
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 クルーズ船で来訪している観光客はどんな方々なのでしょう

か？【p.1】 

 受入れ側の地域の皆さんが抱えている課題は？【p.6】 

 クルーズ客のニーズと地域が抱える課題とのギャップは？【p.8】 

 クルーズ船乗客のマーケットを考えるポイントは？【p.15】 

 日南地域でクルーズ船乗客等を積極的に受け入れていくために

取組むべき課題は？【p.21】 

 クルーズ船乗客等に対する商品販売戦略【p.24】 

 外国人の受入れの基本【p.30】 

 参考資料：他港でのクルーズ船受入の事例【P.44】 

 参考資料：油津港に寄港したクルーズ船乗客等に対するアンケー

ト調査結果概要【p.49】 

 

油津港に寄港するクルーズ船乗客などに対する 

商品販売や受入環境を考えるための 

ハンドブック 



 

 

  



1 

 

クルーズ船で来訪している観光客は、

どんな方々なのでしょうか？ 
 

 

日南油津港では、大型クルーズ船の受入をはじめて約３年が経ち、

年間 20 回程度のクルーズ船が寄港しています。しかしながら、油津

港では滞在時間が短いために、観光客の皆さまの一端にしか触れるこ

としかできず、また、一度に多くの方々が来訪されるため数に圧倒さ

れてしまうなど、どのような乗客の方々が来訪されているかを深く知

ることができずにいないでしょうか？ 

本事業では、クルーズ船の乗客の皆さまを対象にアンケートを実施

し、来訪する皆さまの観光行動の特徴や嗜好性、購買行動などについ

て調査しました。 

この調査結果データから見えるクルーズ船で来訪する観光客の皆

さまの実態をご紹介します。（巻末にデータも紹介しています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アンケート調査概要 

 ・平成 29 年度に油津港に寄港したクルーズ船乗客を対象にその

場でアンケートにお答えいただく形式で調査を実施しました。 

・調査は、以下の５船を対象に、日本人 413 票、外国人 767 票を

回収しました。 

 

調査対象船 ぱしふぃっくびいなす(H.29.10.9) 

ダイヤモンドプリンセス(H.29.10.11) 

クァンタムオブザシーズ(H.29.10.16) 

クァンタムオブザシーズ(H.29.11.3) 

にっぽん丸(H.30.1.11) 
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１.日本人観光客の特徴 

 

 

 

〇日本人観光客は、高齢層でクルーズ船の乗船経験の豊富な方が多く、

夫婦での利用が中心となっている。 

〇バスツアーを利用している人は半数程度であるが、ツアーでも個人

行動でも鵜戸神宮や飫肥城下町に来訪している人が多い。 

〇日南での購買行動は数千円の範囲内で食品を買っている、食事をし

た程度であり、買い物には満足しているという人が多いものの、「欲

しいものがなかった」を困りごととして挙げている。 

〇一方、地方港で購入したいものとして「郷土の食品」が多く挙げら

れ、また、体験・参加したいこととして、「ガイドと行く歴史探訪」

や「酒造りや郷土料理づくり等の食文化体験」などへのニーズが挙

げられており、時間がとれれば体験型の消費に期待ができると考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クルーズ経験が豊富なシニア層が多く、「もう買うものはない、欲し

いものがない」と感じており、実際に油津港周辺では購買行動は消

極的である。 
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２.中国人観光客の特徴 

 

〇中国人観光客は、家族での来訪が多いため、年齢

は比較的各年代の来訪があるが、60 代以上が

45％である。また、クルーズ乗船経験はほとんどが５回未満であ

る。 

〇上陸許可の関係から、ガイド付きバスに乗車している人がほとんど

であり、鵜戸神宮や飫肥城下町に立寄り、LaOX で買い物をしてい

るというコースが多い。 

〇日南での購買行動は数千円の範囲内で食品を買っているという行

動は他の国籍の方と変わらないが、買っているのは LaOX やコン

ビニエンスストアであり、LaOX ではカードで購入している人は１

～３万円程度の買い物をしている。 

〇買い物で困ってこととして挙げられたのは、「両替ができない」「地

元で作られたものかわからなかった」などが多く挙げられ、また「も

っと文化に触れてみたかった」などの意見もあった。 

〇一方、満足したこととしては、自然の美しさを見たことが多く挙げ

られた。 

〇しかし、再来訪意志は５割程度であり、バスツアーのコースが設定

されているため、日南の多様な観光資源を認知できなかったことも

要因と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

バスツアーのコース上でしか日南に触れることができず、買い物の

できる場所も決まっている。しかし、コースにはない体験や地域の

ものを買いたいという意見も少なくない。 
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※油津港での中国人観光客の行動 

 

・ビザを持っている場合は、個人行動をするものの、クルーズ船乗客

における割合は極めて少ない。 

・ビザを持っていない場合は、母国でバスツアーを含んだ旅行商品と

してのクルーズ旅行を商品として買っている。日本での上陸許可は

法務省が許可を出すものの、ビザを持っていない人の行動制限につ

いては、船会社がすべての責任を持っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ほとんどの中国人観光客は、観光行動が決められており、ガイド付

きのバスで、鵜戸神宮や飫肥城等に行き、LaOX で買い物をして船

に戻るというパターンである。つまり、その他の場所に行くことは

基本的にできない。 

LaOX 

鵜戸神宮 

飫肥城下町 
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３.米/豪観光客の特徴 

 

〇欧米人観光客は、日本人、中国

人に比べて来訪者は少ないが、

米国、豪国などから 60 代以上を中心に来訪が見られる。日本人と

同様、夫婦やパートナーとの来訪が多い。 

〇バスツアーを利用していない人が６割弱であるが、その人たちは、

路線バスを利用している人が多い。 

〇鵜戸神宮、飫肥城下町に対する満足度は８割以上と、日本人や中国

人と比較して高い。 

〇日南での購買行動はほとんど見られず、スナックや飲み物、ソフト

クリームなどを買っている程度である。 

〇買い物で困ってこととして挙げられたのは、「商品の中身が見てわ

からなかった」「商品の説明がなかった、わからなかった」などが

多く挙げられた。 

〇一方、満足したこととしては、自然の美しさを見たことが多く挙げ

られた。 

〇一方、地方港で購入したいものとして「地元の工芸品」「郷土の食

品」が多く挙げられ、また、体験・参加したいこととして、「ガイ

ドと行く歴史探訪」などへのニーズが挙げられており、時間がとれ

れば体験型の消費に期待ができると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

購買行動は見られないが、体験型の商品やサービスが好まれる傾向

にある。しかし、時間的制約やアクセス条件の悪さから、そうした

商品・サービスにたどり着いていない実態にある。 
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受入れ側の地域の皆さんが 

