収率 87%
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４．実証事業スマートフォン決済導入セミナー

セミナー後の質疑応答：
＊決済端末の導入の方法について、個別で質問あり。ビリングシステム社より回答
＊台湾でもWeChat Payは使えるのか →使えない（ビリングシステム回答）
＊WeChat payは不正利用はないのか ⇒ 当社が把握している限りない（ビリングシステム回答）
＊スマホを落としたら不正利用できるのか ⇒前提としてスマホの認証とWeChat payの認証をクリアしないと利用できない。

これらをクリアしたら不正はできるが、WeChatの利用約款で、その際の責任は利用者としているので、導入企業に責任を
負うことはない（ビリングシステム）

＊Wechat payとAlipayの使い分けは？⇒データを見るとWeChatは小額決済、Alipayは高額という使い分けをしているようだ。
＊回収ができないということはないのか ⇒銀行口座を紐付けている場合、残額が足りないと決済不可。従って回収はできる。

本セミナーに参加されての感想：開催後のアンケート回答より抜粋
・駅ビル内のテナントによるため可能かの確認、社内で検討して導入するか判断したい。（飲食店）
・（WeChatやアリペイは）日本人が使用できないため、導入を見送りたい。（飲食店）
・機会があったら利用したい。（小売店）
・今は須坂では導入時期ではないのかな。（観光施設）
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セミナーに参加されての感想をお聞かせください（複数回答可）
＊セミナー後アンケート 上記の質問以外は事前アンケート調査（8ページ）と同様。集計結果は現状把握調査に含む。

セミナーの内容は概ねご理解いただけたようではあるが、導入に向けては、更にアクションが必要。

４．実証事業スマートフォン決済導入セミナー アンケート結果 総参加者 110名 回収 96名
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宿泊施設 飲食店 小売店 観光施設 医療機関 交通機関 合計 割合

3%

54%

33%

1%

1%

1%

6%

0 1

5 24

0 2

0 0 0 0

0

41 2 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 1 10 0

その他

「WeChatペイ」等を導入する必要性を元々感じておらず、

本セミナー参加後も特に変化はない
1

「WeChatペイ」等の商品内容等を十分理解できなかったので、

改めて個別に詳しく話しを聞きたい
0

「WeChatペイ」等の商品内容等を十分理解できなかった、また、

導入の必要性を改めて感じることもなかった
1

7 1 4 39
「WeChatペイ」等の商品内容等は概ね理解できたが、改めて詳し

く話しを聞いた上で導入するかを判断したい
13

4 4 5 5 1

0 0

7 7

「WeChatペイ」等の商品内容等は理解できたが、現状では導入す

る必要性を感じない（当面、様子見）

「WeChatペイ」等の商品内容を十分理解できたので、すぐにでも

導入したい
0 0 2



５．スマートフォン決済端末サービスの導入に関して

（１）決済端末導入状況

決済端末導入店には、店頭ステッカー、レジそばにスタンド等を設置し、導入店であることを訴求
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５．スマートフォン決済端末サービスの導入に関して

（２）決済端末導入実績

２か月半の期間で長野県内 18の市町村51施設に対して100台を導入。加えて、２施設（北安曇・軽井沢）では
専用端末は導入せず、施設で使用中のタブレット端末を利用。
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５．スマートフォン決済端末サービスの導入に関して

（３）決済利用状況報告 業種別・地域別

端末を積極的に導入した小売店が利用においても積極的で金額ベースで全体の46%,件数ベースで67%を占める。端末導入が
多い宿泊施設での利用が少ない。これは、ネット等で事前に予約し、決済を済ませてから来日されるお客様が多いことが要因。
端末導入数が最も多い白馬地区で利用が最も多い。諏訪市は小売店での積極利用で件数が増えている。
期間中の総決済金額は 約280万円、総件数497件。

。
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５．スマートフォン決済端末サービスの導入に関して

（５）決済端末導入に伴ってのアンケート調査結果
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５．スマートフォン決済端末サービスの導入に関して

短期間での検証ではあるが、誘客・売上については、少なからず貢献が見られる。
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５．スマートフォン決済端末サービスの導入に関して
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導入期間が短い中での調査結果ではあるが、小売店を中心に効果が表れてきている。



５．スマートフォン決済端末サービスの導入に関して

【問】成果・効果等の評価（【問】中国人の誘客増加、売上増加、プロモーション効果、業務効率化、キャッシュレス
決済増加）が「導入前と変わらない」または「特に効果なし」となっている原因について（複数回答可）
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その他の回答：
＊導入後間もなく、これからに期待 ＊銀聯カードまたはVISAカードで間に合う
＊当店の商品がｽﾏｰﾄﾌｫﾝ決済に適していない ＊予約受付時に現金決済を告知していれば、現金決済で間に合う



