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【市況（実績・データ）】 月次
7月訪日外客数 日本政府観光局（JNTO）・訪日外客統計 ー8/21 ・JNTO発表ー

訪日外客数は前年同月比マイナス99.9%、 10カ月連続で前年同月を下回る
○ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界的に旅⾏需要が停滞している

状況にあり、感染症の推移とともに今後の市場動向を注視していく必要がある。

2020年7月の訪日外客数は、
3,800⼈（前年同月⽐99.9%
減）となり、10か月連続で前年
同月を下回った。

COVID-19（新型コロナウイ
ルス感染症）の拡大により、日
本において検疫強化、査証の無
効化等の措置が引き続き取られ
ていること、また、多くの国に
おいても海外渡航制限等の措置
が取られていること等が、4 か
月連続で、22 市場全てで訪日
外客数がほぼゼロに近い数字と
なる要因となった。

URL：https://www.jnto.go.jp/jpn/news/press_releases/pdf/200821_monthly.pdf



各国で観光業の回復に向けた制限緩和が検討されるも、実現は厳しい状況が続く
○ シンガポール・ベトナム両国に対して、日本は国際的な人の往来再開に

向けた段階的措置施策へ合意。

【市況（実績・データ）】月次
7月地域別訪日市場概況 日本政府観光局（JNTO）・訪日外客統計 ー8/21・JNTO発表ー

中国は、前年同月⽐99.9%減の800⼈であっ
た。4月21日以降、中国政府外交部より海外旅
行自粛の指示が出されていることから、観光
客の渡航は実質的に不可能な状況が続いてい
る。日本への直行便は、8月も引き続き大幅な
運休・減便となっている。

韓国は、前年同月⽐99.9%減の300⼈であっ
た。韓国政府による海外旅行の中止、延期を
国民に要請する特別旅行注意報が8月19日
まで延長されている。
台湾は、前年同月⽐100.0%減の100⼈で

あった。3月17日以降、台湾における日本への
渡航警戒レベルが更に引き上げられたこと等
に加え、台湾において、旅行業界に対する海
外団体旅行取扱中止勧告が8月31日まで延長
された。

URL： https://www.jnto.go.jp/jpn/news/press_releases/pdf/200821_monthly.pdf



【市況（実績・データ）】月次
5・6月 都道府県別外国人宿泊者数 観光庁・宿泊旅行統計調査 ― 7/31・観光庁発表 ―

外国人宿泊者、6月は前年比
98.7％減少
①（5月）都道府県別で

98％マイナス。
➁（5月）市場別では、変わ
らず1位アメリカ、2位中国。

URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/content/001355872.pdf

都道府県別外国人宿泊者数（5月）

延べ宿泊者
市場別宿泊者数5月



7月はいまだ海外渡航者の入国制限が継続してい
ることから、免税売上高は約31.7億円（前年⽐
88.7%減）、購買客数は約1.3万⼈（同97.0%減）と、
6月よりは回復したものの、ともに6か月連続でマ
イナスとなった。購買単価は、約237,000円（同
271.7％増）となった。

6 月よりは回復したものの、売上高・購買客数ともに６か月連続でマイナス
①人気のあった商品は、1位：化粧品、2位：ハイエンドブランド、3位：婦人服飾雑貨
➁ 免税手続きの国別は、1位：中国本土、2位：台湾、3位：韓国。

【市況（実績・データ）】 月次
7月全国百貨店売上高・来店動向 ― 8/21・日本百貨店協会発表 ―

URL：https://www.depart.or.jp/press_release_other/cat/



【市況】報道発表
観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業 ― 8/4・観光庁公表― 

観光庁が（観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業を“追加募集”
① 助成対象期間を令和2年10月20日まで延長。
② 整備計画主体は、市区町村、観光地域づくり法人（DMO）。

補助対象事業者は地方公共団体、民間事業者及び協議会等。

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000116.html

訪日外国⼈旅行者の来訪
が特に多い又はその見込み
がある市区町村（「指定市
区町村」という。）に係る
観光地において、公共交通
機関の駅等から個々の観光
スポットに至るまでの散策
エリアにおける「まちある
き」の満足度の向上を図る
ため、訪日外国⼈旅行者の
ニーズが特に高い取組等を
一体的に進める事業に要す
る経費の一部を補助するも
のです。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000116.html


【市況】報道発表
地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業 ― 8/4・観光庁公表― 

観光庁が地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業を“追加募集”
〇 ショッピング、交流・体験を楽しめる環境整備に取り組むことにより、