抱えている課題は？ 
 

 

本事業では、クルーズ船乗客の皆さまへのアンケート調査に加えて、

地域の飲食店、物販店、観光施設などの事業者の皆さまに対してもア

ンケート調査を実施しました。 

そこで、クルーズ船受入れに関して以下のような問題点が出されま

した。クルーズ船で多くの方々が来訪されているにもかかわらず、ビ

ジネスチャンスとして捉えきれていないという課題があるようです。 

 

 〇観光客が増えているという実感はあるものの、積極的に受け入れ

たいと考えている事業者は半数以下であり、受け入れたくないと

いう事業者も１割程度ある。 

 〇受入で困っていることは、「言語」の問題。また、マナーが悪い

ために受入に消極的になっている事業者も少なくない。 

 〇クレジットカード対応、無料 Wi-Fi の導入など、受入環境整備は

未だ遅れている状況にあるものの、今後、外国語の表示や外国語

メニューの作成に取り組んでいきたいとしている事業者も少な

くない。 

 〇クルーズ船来航の効果を実感しているのは対象事業者の半数に

満たないが、積極的に受け入れたいと考えている事業者は効果が

あったと実感していると考えられる。 

 〇クルーズ船乗客を取り込むために工夫している事業者は少ない

が、多言語メニューの作成や販売体制の強化、商品開発や情報発

信などを実施している。 
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 〇バスツアーの動線が決まっている、滞在時間が短いなどから、素

通りされてしまっているのが実情。 

 〇コミュニケーションの苦労が多く、翻訳アプリなどで対応してい

るが、商品についての説明ができれば、商品アピールができると

考えている事業者も少なくない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとまった人数に対応できない、マナーの問題などが課題であると

ともに、多言語表示などの受入環境も十分でないことから、消極的

である事業者が多い。 

しかし、年間 400～4,000 人収容の客船が 20 回程度来訪してい

るのも事実。このチャンスを活かすための方法を考えることが必要

であると感じている事業者が多いのでは？ 
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クルーズ客のニーズと 

地域が抱える課題とのギャップは？ 
 

 

生活習慣の理解とマナーの問題 

 

  受入れ側である地域の事業者の方々からは、中国人観光客のマナ

ーの問題が多く出されていますが、反面、外国人の生活習慣を理解

することも必要です。中国人のトイレの使い方、温かい食事を好む

こと、他店で買ったものを持ち込んでしまうことは母国で当たり前

にしている行動です。「郷に入っては郷に従え」を受け入れてもら

うためには、「清潔で、安全の国日本では、こんなマナーが良しと

されている。このマナーを身に付ければ、カッコいいのでは？」な

どの意識の誘導が必要です。 
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  ※外国人観光客マナー啓発の事例 

〇岐阜県白川郷のマンガによる啓発 
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日南の豊富な商品やサービスが認知されていない 

 

  日南には、観光客の方々にとって魅力となり、お

土産となる豊富な商品やサービスがあるにもかか

わらず、それが十分に見せられていないために、認

知されていない状況にあり、「特産品がなかった」

などの意見が出されました。豊富な資源を思い出と

して、またお土産として持って帰ってもらうために

は、観光客の方々の目や耳に触れる場所で見せる、

ＰＲするなどを積極的にしていくことが重要です。 

 

 

 

 

伝えたいことが多言語となっていない 

 

  「商品の中身がわからなかった」など、

伝えたいことが伝わっていないことが、消

費に結びつかない要因のひとつとなって

います。商品の良さ、日南地域の良さを少

しでも理解していただくために、必要な事

項については、ターゲットの母国語で表記

をすることが重要です。例えば、「この商品はこんな工程で作って

いるので、味にこんな特徴があって美味しいです。」などを具体的

に表記することで、手に取るきっかけとなります。 
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ターゲットの嗜好性を捉えることが必要 

 

  油津港に来訪している方々でも、大きく日本人、中国人、欧米人

で行動やニーズが異なることを鑑みると、ターゲットの嗜好性を把

握することが重要です。また、船によって来訪者の国籍が違うため、

寄港する船のターゲット特性に合わせた準備が必要です。 

 

  ■日本人 

⇒「もう買うものはない」と感じている旅の経験が豊富なシニ

ア層をどう捉えるか？ 

・これまでの経験にないサービス、日南でしか買えない商品を

提示することが必要。 

・豪華客船のユーザーの心をくすぐるラグジュアリー感のあ

るサービスやプレミア商品が必要。 

  ■中国人 

   ⇒バスツアーで行動が制限される状況は続く。この動線上で買

ってもらうことが必要か？ 

   ・思わず買ってしまう、別の人が買っているから私も買いたい

という心理をついた仕掛けが必要。 

   ・ファミリー層が増加していることを意識して、子供もターゲ

ットとすることが重要。 

  ■欧米人 

   ⇒リピーターになってもらうことも視野に入れ、次回来訪につ

ながるサービスをどう提供できるか？ 

   ・嗜好性の高い、ここにしかない体験型の商品・サービスを提

供し、さらにリピートすれば、深い、クールな体験ができる

ことをＰＲしていくことが必要。 
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  ※中国マーケットの特性 

〇電化製品や化粧品などを購入するわけ 

   中国でも日本の輸入品が販売されているが、日本側がかける輸

送コスト（輸送料、手数料、保険料等）に加え、関税等の税金、

中国内の輸送料、店舗コスト（管理費、マージン等）、その他が載

せられ、２～５倍の価格で売られています。日本製品はブランド

力があるものの、総じて高いことが、来日したときにこれらの商

品を買いに走ってしまうことの要因となっていることが考えられ

ます。日本で購入時に重視する点においても、「安心・安全である

こと」に次いで、「コストパフォーマンス」が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

資料：西日本シティ銀行資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：博報堂資料 
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  〇流行・トレンドを追う消費者が増えている 