５．スマートフォン決済端末サービスの導入に関して

【問】「WeChat Pay」または「Alipay」の導入または利用拡大に向けての課題について（複数回答可）
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その他の回答：
＊中国人が来訪しなければ無意味のないツール ＊春節時に導入、利用できれば良かった
＊訪日中国人が現金（円）を持ってきている



６．SNSプロモーション （１）施策概要

KOL：「Key Opinion Leader」の略、ある一定の領域で発言力をもつ有名人やネットユーザーを指します。
モーメンツ広告：モーメンツ（朋友圏）とはWeChat内のSNS機能、自分の近況や気に入った記事のシェアをタイムラインに投稿し、その
投稿が友人にも表示される機能です。自分のタイムラインには友人の投稿が表示されることになります。モーメンツ広告は、自分や友人
の投稿と同列にタイムラインにコンテンツが表示される広告形態（フィード広告）です。
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1. WeChat公式アカウント「日本長野県通信」運用・管理
① 記事配信業務ー月1回
② 著作権管理、コメント対応等管理業務

2. スマートフォン決済サービス使用可能店舗情報掲載
スマートフォン決済サービス使用可能店舗情報分析

3.  KOLによるLIVE配信
① KOL「林萍在日本」による松本市LIVE

４. KOLによるWeibo投稿
① KOL「林萍在日本」による長野県内4か所取材→記事投稿
② KOL「林萍在日本」からの「長野スキーバス」記事投稿

5. WeChat広告
① WeChat公式アカウント「日本長野県通信」からのモーメンツ広告



６．SNSプロモーション 1. WeChat公式 「日本長野県通信」運用・管理

◼実施日時：平成31年12月26日
◼実施内容：記事「出発！一緒に白馬でスキーをしましょう」

流入数：261回
閲覧数：177回
コメント数：０

いいね数：2

（２）施策詳細

1年2か月間の運用停止期間（記事配信が行われていない期間）が存在したため、その期間にアクティブなフォロワー達
は離れてしまったと想定されるが、その中でも1投稿当たり平均200回以上の記事への流入を獲得することができた。
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６．SNSプロモーション （２）施策詳細 2. スマートフォン決済サービス使用可能店舗情報掲載