地方での消費拡大を図る事業を支援。また、感染症対策事業についても支援。

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000121.html

左図に掲げる事業を対象
として補助金の交付を行う
ことにより、訪日外国⼈旅
行者の受入環境整備を行う
ための緊急対策を促進する
ことを目的としています。
訪日外国⼈旅行者の受入

れに関し一定の体制を整え
ている地域又は訪日外国⼈
旅行者の誘致等、観光振興
に意欲を有する地域におい
て、安心して快適に、滞在、
ショッピング、交流・体験
を楽しめる環境整備に取り
組むことにより、地方での
消費拡大を図る事業に対し
助成します。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000121.html


【市況】報道発表
文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画の認定 ― 8/12 ・観光庁―

文科相、国交相が文化観光の推進10拠点を認定
① 文化・観光の振興、地域活性化の好循環を全国各地で創出することを目的。
② 今後、国・地方公共団体等が海外宣伝などの文化観光推進援助等を行う。

本年５月１日に施行した「文化観光拠点
施設を中核とした地域における文化観光の
推進に関する法律」に基づき、拠点計画及
び地域計画について、大臣認定を行った。
文化・観光の振興、地域の活性化の好循

環を全国各地で創出するためには、文化に
ついての理解を深める機会の拡大及びこれ
による国内外からの観光旅客の来訪促進が
重要。
ついては、文化観光拠点施設を中核とし

認定された１０件については、今後、国・
地方公共団た地域における文化観光を推進
するため、主務大臣（文部科学大臣及び国
土交通大臣）による認定を行った。

今後、国・地方公共団体・国立博物館等による助言や国際観光振興機構（JNTO）による海外宣
伝、文化観光拠点施設での公開への協力等、文化観光を推進するための援助等を行う。

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000295.html

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000295.html


新型コロナウイルスの感染拡大によ
る旅行の延期や中止の影響等により、
総取扱額は海外旅行、外国⼈旅行、国
内旅行各部門で前年同月と⽐べ大幅に
減少した。なお、国内旅行については、
5月25日の緊急事態宣言解除や6月19日
の都道府県をまたぐ移動の全国的な緩
和により、前月より一定程度の回復の
傾向が見られる。
【海外旅行】
総取扱額は対前年同月⽐1.2％となった。
【外国⼈旅行】
総取扱額は対前年同月⽐1.0％となった。
【国内旅行】
総取扱額は対前年同月⽐12.1％となっ
た。
※旅行会社からの聞き取り

【市況】報道発表
6月 主要旅行業者の旅行取扱状況速報 ― 8/14・観光庁発表 ―

6月次の主要旅行業者による旅行取扱状況を報告
① 3部門による総取扱額は大幅なマイナスが続く。
➁ 国内旅行については、移動の全国的な緩和があったため、前月より一定程度

の回復の傾向が見られる。

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001358701.pdf

総取扱額

※日本の旅行会社によるインバウンド向けの旅行取扱いを指します。

旅行商品ブランド（募集型企画旅行）の取扱状況

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001358701.pdf


【市況】トピックス
国交省、海洋周辺地の訪日客増へ15事業の実施を決定 ― 7/21・国土交通省―

国交省、クルーズ観光の満足度向上のために15事業の補助実施を決定
① 「海洋地域における訪日観光の充実・開拓及び魅力向上事業」として決定。
② 観光コンテンツの磨き上げや受入環境整備による満足度向上が目標。

国土交通省では、海洋周辺地域におけ
る訪日観光の充実・開拓及び魅力向上を
図るため、当該地域における訪日外国⼈
向けの観光コンテンツ開発や受入環境整
備を行う事業者に対して支援を行う「海
洋地域における訪日観光の充実・開拓及
び魅力向上事業」として、15事業につい
て実施を決定した。
クルーズ船等による訪日観光は、限ら

れた観光ルートが多く、地域への経済効
果が限定的であるとともに、上質な寄港
地観光を求める訪日客の満足度低下に繋
がっていることから、観光コンテンツの
磨き上げや受入環境整備を実施するに要
する経費に対して補助を行う。
これにより、訪日客の満足度向上・消

費拡大の促進が期待される。

URL https://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000199.html

https://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000199.html


茂木敏充外相は8月13日、シンガポー
ルを訪問し、ビビアン・バラクリシュ
ナン外相と会談、ビジネス上必須な相
互出張を認める「ビジネストラックと、
駐在員などを念頭に置いた「レジデン
ストラック」について、それぞれ9月開
始を目指すことで合意した。
レジデンストラックは、経営幹部お