   長い歴史を持っている中国では、伝統や宗教・習慣、風水など

を重視している層がこれまで多くを占めてきていたために、「金色

のもの」「めでたい（縁起の良い）動物」が好まれると言われてき

ました。実際、日本でも化粧品などは中国人マーケットを踏まえ

て、金色のパッケージなども多くみられます。しかし、トレンド

が中国内の近代化スピードに合わせて広がっていることから、ジ

ャパンブランドらしいパッケージ（漫画入りなど）が日本の商品

として手に取るものとなる傾向も増えきています。 

 

〇購入商品を訪日前に決定している傾向が強い 

   購入商品は、訪日前に決めているが５割近くを占めています。

特に、カメラ・時計・介護・ベビー用品・電化製品などは５割前

後が訪日前に検討しています。一方で、日本コンテンツ関連グッ

ズやファッション製品など日本らしいデザインとなっている商品

については、訪日中に店頭で見て買うことを決めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：博報堂資料 
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受入環境の必要性が実感としてない 

 

  外国人観光客の皆さんは、Wi-Fi、キャッシュカード、免税など

が日本で買い物や観光をする上での必須のアイテムとなっていま

すが、導入には予算がかかり、また導入のメリットを感じられてい

ないために必要性を実感としてないという事業者さんが多く見受

けられます。 

  しかし、今後外国人観光客を「お客様」として取り込んでいくに

は、このような取組みは欠かせません。ひとつの店舗では難しいと

しても、商店街や他の店舗などと連携して導入を図っていくことを

模索することも重要です。 
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クルーズ船乗客のマーケットを 

考えるポイントは？ 
 

 

ポイント① 国籍別の嗜好に合わせた「持ち帰りたい」

と感じる演出が重要 

 

  クルーズ経験の豊富な日本人のシニア層にとっては、豪華客船乗

客ならではの嗜好に合わせていくことが必要。 

  〇ここでしか手に入らない、プレミア感が重要。 

  〇クオリティの高さが重要で、ラグジュアリーな嗜好に合わせた

内容・パッケージの商品・サービスとしていくことが重要。 

 

Made in Japan であって、中国人観光動線上（下船時、立寄り

地、乗船前）で「買いやすい」仕掛けが必要。 

〇他の人が買っているので、私も買いたい！と思わせる工夫。 

〇日本で作られたものであって、九州らしいもの（日南というよ

りも九州 or 日本というくくりで捉えている）であることをア

ピールする。 

〇母国に持ち帰りが可能であり、商品やサービスの説明が母国語

でわかることが重要。 

 

モノではなく、体験を求めている欧米人には、日南にしかない体

験があることを認識してもらうことが重要。 

〇体験型の商品・サービスを、短い滞在時間の中で味わってもら

うことで、認識を広げ、口コミで拡大してもらうことが重要。 
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〇日本らしい体験であることが重要。日南の歴史・文化を活かし

た、ホンモノを感じていただく。 

 

 

ポイント② 作り手、サービス提供者の「こだわり」

をきちんと伝えよう 

 

  旅の経験が豊富な日本人でも、日南の商品・サービスの具体的な

背景までは知らない。心動かす「こだわり」を見せることが重要。 

  〇どんな人が作り手で、どんなこだわりが商品・サービスに活か

されているかをパッケージだけでなく、その他の手段でも情報

発信し、「話題」をつくっていくことが重要。 

 

中国人にとって「お得感」が最も重要。こだわって作っていて、

Made in Japan であるものが「こんなお得に買える！」ことで

購買欲を引き出す。 

〇「お得感」をどう演出するかがカギ。安全性の比較データ、手

をかけて作っていることで商品クオリティが作られているこ

とをわかりやすく提示し、この商品がこの値段で！というお得

感を演出することが重要。 

〇ただし、商品・サービスの内容は嗜好性を踏まえることが重要

であり、嗜好性を探っていくことも必要である。 

 

歴史的な背景があり、こだわりの商品・サービスであることをス

トーリーとして伝えることが重要。 

〇古くから、またこの地域で伝えられてきた商品・サービスであ

ることをストーリーとして伝えることが重要。 
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〇特に、日本らしさを求めてきた欧米人にとって、歴史的なスト

ーリーがあって体験する商品・サービスは重要であり、どう演

出して心に残していただくかがポイント。 

 

 

ポイント③ 短い滞在時間の中で、カンタン、手に取

りやすい、買いやすいが重要 

 

  ドア to ドアで来訪している日本人シニア層にとって、荷物とし

て持ちやすい、持ち帰りやすいことが重要。 

  〇どんな人が作り手で、どんなこだわりが商品・サービスに活か

されているかをパッケージだけでなく、その他の手段でも情報

発信し、「話題」をつくっていくことが重要。 

  〇簡単に自宅に送れる（インターネットの活用等）仕組みの工夫

により、日南が誇るフルーツや海産物などもクルーズ客の土産

物として取り入れる工夫も必要。（日南は海産物のイメージが

強い） 

 

中国人にとっては他の人も買っているのに自分だけが買ってい

ない、自分は特に良い商品を手に入れたなど、周囲と比べる傾向

にある。 

〇誰もが手に取りやすく、話題性があり、目立つパッケージとす

ることで、購買の連鎖を生んでいくことが望ましい。 

〇ターゲットの嗜好性やニーズは多様であるとともに、時代で変

わるものであることから、常にリサーチしていくことも重要。 
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小さな、安価な商品を準備し、そこから購買行動を開いていく工

夫が必要。 

〇欧米人はなかなか購買行動が見られないが、日本らしい、伝統

的工芸品を好む嗜好があり、これらが簡単に、安価に手に入れ

ば販売のチャンスはある。ただし小さな、伝統的なもの（例え

ば飫肥杉の工芸品など）であることが前提である。 

 

 

ポイント④ 写真映えやフォトスポットをつくり、全

世界に発信していただこう！ 

 

  日本のシニア層もいまや SNS 愛好者が増えており、また家族間

でも旅の写真がやりとりされている。 

  〇写真の撮りやすさ（サンプルを写真に撮ってもらう工夫）、写

真に撮りたくなるシチュエーション演出（オープンキッチンや

職人の技を見せるなど）など、写真を撮ってもらう機会づくり

が必要。 

 

中国人にとっては、「有名な場所で写真を撮ること」が重要。重

要スポットをどのように紹介するかがカギ。 

〇映画や有名動画などで紹介されたスポ

ットや、写真に撮るとこんな演出ができ

る（ピサの斜塔を手で止める写真のよう

な）といった『ここで写真を撮れば間違

いないです！』というスポットを紹介す

ることが重要。 
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〇日南の絶景と手に取ってほしい商品をセットで写真に収める

