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　株式会社LIFE PEPPER（本社：東京都中央区、代表取締役：菅沼哲也、冨永重人、吉田行宏、以下
「LIFE PEPPER」）は、本年の1月に東京都にて近年加速するインバウンド需要に着目し、「訪日中の
クーポン利用」と「店頭でのコミュニケーション」をテーマに、中華圏の訪日外国人買い物客50名に対
しアンケート調査を実施し、内部のマーケティングデータに活かして参りました。 

　この度、さらに本データを日本企業の皆様に活用いただきたいという思いでデータを一般公開するこ
とにいたしました。 

　また、弊社ではセミオーダーで同様の調査を訪日外国人に対して行うことが可能です。「こういう調
査は可能か」など、簡単な相談に対しても丁寧な対応を心がけております。 

　ぜひ、お気軽にお問合せください。

調査対象エリア：中国、台湾、香港 
調査対象者　　：20歳～49歳男女 
2016年1月20日に訪日中だった観光客 
回収サンプル数：50サンプル 
調査手法　　　：街頭での対面インタビュー・ストリートキャッチ 
調査期間　　　：2016年1月20日（水）14:00~16:30 
調査実施機関　：株式会社LIFE PEPPER

記

平 成 2 8 年 9月 16日 
株式会社LIFE PEPPER 

お客様 各位

【本件に関するお問い合わせ先】 

担当部署名：ソリューション事業部 
担当者名：都所 遼 
TEL：03-6869-7976 
Mail：info@lifepepper.co.jp

mailto:info@lifepepper.co.jp


調査結果サマリー
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お問い合わせ： info@lifepepper.co.jp

①訪日中のクーポン使用について

解説

訪日前にWEBサイトで発見した

店舗に設置されていた

LINEか微信から配信されているもの
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使用した 
24%

使用していない 
60%

訪日中にクーポンを使用したか？
1位 化粧品 64%
２位 医薬品 60%
３位 スキンケア用品 32%

４位 アニメグッズ 32%
５位 服飾小物 23%
６位 文房具 18%

クーポンを使い購入した商品ジャンルTOP６

クーポンを入手した場所TOP3

今回の旅行でクーポンを利用した人は、50人中12人という結果に。これは、クーポンを入手した人数のうち60%が実際に商品購入時に使
用しているということになる。 
入手経路別にみると中華圏の観光客に届きやすいクーポンは、Webで発行されているものが多いということがわかった。  
また、下位5経路については、いずれもWeb以外の経路で観光客に届くものである。
ただ入手する母数が多いクーポンの中に、唯一「事前にWebで知る」以外の経路のものがある。それは「店頭で設置されているクーポ
ン」だ。この手法はすでに来店している観光客に直接クーポンを渡すことができるため、使用率も高かった。

16%

↑所持していたが、使用していない。

ショッピング中に不便に感じることは、群を抜いて「英
語が通じない(52%)」という点。その対策である言語ス
タッフも見つけづらいという結果になった。その結果も
あり、店頭へのコミュニケーションツールの設置に対す
る反応は良い(76%が店頭にあったら良いと思うと回
答)。一方このツールでは解決が難しい免税手続きや
クーポン使用方法に不便さを感じているとの結果も出た。

ショッピング中に不便だと感じる事

英語が通じない
言語スタッフが探しづらい

クーポンの使い方が分かりづらい
免税の手続きに手間取った

近くの場所を聞くことができない
探している商品を伝えられない

店員が呼んでも来ない
トイレの場所がわからない

お釣りの計算が不安

0 7.5 15 22.5 30
1
1
2

4
5
6
7

10
26

② 指差し表・ショッピング印象度満足度

店頭コミュニケーションツールへの声(一部抜粋)

ショッピング全般への声(一部抜粋)

店頭コミュニケーションツール満足度

良いと思う/76% 無回答/18%
いらないと思う/4%

まあまあ/2%

・中国人は買い物を目的に訪日しているから、買い物をする際のやりとりに特化した
文言が欲しい。 
・中国と日本では指での数字の表し方が違うから、数字がわかりやすく書いてあると
方が良いと思う。
・日本語は漢字が多用されているので、大体の意味は理解できるから必要ない。

・次の目的地を知るため・周辺のおすすめのお店に行くために、お店周辺の地図を置
いて欲しい。
・店舗ごとに異なる買い物の手順を、説明して欲しい（先払いの仕組みなどがわから
ないから） 

解説

→中華圏の観光客の82%が、買い物中に「言語面での不満」を感じている。

mailto:info@lifepepper.co.jp?subject=


詳細資料①訪日中のクーポン使用
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　国別でクーポンの利用状況についてデータを見た場合、クーポン入手先として中国本土ではWechat(中国版
LINEのようなもの)が最も利用されているとの結果が出た。
　それに続くのが店舗設置型のクーポンと訪日前に友人にオススメされたクーポンだ。「店舗設置型>微信>訪
日前：友人のオススメ」トップ3の入手経路を購入のタイミングから近い順に並べてみた。これは、クーポンの
利用率の高い順と重なっている。