よび専門⼈材（「ワークパス」保持
者）など駐在員などを念頭に置いたも
ので、それぞれの国に入国した際に14
日間の自宅などの待機措置を含む必要
な公衆衛生上の措置を取り、両国間の
往来を可能とするものだ。両国は9月ま
での立ち上げを目指す。
新型コロナの感染拡大後に他国・地

域とこうした往来の再開で合意したの
は初めて。政府はシンガポールを含め
中国、韓国など16カ国・地域と交渉を
進めてきた。

【市況】トピックス
日本とシンガポールのビジネス相互渡航再開、両外相が合意 ― 8/19・JETRO ―

両国はビジネス渡航の9月開始を目指し、合意
① 渡航滞在者は、入国してから14日間は定められた日程に従い行動する。
② 他地域との往来再開に向けた合意は初めて。

URL https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/08/2523dcdfebdfa2da.html

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/08/2523dcdfebdfa2da.html


【市況】ニュース
ネット通販へのシフトが鮮明に【コロナ禍の化粧品市場】 ― 7/20 ・富士経済―

化粧品売り場で顧客に触れられない百貨店、市場は大幅に縮小か
① 消費税免税対象以降、化粧品の国内市場は2019年まで右肩上がりであった。
② 20年はコロナの影響で前年比22.2％減の4,400億円に大きく落ち込む見込み。

化粧品市場は、新型コロナ感染拡大の影響で百貨店などは
苦戦している一方で、メーカー公式通販をはじめ、オンライ
ン販売はリピーターを獲得するなど堅調なようだ。

2014年に化粧品が外国⼈旅行者の誘客のために消費税免
税対象となって以降、化粧品の国内市場（小売ベース）は、
百貨店やドラッグストア、ディスカウントストア、家電量販
店、空港型免税店などの販売チャネルが好調で、2019年は
全体の79.9％を店舗販売が占めた。
百貨店は2019年が前年⽐2.0％増の5,655億円で、2020年

は同22.2％減の4,400億円に大きく落ち込む見込み。
昨年まではインバウンドに加え、SNS映えするアイテムへ

の関心が高まったことで、若年層を取り込んで市場は拡大し
てきた。
しかし今年は新型コロナの影響でカウンターでのタッチ

アップを自粛するブランドが多く、都市部を中心に臨時休業
する店舗があり、市場は大幅に縮小すると予想されている。

URL https://moneyzine.jp/article/detail/217302

化粧品が外国人旅行者の誘客のために消
費税免税となって以降順調だったが…

https://moneyzine.jp/article/detail/217302


【市況】ニュース
日本好きな香港人が喜ぶ場所「DON DON DONKI」 ― 7/28・レコードチャイナ―

日本を愛する香港人にとって「DON DON DONKI」はかけがえのない場所
① 7月7日、香港島のコーズウェイベイにDON DON DONKI 3号店がオープンした。
② 今回の3店舗目は若者が集まる人気エリア・銅鑼湾が選ばれている。

7月7日、香港島の銅鑼湾（コーズウェイベイ）にDON 
DON DONKI （ドンドンドンキ）3号店がオープンした。

DON DON DONKIは日本のディスカウント・ストア
「ドン・キホーテ」の東南アジアでの展開名だ。
海外旅行に出かけられなくなった今、日本を愛する香港

⼈にとってこのDON DON DONKIはかけがえのない場所
となっているようだ。どの店舗をいつ訪れても多くの客で
賑わいをみせ、客足が途切れることはない。
今までも香港の至るところで日本の品物を買うことはで

きたが、この店のアイテムの量の多さを見ると圧倒される。
1度や2度の来店では全て見ることができない程の品物が

並び、歩き回りながらその都度面白いものを見つける楽し
みがある。
この店が、海外に出られない香港⼈や在住日本⼈の間で、

暫くの間は癒しと楽しみの空間となってくれそうだ。

URL https://www.recordchina.co.jp/b823751-s15-c30-d0119.html

日本好きの香港人が集まる人気スポット
DON DON DONKI 3号店は人でいっぱい

https://www.recordchina.co.jp/b823751-s15-c30-d0119.html


【市況】ニュース
OCVB 2020年の沖縄の観光客数・消費額見通しについて ― 7/30・日本経済新聞―

OCVBが20年の観光消費額▲4,710億円と見通し、外国人観光客はゼロで
① ホテル予約や航空会社、旅行会社への聞き取りから客数を予測し消費額を試算。
② 20年の客数を391万人と推計（前年比▲50％超）、観光消費額▲4,710億円。