工夫を仕掛けることで、母国に紹介されることを目指すことが

必要。 

 

 

ポイント⑤ 母国の言葉で紹介することが理解して

もらう、また来たいと思ってもらうためのポイント 

 

外国人が商品やサービスを手に取るには、どんなものなのか、どん

なワクワクが詰まっているのかを理解できることが大前提。ターゲ

ットの言語で表示することが重要 

  〇POP やメニューを多言語化することはもちろんであるが、そ

の商品の説明や背景などを知ってもらうには、小さくても説明

書きを添えることが重要。 

〇説明書きとともに持ち帰ってもらうことにより、また来たいと

思わせる要素になりえる。 

 

 

ポイント⑥ モノより体験！体験型サービスを小さ

なことから導入してリピーターを増やす 

 

国籍によらず、観光は「モノからコトへ」とシフトしている。短い

滞在時間でも簡単に体験できるちょっとした工夫が話題になり、口

コミになり、来客を増やす 

  〇「最後のひと手間」を体験するなどからはじめてみるのもひと

つである。ただし、「ここでしか体験できない」オンリーな体

験であることが重要。 
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  〇工芸品の体験は人気であるが、今の人が持って歩くことを想定

したデザインとすることが重要。伝統工芸とは言え、野暮った

いデザインでは結局身に付けない。今にあったデザインで、ク

ールである必要がある。 

  〇モノづくりも「持って帰れる」

思い出となるが、祭りや踊り、

写経や書道なども貴重な体験と

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

日南地域でクルーズ船乗客等を 

積極的に受入れていくために 

取組むべき課題は？ 
 

 

クルーズ船は一度に多くの乗客を運んでくるために、大きなマーケ

ットである反面、その効果を取り込んでいくためには、地域が一丸と

なって日南を印象付け、日南でお金を落としていただくための体制を

作ることが必要です。 

マナーの問題や受入のための準備が必要であるなど、課題は山積し

ており、消極的になっている事業者の方々も少なくありません。 

しかし、こうした体制がつくられなければ、油津港寄港の印象がつ

かず、寄港の機会を逃していくことも考えられます。大きなマーケッ

トとして地域に波及効果をもたらすチャンスと捉え、課題をクリアに

しつつ、地域で迎えるそれぞれが連携して取り組んでいくことが望ま

しいと言えます。 

 

 

●地域で協力して、商品戦略を実現する「実行体制」

をつくる 

 

クルーズ船を地域でビジネスチャンスとして捉え、活性化を図って

いく上での機会とすることが日南に求められている喫緊の課題です。

そのためには、地域で協力して商品戦略を実現していくことが重要で

す。 
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そのためには、実行をけん引する体制が必要であり、今ある組織な

どをベースに、実施体制をつくり、推進していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ますます増加が期待される、外国人観光客に対する

取組みを拡大する 

 

現状でも宮崎空港からの来訪や、九州バスツアーなどで訪れる外国

人は増加しています。クルーズ船も含めると、今後も増加することが

予測されます。 

日本人の人口減少が大きな課題であるなか、観光産業は、地域の光

となりえるかがポイントであり、交流

人口としての外国人観光客への期待は

大きいと言えます。 

クルーズ船への対応と併せて、イン

バウンドへの取組みを拡大していくこ

とが重要です。 
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●外国人観光客も含んだ、「観光客おもてなし意識」の

醸成が必要です 

 

クルーズ船客のマナー問題に疲弊している事業者もいらっしゃる

と思いますが、これからの日本では人口を補う外国人の来訪を「交流

人口」として受けいれることも必要となっています。 

外国人の文化も知った上で、日本のマナーをうまく伝えられる環境

を整えるなど、観光客へのおもてなしの意識の醸成を図っていくこと

が必要です。 
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クルーズ船乗客等に対する商品販売戦略 
 

 

本事業では、地域の観光関係事業者の皆さまとワークショップを開

催し、クルーズ船乗客等に対する商品販売戦略を策定し、実現に向け

て活動を開始しています。 

 

●ターゲット 
 現在のクルーズ船の乗客は、５割以上が中国人観光客で占められていま

す（アンケート調査を実施した日本船を含む５船の乗客のうち約５割が中

国人であった）。 

一方で、地域の事業者の皆さまは日本人乗客に力を入れたい事業者と外

国人観光客の受入に力を入れたい事業者に二分されています。 

また、欧米人は現状のところ中国発着船に少数乗船している程度であり、

割合は少ない状況にあります。 

そこで、商品販売戦略のターゲットとしては、日本人乗客、中国人乗客

をターゲットとして設定しました。 

 
●販売商品づくり戦略 

 アンケート調査から整理された乗客の嗜好性やワークショップでの意

見から、以下のような戦略が策定されています。 

 

地場産品集約販売 

 ①「日南セット」の販売 

 日南市の９地域の地場産品をセットとし

たもの（値段別のセットをつくる）。引換

券の販売を港、観光地で行い、乗船時に品

物を渡す。 
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 中国人に対しては、中国人好みのパッケージとし、地場産品を

中国語の説明書を付けて販売する。 

 日本人に対しては、飫肥杉を使ったバックを用いるなど、プレ

ミアム感を持たせる。また、持ち帰ることが困難な人、生鮮品

に魅力を感じている人に対しては、カタログ販売も可能にする。 

 

②地場産品コーナーの設置 

 既存の組織を活用して、地場産品を集約し、港や立寄り観光地

でコーナーを設置して販売する。ただし、既存の組織における

人員や予算の調達が必要。 

 地域の積極的な事業者が、地場産品を出品する。 

 商品のパッケージ、品質などは精査する目が必要。 

 商品構成は地域の積極的な事業者の商品を対象とし、セット販

売ではなく、出品された商品を陳列する。 

 

子供に訴求力のあるお菓子やおもちゃ等の販売 

（中国人観光客への対応） 

 乗客が最も集まる油津港を中心に、子供への訴求商品を販売す

る。 

 トレンドのお菓子、キャラクター商品、おもちゃなど子供のニ

ーズにあった商品を取りそろえる。 

 キャラクターやパッケージがわかりやすい陳列とし、手に取り

やすいようにする。 

 他の商品とのセット割引など、他の商品への訴求効果を図る。 
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●販売方法の戦略 
 策定した販売商品の販売方法についてワークショップの検討により、以

下が策定されています。 

 