　一方で台湾では、Webサイトから入手したクーポンを利用することが多いとの結果が出た。考えられる一つ大
きな理由としては、台湾はWechatは使われておらず日本と同じくLINEを日常的に使用している。LINEは中国本
土で利用されているWechatにくらべ、機能が少ないという点がこの結果に少なからず影響していると考えられ
る。中華圏の人々は紙媒体でもWeb媒体でも関係なく「購入する予定の商品のクーポンがあれば使用したい」と
の声を全体的に聞くことが多かった。入手に対する使用の割合が50%以上の「Webサイト」「店舗設置型」
「WechatもしくはLINE」「同伴中の友人の勧め」は全てこの条件に近いため使用率が高いと考えられる。
　「Webサイト」は、訪日前に買う商品・行くお店を決める際に、同時に手に入るため買い物リストにクーポン
も掲載される。「WechatもしくはLINE」についても同様で、行きたい店舗を決めた際にWechatでその企業の日
本攻略用のアカウントを購読すると、必ず購入すべきものや商品一覧、クーポンなど豊富な情報が表示されるた
め、買い物リスト作成の段階で購読され、訪日中は常にそれを確認しながら買い物を楽しむため効果が高い。
　「同伴中の友人の勧め」も同様で、ショッピングの最中各々が調べてきたクーポンや店頭で発見したクーポン
をシェアし日本の買い物を攻略しているため、利用率が高くなっている。

クーポンを入手した場所

中国本土 台湾

訪日前：WEBサイト
店舗設置型

LINEか微信から配信される
訪日前：友人のオススメ
同伴中の友人から紹介

訪日前：SNS
訪日前：空港
来日直後：空港

街頭配布
機内

観光案内所
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解説



詳細資料②指差し表・ショッピング印象度満足度
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① 指差し表・ショッピングへの印象調査

●指をさすだけではなく、日本語の文字に中国語での読
み方をつけて欲しい。(6人)

●マークや記号を分かりやすくしてほしい。 
(銀行を表す記号が中国のものと異なっていたため)

●繁体字も表示して欲しい。

●商品を購入する際に使用する言葉に、特化した店頭コ
ミュニケーションツールが欲しい。（中国人は買い物の
ために来ているから）

◆「テイクアウトしたいです」
◆「数字」→中国と日本では指での数字の表し方が
違うから、数字がわかりやすく書いてあると方が良
い。
◆「お会計お願いします」
◆「何割引ですか？」

店頭コミュニケーションツール満足度

あったら良いと思う/76% その他/18%
いらないと思う/4%

まあまあ/2%

解説

●日本語の中の漢字から大体の意味が分かるため、買い
物にはさほど困っていない。

●翻訳アプリを使い、言いたいこと＆調べたいことの日
本語文字を手に入れれば、検索(Google&百度)したり店
員に見せ、意思疎通できるため、店頭コミュニケーショ
ンツールはいらない。

●周辺の簡易地図が欲しい。（近くでオススメのお店
を教えて欲しい人や、次の目的地までの行き方を知り
たいという理由）
 
●店員にかけてほしい言葉
「何かお困りではありませんか？」
「良い旅行をお楽しみください」
 
●中国人に人気な商品を目立つところに設置し、その
説明を同時に表示してほしい
 
●そのお店の人気商品ランキングをジャンルごとの一
覧で欲しい

●お土産に買っていくべきものをオススメして欲し
い。

●日本の商品は、パッケージで何の商品かわからない
ものが多い。（パッケージに中国の説明を書くor中国
語が話せるようになって欲しい※特にコンビニ）

●免税店では中国語のスタッフがいるので買い物に不
便はない

●銀聯カードを導入して欲しい

●店舗ごとに異なる買い物の手順を、説明して欲しい
（先払いの仕組みなどがわからないから）。

<店頭コミュニケーションツールへの声> 
中華圏の観光客は日本での買い物は、言語面で不便
だと回答する人が最も多かった。しかし、一方でコ
ミュニケーションツールの見せ印象を調査した際に、
このような店頭で使えるツールは「あったら便利だ
と思う。」と答えた人が76%という結果だった。こ
の中にすでにこのようなツールの存在を知っている
観光客はいなかったため、殆ど認知度は皆無と言っ
ても過言ではない。
今回サンプルとして観光客に提示したコミュニケー
ションツールは、「挨拶」「基本的な会話」「施設
名」「道のたずね方・教え方」「おもてなしの言葉」
が日本語と中国語(簡体字)が載っているものを使用し
た。
<ショッピング全般への声>

観光客が不便さを感じる１番多かった声は「店舗周
辺の地図を設置してほしい(6票)」その他に「買うべ
き商品をオススメしてほしい」という声と「その店
舗での人気商品一覧がほしい」など、訪日前に購入
を決めてきた商品以外に、商品をオススメされたい
と感じていることが調査結果から見て取れる。

店頭コミュニケーションツールへの要望

その他ショッピング全般への声

店頭コミュニケーションツールは必要ないと回答した人の声

あったら便利だと感じる言葉