沖縄観光コンベンションビューロー（那覇市、OCVB）は30日、
新型コロナウイルスの影響で2020年に沖縄を訪れる観光客が400万
⼈を下回るとの見通しを発表した。
県内のホテルの予約状況や航空会社、旅行会社への聞き取りから、

29日時点で7～12月の国内客を予測、外国⼈客はゼロとした。
国内客については7月は前年同月の40%、8月は同45%、9月は同

55%、10月は同50%、11月と12月は同60%になると予測。6月まで
の実績を踏まえ、20年の観光客数を391万⼈と推計した。年間の観
光消費額は19年⽐で4710億円減少するとの試算も示した。
コロナの感染再拡大や国の需要喚起策「Go Toトラベル」事業で

の東京除外などで、8月の予約は伸び悩んでいるという。今後状況
が悪化した場合は、365万⼈にとどまるとの予測も併せて出した。
同日記者会見したOCVBの下地芳郎会長は「（20年の沖縄の観光

業界は）極めて厳しい状況が見込まれる。経営支援の強化と同時に、
新しい観光のあり方の模索も必要になる」と述べた。

沖縄観光コンベンションビューロー
下地芳郎会長の記者会見

URL https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62091210Q0A730C2LX0000/

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62091210Q0A730C2LX0000/


【市況】ニュース
文化庁、外国人へ日本遺産の魅力を発信 ― 8/12・トラベルニュース―

文化庁が日本遺産のオンラインガイドツアーを実施、動画を公開
① Zoomを使い、通訳案内士が日本遺産（今回は鳥取県）の魅力を英語で解説。
② 参加者の反応からオンラインガイドツアーの課題と展望が浮き彫りに。

文化庁はこのほど、日本文化の魅力を海外へ発信する取
り組みの一環として、日本遺産についてのオンラインガイ
ドツアーを実施、動画を公開した。
参加した外国⼈からは様々な意見が挙がり、オンライン

ガイドツアーの課題と展望が浮かび上がった。
ツアーは米国やシンガポール在住の20―30代７⼈が参加

し、ビデオ会議ツールZoomを使って行った。
ツアーでは、通訳案内士が日本遺産の魅力、鳥取県の日

本遺産「六根清浄と六感治癒の地～日本一危ない国宝鑑賞
と世界屈指のラドン泉～」についての動画を英語で解説。
参加者からは訪日意欲の高まりと、知⼈らに勧めたいと

いった好意的な意見が集まった一方、映像や音声などオン
ライン環境の質向上や、双方向コミュニケーションによる
ライブ感の醸成、宿泊施設や温泉、食の紹介など地域の観
光情報を求める声など今後の課題とすべき意見も挙がった。

URL https://www.travelnews.co.jp/news/kankou/2020081209015615084.html

鳥取県三朝町の日本遺産の中心
スポット、三徳山投入堂

「Japanese Heritage Site Online Guided Tour」
https://www.youtube.com/watch?v=wZzS_7TRuWg

https://www.travelnews.co.jp/news/kankou/2020081209015615084.html
https://www.youtube.com/watch?v=wZzS_7TRuWg


【市況】ニュース
近鉄百貨店の中国ネット販売、脱・高額で手応え ― 8/18・日本経済新聞―

近鉄百貨店が中国向け越境ECで20年売上高50億円の見通し
① 低価格の化粧品や日用品に品ぞろえを転換し、20年は19年の7倍の見通し。
② 近鉄百貨店ではインバウンド逆風のなか、新たな収益の柱に育ちつつある。

近鉄百貨店が中国向け越境EC（電子商取引）の販売を伸
ばしている。
百貨店が得意な高額商品からドラッグストアで扱うよう

な低価格の化粧品や日用品に品ぞろえを転換し、2020年の
売上高は50億円と規模はまだ小さいが、19年の7倍に増え
る見通しだ。
近鉄百貨店が6月に出店した中国の大手越境ECサイト

「天猫国際（Tモール・グローバル）」で、サイトにはド
ラッグストアにあるような基礎化粧品が多く並び、主力商
品の価格帯は60～270元（約900～4100円）程度だ。
「京東集団（JDドットコム）」など大手サイトにも出店

しており、20年6月には中国の消費者を相手に9千万円強を
売り上げ、「コロナの影響を除いても十分に伸びている」
（近鉄百貨店）という。
近鉄百貨店ではインバウンド逆風のなか、新たな収益の

柱に育ちつつある。

URL https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62641130U0A810C2LKA000/

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62641130U0A810C2LKA000/
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