寄港時に立寄りが集中する場所での販売 

●販売場所の設定 

①油 津 港：港への出店 

②主要観光施設：飫肥城下町、鵜戸神宮での出店 

③免税店駐車場：駐車場での出店 

●販売システム 

①引換券販売（日南セットの販売） 

 日南セットの販売は、港（下船時）、観光地、バス内で事前に引

換券としての販売を行い、港で乗船前に引き換えるシステムを

導入する。 

 引換券は数量限定として在庫調整を行い、各箇所での販売時に

連絡調整して港での商品取りそろえを行う。 

※バスでの販売においては手数料がかかるため、効率的ではあるも       

のの、販売には課題が残る。 
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②地場産品の集約システム 

 参加事業者からの地場産品の集約は、次項の販売体制へと集約

し、セット商品とする又は地場産品コーナー商品として取扱い

を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集約販売とりまとめ体制の構築 

集約販売のとりまとめ体制を、物産振興協会、積極的な事業者による任

意団体とする。 

 

 

商品のＰＲ 

①港や立寄り観光地でのチラシ配布 

クルーズ船からの下船時、立寄りの観光地でのチラシ配布を行い、地場

産品の集約販売についてのＰＲを行う。中国人観光客に対しては、母国語

のチラシを準備する。 

 

②SNS を活用した情報発信 

中国母国での商品ＰＲ展開には、中国の人気サイト等でのＰＲが効果的

であるが、予算確保、ＰＲ体制の構築が必要である。しかし、商品につい

ての情報提供については購買機会を増大させるための喫緊の課題である
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ことから、まずは SNS を活用した口コミによる情報の拡散を図っていく

ことから情報発信を始める。 

中国人の情報源のうち、SNS・ブログ・口コミとしているのが 21％（乗

客アンケート調査）であり、これらの乗客への訴求を図るべく、SNS や

ブログで情報発信を促す仕組みとして、「フォトスポット＋地場産品」に

よる発信スポットをつくり、Free Wi-Fi 環境も併せて整備する。 

 

③みやざき Free Wi-Fi へのサイトアプローチの設定 

日南市の各所では、「みやざき Free Wi-Fi」が導入されているが、この

Wi-Fi 設定の際に「日南の観光＆お土産ポータルサイト*」へ自動でアク

セスする（設定言語から該当言語のサイトへアクセスする）仕組みとする。 

  ＊既存の観光協会のポータルサイトは多言語化されており、ここに   

販売する地場産品の情報を追加するなどで対応する。 

 

③バスや船内でのチラシ配布 

方向性で整理したように、短期的には費用面等での課題があるが、母国

の観光博などにおける旅行会社との調整など、積極的な調整を行って、将

来的にはＰＲの手段を確保していくことを目指す。 

 

受入環境整備 

①中国人翻訳/通訳の協働導入 

地場産品の集約販売への参加事業者での協働によるチラシや説明書、パ

ッケージ等の翻訳、販売における通訳の導入を実施する。 

 

②販売所等における受入環境の整備 

集約販売を行う場所（既に導入している箇所を除く）における Wi-Fi、

クレジットカード、両替、免税等の受入環境を協働で導入する。また、前

述の SNS での情報発信スポットにおいても Wi-Fi の導入を行う。 
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●戦略実施の取組みの方向性 
 策定した戦略は、以下の方向性で取組みが始められています。 

 

①民間主体によるチームの立ち上げ 

 本事業のＷＳメンバー等積極的な事業者による販売コンセプトの練

り上げ（お客様のニーズに合った品質を求め、日南ブランドのコン

セプトを具体的に設定する。） 

 コンセプトに基づく取扱事業者の選定、プロジェクトチームの設立。 

②事業計画の検討と補助事業の申請 

 実現に向けた事業計画を整理し、取組みをスタートさせるための資

金の調達として、市の単費補助（地域商業アシスト事業を想定）の

申請を行う。 

③体制づくりとお土産品の開発 

 プロジェクトチームを実施に向けた「体制」として強化し、商品Ｐ

Ｒの手法、事業展開に向けた人材育成等を行う。 

 コンセプトに基づく既存商品を選定し、お土産品としての開発を行

う。 

④クルーズ船寄港時等における販売開始 

 クルーズ船寄港時における港での販売やその他にも販路を開拓し、

開発した商品の販売を行う。 

 販売時においてはマーケティング調査を兼ねたお客様へのヒアリン

グ等（外国人販売員の導入等を検討）を実施し、よりニーズに見合

った商品へブラッシュアップし、売れる商品づくりを目指した体制

をつくる。 

⑤自治体と事業者との連携による展開 

 チームによる取組みを地域の事業者に広く展開させていくことが将

来的に重要であることから、取組みを自治体と連携して進める体制

をつくる。 
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外国人の受入れの基本 
 

 

●応対の基本 

基本のあいさつ 

 基本的なあいさつは、まずは日本語で「こんにちは！」とすることがお

もてなしの基本ですが、その人の国がわかれば、その人の母国語であいさ

つすることも、お近づきになる第一歩です。英語のみならず、中国語や韓

国語も覚えておきましょう。 

 

ようこそ  英語   Welcome(ウエルカム) 

      北京語  欢迎光临（ファンイン グァンリン） 

      台湾語  歡迎來七淘(ファンインライチタア) 

      韓国語  어서 오십시오.（オソ オシプシオ） 

 

 ありがとう 英語   Thank you(サンキュー) 

      北京語  谢谢光临（シェイシェイグァンリン） 

      台湾語  多謝(トゥーシェ) 

      韓国語  감사합니다 .（カムサハムニダ） 

 

よい旅を  英語   Have a nice day(ハブアナイスデイ) 

      北京語  祝您旅途愉快(ツゥ二ィリゥトゥユークアイ) 

      台湾語  祝你有一個快樂的一天 

(ジョッディウー クワイラメジッガン) 

      韓国語  즐거운 여행 되세요. 

（チュルゴウン ヨヘン テセヨ） 
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飲食店での基本の英語フレーズ 

 写真入りメニューや多言語メニューを準備すれば、英語が話せなくても

指を指しながら、コミュニケーションはとれますが、基本的な英語フレー

ズを覚えておけば便利です。 

 

何名様ですか？   How many are there? 

  ただいま満席です。 I am afraid we are full right now. 

  こちらがメニューになります。  

Here is your menu. 

  おすすめは、●●です。  

I recommend  ●●. 