≪店舗情報閲覧動線≫

長野県北安曇郡小谷村千国乙2514-4

長野県北安曇郡白馬村北城6350

長野県北安曇郡白馬村北城6350

長野県北安曇郡白馬村北城エコーランド3020-962

長野県北安曇郡小谷村栂池高原

ホテルサンプラザ栂池

タロークラブ

藤屋土産品店

藤屋食堂

Shop ろまん

長野県北安曇郡白馬村北城12015

クロスシュレッドスノースポーツ

長野県北安曇郡白馬村大字北城6350

有限会社白馬ヤマトヤ

長野県北安曇郡白馬村北城3549

長野県北安曇郡白馬村北城みそら野2439-2

長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

ホテル オークフォレスト

Pilot Lodge

リゾートイン マリオンシナノ

エスポワール みさわ

長野県北安曇郡小谷村栂池高原

長野県大町市平20490-4

タロークラブ

長野県大町市平20490-4

長野県大町市平20490-4

長野県大町市平20490-4

長野県大町市平20490-4

長野県大町市平20490-4

長野県大町市平20490-4

長野県松本市中央2-2-8

長野県松本市大手3-3-4

小口時計店

TADACHIYA

レンタルショップスパイシー

売店ゲレスポ

レッドシーダー

アルペン・イン

中綱チケット売場

中央チケット売場

長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9521

やすらぎの宿 白樺

長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9829

長野県下高井郡山の内平穏7148

長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷8455-2

長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9258-8

長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9515

長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700-24

Fujiyoshi

ホテル志賀アスペン

ロッヂ ハーネンカム

ガストホフ シーハイル

ホテルハウスサンアントン

T HOTEL竜王

長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9526

長野県下高井郡野沢温泉村豊郷オオナデ7809

Mt'Dock

ARMADA Store Nozawa

長野県下高井郡野沢温泉村豊郷8006-1

長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9323

レンタル&エスプレッソハウスサンアントン

医療法人 桐の会 野沢医院

長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷8006-1

長野県下高井郡山ノ内町志賀高原横手

長野県須坂市仁礼町峰の原3153-50

スキー&スノーボードレンタル 白樺

峰の原高原スキー学校

横手山・渋峠スキー場

北信濃エリア

日本アルプスエリア

長野県木曽郡王滝村3162

Ontake 2240

長野県諏訪市元町1番16号

セラマスミ

長野県諏訪市四賀赤沼1832-2

アミー・アン

長野県北佐久郡軽井沢町旧軽井沢1314

ホテル軽井沢エレガンス

その他エリア

◼ 住宿类：宿泊
◼ 商店类：ショップ
◼ 娱乐设施：レクリエーション
◼ 公共服务设施：公共サービス
◼ 其他：その他

カテゴリー
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６．SNSプロモーション （２）施策詳細 2. スマートフォン決済サービス使用可能店舗情報分析

観光に関する情報が最も注目されているが、次いでスマートフォン決済に関する情報に注目が行っていることがわかる。
2月上旬に山が来ているのはWeChat広告を行い、新規フォロワーが増加したことが要因。

トップページ

北信濃地区

日本アルプス

その他の地域

支払いに関して

長野観光 サマリー

長野観光 おすすめ旅程

長野観光 アンケート調査支払いに関して

サブーページ
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６．SNSプロモーション ３. KOLによるLIVE配信

◼出演者：林萍在日本
◼一直播アカウントフォロワー数：約413万人
◼実施日時：平成31年1月31日
◼取材ルート：松本駅～松本城下～松本城

1/31 
ライブ配信当日

同時オンライン数：19.5万
コメント数：3,043
閲覧数：304.1万

閲覧数：306.6万
コメント数：3,043
いいね数：192.8万

2/20時点

一直播（LIVE配信専用メディア） LIVE配信終了後も
アーカイブから2.5万人の閲覧が
ありました。LIVE配信をKOLの

Weiboアカウントへ転送
※転送とは…あるメディアで配信したコンテンツ
と同一コンテンツを別メディアへ送ること。

閲覧数：56.6万
転送数：327件

コメント数：1269
いいね数：464

Weibo数値

今回起用したKOLのLIVE配信の平均PV数は200万回だが、松本LIVE配信はLIVE配信
専用プラットフォームである一直播と一直播と連携しているWeiboとでLIVE配信当日に
360.7万回の閲覧数を獲得することが出来、想定以上のユーザーに松本の魅力を発信
することができた。
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６．SNSプロモーション （２）施策詳細 4.KOLによるWeibo投稿：地獄谷野猿公苑

閲覧数：95.7万
コメント数：403
転送数：328
いいね数：417

やっと長野の地獄谷野猿公苑に来ました。温泉に入るサルが
可愛いですよね。
では、早速vlogを見ていきましょう。その前に幾つヒントを
あげます。

1.冬は一番いい季節なのに、無理の場合は5、6月に来ても
サルをみることができます。

2. 山下の温泉旅館に泊まれる。温泉には入っている時にサ
ルも入ると聞きました。旅館の名前は「後楽館」だが、古く
見えますね。

3. ぜひ滑べらない靴を履いてください。なぜなら、30分ほ
ど歩かないとサルは見れませんので。

4. 11時に過ぎたら観光客はいっぱいになるので、できれば
早く来てください。

地獄谷野猿公苑

サルを触らせますっか。

いいところですね、私も行ってみたい。

サルたちは頭がいいね、温泉が健康にいい
ことを知っているね。

サルと一緒に温泉に入るのは珍しい体験だよね。

日本に旅行にいってみたい。貯金.

コメント抜粋
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６．SNSプロモーション ５. WeChat広告

◼ 実施日時：2019年2月5日~2月10日
◼ 実施内容：モーメンツ広告
◼ 投稿内容

趣味 海外旅行、目的別旅行、アウトドア、

行動 海外旅行、目的別旅行、ホテル宿泊、

学歴

婚姻状況

OS

携帯価格

携帯ブランド

携帯キャリア

通信形態

リターゲティング

除外ユーザー

◼ 広告出稿状況

出稿形式 出稿期間 広告費用 CPM 広告表示回数 Click数 Click率 増加フォロワー
数

CPF

モーメンツ広告 20190205-
20190210

12,000元
（194,900円)

100元 287,889回 3,919回 1.36% 513名 25.92元
（414.3円）

◼ セグメント

「長野県」の認知拡大を目的とした広告出稿を実施。CPM100元で入札をかけたが、実績は40元程度で消化。クリック回数、クリック率は
テンセント想定のものより高くない結果（1.36％）となっているが（テンセント想定Click率1.7~3.3％）、フォロワー獲得単価はテンセント
想定が300円～700円程度となるため、フォロワー獲得単価は想定内におさまり、513名のフォロワー増加。結果として効率的に広告運用を行う
ことが出来た。
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開始期間

終了期間

単価

日時予算

旅行会社、個人旅行、スキー

スキー、温泉、日本文化、日本旅行、長野、日本温泉、猿

排除ユーザー 公式アカウントフォロワー



８．実証結果のまとめ

１．スマートフォン決済端末導入へ向けての告知・情宣活動
① 本実証事業のコンソーシアムであるカード会社加盟店向けチラシ郵送
② 本実証事業のコンソーシアムであるカード会社参画ビジネスセミナーにて告知
③ 本実証事業のコンソーシアムである金融機関が発行する月報に記載、配布。
④ 長野県ＨＰでの告知等

２．端末導入
実際の導入は12上旬よりスタート。12月ひと月で目標の約半分を導入でき順調な滑りだしであった。
その後スキーシーズン繁忙期に伴って、導入が伸び悩んだが、関係各部門のご協力により、期限の2/15までに
100台の導入を達成。
今回は導入期間が限られていたため100台の導入であったが、期間が長ければ、更に多くの端末導入ができ、誘致・
集客に貢献できたと考える。
長野県を代表する大手企業の協力をいかに得られるかがポイント。大手企業は、経理部門等を含めた社内各部署への
確認調整のため決済端末の導入までの社内決裁に時間が掛かる傾向が強い。他の実証事業の事例として、１年以上
かけて導入に至った大手企業もある。県を代表する大手企業が導入する事で、地域の中小企業の導入ハードルが
下がると考える。

導入は長野県の１８市町村に対して実施、白馬村の13台をトップに長野市、松本市、諏訪市、野沢温泉村を合わせる
と導入台数で全体の５割を占める。
業種別には小売店が導入に積極的で全業種の約５割、次いで宿泊施設、スキー関連施設で、これら3業種を合わせると
全体の85%。
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８．実証結果のまとめ
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３．端末の稼働状況
（導入後アンケートに回答があった）導入58施設のうち、ほぼ

毎日稼働しているのが、小売店の4施設。
毎日および週に数回を合わせると全体の約24%は稼働をして
おり、着実に稼働実績を上げてきている。
全く稼働していないは、全導入台数の約57%（このうち約6割
は宿泊施設）これは、事前に予約し、決済を済ませてから来日
されるお客様が多いことが要因。

宿泊 飲食 小売 観光施設 医療

0.3 12.0 7.1 5.4 2.0

飲食店が最も高く、次いで小売。宿泊施設の稼働率が低いのは、前述のとおり、訪日前に旅行代理店やネット
経由で宿泊代金の決済を済ませているため。宿泊施設では、小口の決済が発生するであろう土産物売り場等に設置
するなど端末の設置場所を工夫することで稼働率を上げることができると考える。飲食店の端末導入は、６店舗
（全体の６％）にすぎなかったが、稼働率は最も高いという結果からわかるように、スマートフォン決済の需要は
最も高いと考える。

端末１台あたりの平均稼働件数は以下の通り。



８．実証結果のまとめ
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４. SNSプロモーション
SNSプロモーションにおいてはKey Opinion Leaderを活用したプロモーションが多くのユーザーにリーチすること
ができ、LIVE配信で約360万PV、Weibo投稿で約260万PVを獲得することに成功した。中でも松本城、善光寺、
地獄谷野猿公苑などのコンテンツは特に反応がよく中国人が興味を持っていることがうかがわれる。
今後は今回反応 の良かったコンテンツをベースにプロモーションを継続・実行していくことで、更に多くの中国人
にユーザーに長野県の情報を届けることが可能となってくると考える。

Key Opinion Leaderが地域紹介の際にスマートフォンを携帯、スマートフォン決済端末が導入されたお店を訪問。
買い物や飲食、サービスを受け、そのたびにWeChat PayやAlipayで支払いをする等のプロモーションを実行すれば、
地域紹介と合わせて、スマートフォン決済ができることを訴求できると考える。



９．今後の受入環境整備への提案
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１．行政・地域大手企業の継続的な支援
端末稼働実績からも中国人旅行者の利便性が向上し、集客・売上の向上に寄与できてきていると考える。
実証事業終了後もサービスを継続することにより、訪日中国人に対してのスマートフォン決済端末導入の認知が進み、
より中国人の誘客に繋がると考える。長野県地域全体でWeChat Pay、Alipayの普及が進むことで中国人旅行者を
歓迎している地域と認識され、長野県に対してイメージアップにつながると確信する。
地域にスマートフォン決済を定着させるためには、行政及び地域大手企業が継続的に端末導入活動を支援していく事
が重要だと考える。以下が導入支援活動の具体例
① 導入を促進させる冊子の作成・配布（今回の導入で効果のあった訪日中国人の誘客に成功し効果が上がった施設の