お席料をお一人様 500 円いただきます。（お通しがつきます）  

There is a cover charge of \500 and it 

comes with a small appetizer. We 

appreciate your understanding. 

お通し        Small appetizer 

かしこまりました    Certainly. 

お待たせしました。●●です。 Here is●●  

熱いので気を付けてください。  

It’s is very hot. Please be careful. 

あと少しお待ちください。  

Please wait a moment. 

   その他の単語 

小皿：Dish(ディッシュ) 箸：Chopsticks(チョップスティックス) 

グラス：Glass(グラス) 塩：Salt(ソルト) 胡椒：Pepper(ペッパー) 

野菜：Vegetables(ベジタボゥズ) 魚：Fish(フィッシュ) 

豚肉：Pork(ポーク) 牛肉：Beef(ビーフ) 鶏肉：Chicken(チキン) 

少なめ：Light serving(ライト サービング)  

大盛り：Large serving(ラージ サービング) 生：Raw(ロウ) 

  加熱：Cooked(クックド) 
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物販店での基本の英語フレーズ 

 多言語 POP や多言語説明書などを準備すれば、英語が話せなくても指

を指しながら、コミュニケーションはとれますが、基本的な英語フレーズ

を覚えておけば便利です。 

 

いらっしゃいませ Welcome. 

これはいかがでしょう？ How about this ? 

これがおススメです。（指をさしながら） I recommend this 

かしこまりました    Certainly. 

免税になります／免税になりません     

This is tax free. / This is not tax free. 

申し訳ございません。両替はできません。  Sorry, we can’t exchange. 

はい、●●円になります。 Sure. This is ●●yen. 

これは贈り物ですか？   Is this a gift? 

  コンパクトで日本らしいものはいかがですか？  

Would you like a small Japanese gift? 

  扇子と風呂敷をお勧めします。               

 I recommend Sensu and Furoshiki. 

  ご試食いかがですか。 Would you like to try it?  

値引きはできません。 Sorry, we can’t discount. 

1 割値引きしましょう。 OK, we’ll give you 10% off. 

申し訳ありませんが、列にお並びください。 Please stand in a line. 

申し訳ありませんが、こちらは撮影禁止です。 

Please refrain from taking pictures here. 

申し訳ありませんが、こちらは禁煙です。  

Sorry, this is non-smoking area. 

申し訳ありませんが、ご試食はお一人様ひとつまでになさってくださ

い。       Sorry, you can only take one sample for each. 
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●国籍別の嗜好 

中国 

 〇爆買い行動が落ち着

いて来ましたが、中国

人観光客のキーワー

ドは団体旅行、買い物

目的です。特に、クル

ーズ船乗客の中国人はビザの緩和でノービザである人もいるた

めに、上陸許可上、ガイド付きのバスツアーで観光をするため、

団体で行動しています。 

 〇まだまだ油津港に来航している安価な料金で乗船できるクルー

ズ船には、初めて日本に来たというお客様も多いですが、将来的

には買い物もひと段落し、日本の文化や温泉、グルメに目が向い

てくることが考えられます。 

 〇買い物は、ほとんどが事前に母国においてインターネットでチェ

ックしてきたものを買うというパターンが多く、チェックの際に

はその評判を気にしています。特にいま売れている化粧品などは

評判の品に人気が集まっています。 

 〇情報源はインターネットですが、中国では twitter や Facebook

が使えません。変わりに類似の SNS（シナウェイボーやウィチャ

ット等）があります。また、テレビはあまり見ず、動画サイトが

情報の主流です。 

 〇中国では冷たい料理は縁起が悪い、身体に悪いなどとされ、好ま

れていません。日本のように冷たい弁当や冷たいお茶は好みでは

ないのです。味の好みも多様であるため、自分の好きな味に調整

できるようにすることが重要です。 

 

台湾 

 〇台湾の方々も、中国の方々と同様、買い物が目的で訪日していま

す。訪日観光にはビザが不要なため、隣国である日本には来訪し

やすく、中国、韓国に次いで訪日観光客が多くなっています。 
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 〇中国人と一緒にされることを嫌うために、言語の取扱いには注意

が必要です。表記としては「繁体字」を使っています。 

 〇また、中国本土とは違ってインターネット利用に制限がないため、 

YouTubeやFacebook、InstagramなどのSNSを利用しており、

日本人にとってはマーケティングしやすいことも特徴です。 

  〇日本の情報にも精通しており、医療品や健康グッズには特に詳し

く、訪日の際にはすでに欲しい商品が決まっていることが多いこ

とも特徴です。 

  〇また、ブームに敏感で話題の商品に目がないところがあります。 

  〇食事においては中国本土と同様、冷たい料理は苦手であり、食事

を非常に大切なものとしています。 

 

韓国 

 〇訪日韓国人は、中国人についで多く、隣国の地理的条件から、比

較的若い層が短期滞在で来訪しています。 

 〇若い層が中心であるため、日本の漫画、アニメ、音楽などのポッ

プカルチャーへの関心が高く、またリピート率が高いのも特徴で

す。 

 〇日本との文化的な類似点も多く、箸を使う習慣、歴史的な共通点

があるだけでなく、韓国企業によるアプリである LINE は日本で

人気を得ています。 

 〇儒教の影響が色濃く残っているために、年長者を敬い、愛国心が

強く、ストレートに感情表現をするのが特徴です。 

 〇人気のお土産は国内で購入すると高いお菓子や化粧品、医療品な

どを多く購入しています。 

 〇人気の SNS は日本と同様、Facebook、Instagram、twitter が利

用されています。 
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米国 

 〇訪日米国人は、2017 年で５位と多く、米国人にとっての旅行先

として日本は８位となっており、これからますます米国人の来訪

も増えることが期待されます。 

 〇米国人は訪日観光にはビザの必要はありません。 

 〇訪日米国人の特徴としては、買い物にお金を使わず、宿泊料金や

飲食費などにお金をかけ、のんびりと楽しむ傾向が強いと言える

ようです。 

 

豪国 

 〇訪日豪国人は、５年間で倍増するなど増加を続けており、今後さ

らに伸びていくことが期待されています。 

 〇米国人と同様、買い物にお金を使わず、宿泊料金や飲食費などに

お金をかけ、滞在環境に重きを置いていることがうかがえます。 

 〇個人旅行での訪日が多く、基本的に口コミをもとに訪日旅行をき

めているようです。旅行中の情報源はスマートフォンや観光案内

所を利用しています。 
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●食習慣の違いで留意すること 

 