実体験を掲載するとよりリアルで効果的）長野県観光関連のサイトに記事を掲載。
② スマートフォン決済端末導入に関して、質問や悩みが相談できる窓口の設置。
③ 特定地域を選定し、端末導入キャンペーンを実施、一気に地域内の訪日中国人が訪れる全ての施設に決済端末

を導入。例えば、端末機器の無償供与・キャンペーン期間中の手数料免除等、参画を促進するキャンペーン特典を
盛り込む。

④ ローカルTV局、ケーブルTV局とタイアップし、端末導入の取り組みをPR。

２．交通系企業へ決済端末導入
本実証事業により各地域の店舗に決済端末を導入したことで、スマートフォン決済の下地を作ることは出来上がって
きたと考える。ただ、各地域ごとの点に留まっている印象を受ける。長野県全体でスマートフォン決済をスムーズに
展開するためには、各地域を線で結ぶ交通系企業での導入は必須と考える。長野駅⇒バス⇒軽井沢のスキー場
⇒軽井沢町内の飲食店のように、訪日観光客との各タッチポイントで、全てスマートフォン決済が可能になれば、
長野県全体で面としてスマホ決済が使える地域というイメージが広がり、訪問機会の促進につながると考える。



９．今後の受入環境整備への提案
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３．導入店舗の理解促進
決済端末を導入してみたものの、期待した通りの効果を上げている導入店は、まだ多くはない。中国人客の増加が
みられたのは23%、売上増は約３割。これは、導入からアンケート調査までの期間が短かったため、十分な効果検証
ができなかったことが要因のひとつと考えられる。約６割の導入店が「現時点では評価できず」と回答。
引き続き、未導入店に対する啓発活動を続け、スマートフォン決済端末の導入促進を図るための施策を継続する
必要があると考える。特に稼働率の高い、飲食店（今回の実証事業では導入が少ない）、小売店を中心に導入への
支援を継続する必要があると考える。その際に、チラシ・ポスター・ステッカー等で中国語によるメディアを使っての
WeChat pay・Alipay 利用サービスが導入されていることを告知するＰＲが求められる。

４．プロモーションの継続
情報発信の基盤となる公式アカウントについて、WeChat広告出稿等でフォロワー獲得施策を行い長野県の情報を
定期的にフォロワーに発信できる環境を整備する。KOL(Key opinion leader)プロモーションによる長野県の
更なる魅力を発信するためのLIVE配信やWeibo投稿を継続的、定期的に実施することで、より多くの中国人に長野県
を訪れてもらうことが可能になると考える。
またC trip、蚂蜂窝などのOTA（Online Travel Agent) サイトが展開している旅行記型のブログ掲載は, より情報量の
多いリッチコンテンツを中国人に届けることができるため、非常に効果的なプロモーション。この施策実施も検討する
必要があると考える。
プロモーションの実施時期については、中国の祝日を理解することが重要。日本のゴールデンウイークや年末年始の
休みにあたる中国の代表的な祝日は以下の３つ。
春節：1月下旬～2月中旬で約1週間（今回実施のプロモーションは、この期間。）
国慶節：10月1日～7日
労働節：5月1日を含む3日間
この期間に多くの中国人が来日するため、タイミングを意識してプロモーションを行うことで、より大きな効果が期待
できる。



９．今後の受入環境整備への提案
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５．WeChatペイ・アリペイは、もはや必須インフラ
現在、全訪日外国人の約25%(2017年実績）を占める訪日中国人にとって、WeChat Pay・Alipayが使えることは、
訪問地の選択の動機付けになるというよりは、必須条件だと考えている。彼らは、スマートフォン決済を必須の
インフラととらえており、このインフラが整っていない地域への訪問は控える傾向が強いと考える。旅行前・中・後を
通じて、旅についての情報収集・拡散を図っており、この情報を元に訪問先を考えている。当然スマートフォン決済の
有無についてもその情報の中に含まれる。今までは、日本国内において端末導入が進んでいなかったこともあり、
「しかたなく現金を使っていた」が、端末導入が進んできている現状では「現金しか使えないところは訪問しない」へ
と変化が現れてくるであろう。

出典：UnionPay International  9/11-21, 2018 過去1年間に訪日経験がある20代から40代の中国在住中国人男女104名対象への調査結果