ベジタリアン 

   ベジタリアンは、欧米、アジアなど世界中にいます。ベジタリア

ンという言葉からすれば、菜食主義者となりますが、動物性食品を

食べない人、鶏肉や魚介類は食べる人、卵を食べない人、刺激的な

野菜を食べない人など多種多様です。食材イラストなどを作成して、

食べられないものを確認するとよいでしょう。 

例えば出汁などに肉や魚、鰹節などを使う場合があります。これ

も食材のひとつですので、気をつけましょう。なお、台湾ではベジ

タリアンを「素食家」と呼んでいます。 

 

ムスリム 

イスラム教を崇拝している人をアラビア語で

「ムスリム」といいます。全世界には 16 億人も

のムスリムがいるといわれており、最近、日本へ

の来訪が増えているインドネシアでも２億人の

ムスリム人口がいます。ムスリムの方々は、信仰

上の理由で食の制限があります。代表的なものは

豚肉で、ラードやスープに入っているエキスなど

もタブーです。調味料などにもエキスが入ってい

る場合があるので注意が必要です。 

   また、アルコールも飲みません。さらには、調味料として使用す

る酒やみりんも気にされる方が多くいます。 

   このように、タブー食材については、調味料に対しても注意が必

要であり、また、調理器具や食器も専用のものを使用することが必

要です。現在、欧米の観光地などでは、イスラム教徒が食べても安
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全である食品を示すハラール認証という制度が盛んに取り入れら

れています。日本ではまだなじみが浅く、統一された認証マークも

ないのですが、イスラム教の認証機関によって正式に認定を受けた

食品に対して安全表示をすることで、食べる側だけでなく、使用す

る側も安心して調理する事が出来ます。 

  その他にも様々なタブー食材がありますので、国が出しているマ

ニュアルなど、信頼できる情報を活用して多面的な理解に努めると

ともに、できるところから対応するよう努めましょう。 

 

ユダヤ教 

ユダヤ教では「カシュルート」と呼ばれる食事規定で食べてよい

もの、食べてはいけないものが厳格に区別されています。特に注意

が必要なのは、豚肉、血液、肉類、乳製品と肉料理の組み合わせ、

イカ、タコ、エビ、カニなどです。たとえカニが入っていなくても、

カニかまぼこのようにカニを連想させるものも感覚的に拒否され

ます。 

 

※「ASEAN ムスリム観光客受入のために」  

http://www2.asean.or.jp/muslim/index.html 

※「日本ユダヤ教団」 TEL:03-3400-2559 
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●ピクトグラムと多言語表示 
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●外国人向けメニューの作成ポイント 

 

写真を掲載してどんなものかがわかるように 

   日南ならでは、日本ならではのメニューは、言葉だけではイメー

ジがしにくいものもあります。写真をなるべく使って、メニューを

作成しましょう。「思っていたものと違った」などのクレームも減ら

すことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食べ方も必要があれば書いておく 

   こう食べてほしい、こうして食べると美味しいという料理には、

食べ方も書いておくと親切です。 

 

 

 

 お通しなども説明が必要 
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どんな素材を使っているかを表記する 

   ベジタリアンの人や宗教上特定の食材が食べられない人、アレル

ギーを持っている人などにとっては、どんな素材が使われているか

が重要です。酒やみりんなどの調味料も含めて、何を使っているの

かを表記するとよいでしょう。多言語表記が難しいようであれば、

ピクトグラムを使ってもよいでしょう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューに番号をつける 

   スムーズに注文を受けるには、メニューに番号やアルファベット

記号をつけるとよいでしょう。注文する側も「ナンバー２を３つお

願いします」と注文すればよいだけです。 

 

メニューを絞る 

   すべてのメニューを多言語化するのが難しいようであれば、例え

ばクルーズ船が寄港した日には厳選したメニューだけで対応する

という方法もあります。厳選する際には、日南らしさや外国人の好

みに合うものを選ぶとよいでしょう。  
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●その他の便利なツール 

 
 ■外国人おもてなし指差しブックレット 

飲食店や物販店、観光案内などで利用するフレーズを韓国語、台 

湾語、中国語、英語で表記しています。観光客に指を指してもらっ

てコミュニケーションができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外国人向け指差し案内マニュアル） 

  http://www.o-2.jp/ota_welcome/pdf/omotenashi.pdf 
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 ■飲食事業者のためのインバウンド対応ガイドブック 

飲食店事業者を対象に、インバウンド対応の基礎編、実践編が整

理されています。また、付録として声かけ会話集も５言語で紹介さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農林水産省） 

  http://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/pdf/pdf/inbound_16_0329.pdf 
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参考資料 

他港でのクルーズ船受入れの事例 
 

 
高知港に寄港するクルーズ船乗客等に対する 

「高知市中心商店街」の対応事例（高知県高知市） 

 

●高知市商店街について 

JR 高 知 駅 か ら 大 通 り を 南 へ 約

500m 徒歩 10 分程度の距離にある高

知市の中心商業地であり、広域型の商

店街で店舗数は 420 店舗。 

高知市中心商店街は、はりまや橋か

ら主に西へ連なる８商店街の総称である。「大橋通り」「帯屋町二丁目」

「帯屋町一丁目」「中の橋」「おびさんロード」「壱番街」「京町·新京橋」

「はりまや橋」という８つの商店街が長いアーケードの下でつながって

いる。2000 年 12 月に高知駅北口に大型スーパーが開業すると、人の

流れは北に集中し、南側の商店街に向かう客足は減少。近隣にあった２

つのデパートは閉店し、商店街内の中核デパート「高知大丸」だけが残

った。また同時期から高知城をメインにした日本人向け観光ツアーの人

気も急激に下降線をたどり始めた。近隣の買い物客と日本人観光客とい

う大きな収入源を欠き、商店街は苦しい時期を迎えることになった。 

 

●インバウンド事業取組みの背景 

2015 年、海外からのクルーズ船が高知港に寄港することになり、乗

船客が大挙して商店街を訪れるようになった。商店主にとっては多くの
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外国人観光客を相手にするのはこれが初めてで、まだ「インバウンド」

という意識すらなく、言葉も通じず勝手もわからない状況の中で対応を

行うこととなったが、結果としては売上の増加につながった。 

この出来事は、商店街に変化をもたらすきっかけとなり、商店主たち

はクルーズ船寄港による経済効果を認識し始めた。時を同じくして高知

県が「インバウンド誘致」の方針を打ち出し、翌 2016 年度のクルーズ

船の入港予定が 20 回になると

聞いて、商店街はインバウンド対

応を意識した取組の強化を行う

ことを決めた。 

また高知港へのクルーズ船寄

港とともに、四国内では高松、松

山の両空港において台北をはじ

めとするアジア各地との直行便が就航したことを受け、外国人観光客の

さらなる増加が見込まれたことも、受入環境整備を行う意識の向上につ

ながった。 

 

●取組みのポイント 

商店街におけるインバウン

ド対応を大きく前進させたの

は、免税手続一括カウンターの

導入である。2015 年 7 月、商

店街内の中核デパート「高知大

丸」との免税手続一括カウンタ

ー設置に向けた協議が始まり、

同年 12 月に参加店舗の募集を開始したところ、事務局の予想を上回る

53 店舗が参加することになった。 
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2016 年 3 月 30 日、免税手続一括カウンターの運用を開始。免税手

続の簡素化により各店舗の外国人観光客数と売上は確実に増加し、現在

も参加する店舗数が増えている。また、より効果的な取組につなげよう

と、外国人観光客のニーズを把握するためアンケート調査を実施した。

内容は「あなたはベジタリアンですか？」「宗教上の理由から食べられな

いものはありますか？」といった食に関するものであったが、この取組

が商店主のインバウンド対応への意識向上につながり、これ以降、各店

舗は外国人観光客の集客のため様々な工夫を凝らすようになった。例え

ば、人気がある商品をまとめた「パッと買えるセット」を販売するなど、

外国人観光客が商品を選びやすく、また、店頭での対応が簡略できるよ

うな方法が生まれている。 

 

●取組みの全容及び事業実施体制 

商店街では、免税手続一括カウンターの設置のほか、Wi-Fi の整備、

マップ·パンフレットの多言語化、クレジットカード決済端末の導入を行

うことで、外国人観光客が買い物しやすい環境整備に取り組んでいる。 

またクルーズ船寄港数は 2016 年度には 20 回、2017 年度には 21 

回の予定となっており、今後も外国人観光客の増加が見込まれている。

寄港する一番大きな船の定員は 4,200 人で、乗船客の国籍も多様だ。 

このような状況を踏まえ、商店街は高知県の「おもてなし課」と連携

し様々な取組を行っている。クルーズ船寄港時に行なう「ミニイベント」

では、寄港する船の規模や乗船客の国籍などを事前に確認してからイベ

ント内容を決定するというルーティンを作った。このルーティンの創出

により「三味線の披露」「お茶席の開設」「よさこい踊り体験」「エコバッ 

ク作成体験」などそれぞれの乗船客の性質に合わせたバラエティに富ん

だおもてなしメニューが誕生した。また、これまで行ってきた個々のお

もてなしメニューの実施ノウハウを蓄積することによって、対応の幅を
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広げるとともに、継続性も高まっている。その他「臨時観光案内所」の

開設や「まち歩きサポート」の実施など、寄港する外国人観光客が短い

滞在時間を有効に過ごせるような滞在支援も行っている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組みのプロセスで生じた課題と対応 

商店街にとっての一番の課題

は「言葉の壁を乗り越える」こと

である。ほとんどの商店主と店舗

スタッフは外国人観光客との会

話に不安を持っている。この不安

を軽減しようと、各店舗には多言

語対応の指さし会話ボードを配

布しているが、店舗側が伝えたい

内容をボードで指さすだけではなく、外国人観光客にも言いたいことを

指してもらう必要があり、やりとりが長引いた結果、結局購入に結びつ

かないというケースもある。 

中国や台湾からの来街者に対応する場合は、指さし会話ボードではな

く筆談が有効な場合があるなど、外国人観光客に対する販売促進活動は

スタートしたばかりで、試行錯誤を繰り返している状況だ。商店街では
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次のステップとして翻訳アプリの活用を進めており、各店舗スタッフが

外国人観光客とのやりとりにまず慣れることが重要だと考えている。 

 

●成果・継続へと向けた視点 

外国人観光客の来街は

確実に増えており、それに

ともなって売上も増加傾

向にある。これから商店街

として目指すべきことは、

この好調さを継続するた

めにインバウンド対応の

質を上げることと外国人

観光客のリピーターを増やすことである。 

現在、クルーズ船が寄港したときの免税品の売上と、寄港していない

平常時の売上を比較すると、51:49 となっており、クルーズ船が寄港し

ない日でも売上に大きな差は現れていない。平常時に商店街を訪れる外

国人観光客は、松山、高松とアジア各地を結ぶ直行便から高知へ流れて

いると考えられ、少人数のグループもしくは個人客が多い。クルーズ船

を利用する団体客以外にも、これらの層へ向けたインバウンド対策も強

化することが必要である。商店街の魅力を外国人観光客に積極的にアピ

ールできれば、リピーターの創出にもつなげられると考えていることか

ら、例えば、隣接する「ひろめ市場」での飲食と買い物など、高知県民

の日常に触れられるスポットなどをもっと宣伝していきたいと考えて

いる。 

 

 

出典：「商店街インバウンド実態調査モデル事例」（経済産業省中小企業庁） 



49 

 

参考資料 

油津港に寄港したクルーズ船乗客等に

対するアンケート調査結果概要 
 

 

 ●回収サンプルの国籍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●対象サンプルの年齢構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人            中国人 

日本, 413

中国, 619

台湾, 2
シンガポール, 2

マレーシア, 1

インドネシア, 4

フィリピン, 5

アメリカ, 52

カナダ, 8

オーストラ

リア, 37
イギリス, 13

国籍不明, 24
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米国人             豪国人 

 ●日南の観光で困ったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人           中国人 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国人            豪国人 
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 ●日南の買い物・食事で困ったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人            中国人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国人             豪国人 
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 ●地方の寄港地で購入したいもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人            中国人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国人             豪国人 
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 ●地方の寄港地で体験したいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人            中国人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国人             豪国人 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『平成 29年度地域資源を活用した観光地魅力創造事業「日南市の油津港に寄港

するクルーズ船乗客等及び地元商店等のニーズ調査並びに宮崎空港における旅行客

の動向調査事業』 

            事業主体：国土交通省九州運輸局観光部観光地域振興課 

            事業協力：宮崎県日南市観光・スポーツ課 

            調査実施：社会システム株式会社 


