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【市況（実績・データ）】 月次
8月訪日外客数 日本政府観光局（JNTO）・訪日外客統計 ー9/18 ・JNTO発表ー

訪日外客数は前年同月比マイナス99.9%、 11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。

8月の訪日外客数は、8,700 
⼈（前年同月⽐99.7%減）とな
り、11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、欧州を中心
に出国制限が解除されている国
があるものの多くの国で引き続
き海外渡航制限等の措置が取ら
れていること等が、22市場全て
において訪日外客数が5か月連
続で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/statistics/data_info_listing/pdf/200918_monthly.pdf



各国で人間の往来回復に向けた初期の制限緩和策「レジデンス・ビジネストラック」
○ 東アジア・東南アジア諸国では両国合意のもと、上記施策を9月から開始予定。

【市況（実績・データ）】月次
8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9/18・JNTO発表ー

中国は、前年同月⽐99.8%減の1600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、9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99.8%減の700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9月18日まで
延長されている。

台湾は、前年同月⽐99.9%減の400⼈であっ
た。3月17日以降、台湾における日本への渡航
警戒レベル引き上げ、自国民の日本からの入
国には隔離処置が求められているが、国際的
な⼈の往来再開に向けた段階的措置として、9 
月8日から「レジデンストラック」の受付を開
始した。

URL： https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/data_info_listing/pdf/200918_monthly.pdf



【市況（実績・データ）】月次
6・7月 都道府県別外国人宿泊者数 観光庁・宿泊旅行統計調査 ― 8/31・観光庁発表 ―

外国人宿泊者、6月は前年比
98.7％減少
①（6月）都道府県別で

97％マイナス。
➁（6月）市場別では、1位
アメリカ、2位フィリピン。

URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/content/001360470.pdf

都道府県別外国人宿泊者数（6月）

市場別宿泊者数6月
延べ宿泊者



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
主要旅行業者の旅行取扱状況速報（令和２年７月分） ― 9/11・観光庁―

海外、外国人、国内各部門で前年同月と比べ大幅に減少も、国内旅行は回復傾向
① 【海外旅行】総取扱額は対前年同月比 1.2％
② 【外国人旅行】総取扱額は対前年同月比 5.4％
③ 【国内旅行】総取扱額は対前年同月比 21.6％

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、前月

(６月分)よりさらに一定程度の回
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％
【外国⼈旅行】
総取扱額は対前年同月⽐ 5.4％
【国内旅行】
総取扱額は対前年同月⽐ 21.6％

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000477.html

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000477.html


【市況】報道発表
「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（ホストタウン等緊急対策事業）」第3期公募

― 8/21・観光庁― 

観光庁が来年のオリパラ開催に向けたホストタウン等緊急対策事業を“追加募集”
【地域要件】訪日外国人観光客の受け入れ環境が不十分な地域で

①ホストタウンに登録された自治体 ②選手村が所在する自治体
【補助率等】・補助対象経費の３分の１以内 ・10月30日まで募集

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000476.html

観光庁は、来年のオリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の
競技会場、選手村、ホストタウ
ンが所在する市区町村において、
地域が一体となって行うインバ
ウンド受入環境整備を支援する
「訪日外国⼈旅行者受入環境整
備緊急対策事業費補助金（ホス
トタウン等緊急対策事業）」の
第3期公募を8月21日（金）から
開始する。
これまで訪日外国⼈観光客の

受入環境整備が十分に進んでい
なかった地域を中心に、インバ
ウンド対応を緊急的に支援する。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000476.html


在日米国大使館と観光庁の共催で、「米国－日本
ホスピタリティ・マネジメントウェビナー」が8/20
に開催された。
世界的な新型コロナウィルス感染症の流行下、多

大な影響を受けている観光関連業界が反転攻勢に
打って出る際の要となる、DMOに焦点を当て、取り
巻く現況や、DMOの戦略的重要性、観光局によるコ
ミュニティとの連携の取組等をご紹介した。
⑴日本のDMOを取り巻く現況について
⑵インバウンドビジネスとDMOの戦略的重要性
⑶小規模観光地でも大きなチャンスを掴むため
のケーススタディー

⑷デジタルテクノロジー
…観光業界の回復・再活性化に最適な手法

⑸観光局とコミュニティの連携
…観光業がもたらす効果への理解を深め、地域
の発展に共に取り組む

【市況】トピックス
「日米ホスピタリティ・マネジメントウェビナー 日本の観光業界のV字回復・再生に向けて」

― 9/1・観光庁 ―

観光庁がオンライン講座を開催、反転攻勢に向けてDMOに焦点を当てる
① DMOの現況や戦略的重要性、観光局によるコミュニティとの連携等を紹介。
② 観光庁、米大学講師、ニューヨーク市観光客など様々な角度から講演。

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics05_000311.html

https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics05_000311.html


【市況】レポート
アジア･欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査 ― 9/2・日本政策投資銀行―

コロナ終息後も日本人気継続、アジアでは「予算増」「長期滞在化」の意向
① コロナ終息後の海外旅行は82％が前向き、アジア居住者は9割が「行きたい」。
② 引き続き日本は人気、「買物」「食事」「治安」に加え「清潔さ」で高く評価。

株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」）は、公益財
団法⼈日本交通公社（以下「JTBF」）と共同で、「DBJ･
JTBFアジア･欧米豪訪日外国⼈旅行者の意向調査（2020年
度新型コロナ影響度特別調査）」と題した調査レポートを
発行した。
当レポートは、同調査の中から、特に九州への観光客が

多い韓国、中国、台湾、香港の旅行嗜好や、新型コロナ終
息後の九州旅行全般に期待したいことなど、九州地域と関
係が深いと考えられる部分を中心に、取り纏めたもの。

URL https://www.dbj.jp/topics/dbj_news/2020/html/20200902_202846.html

コロナ終息後に行きたい国

https://www.dbj.jp/topics/dbj_news/2020/html/20200902_202846.html


【市況】レポート
＜CIFTIS＞コロナ後の訪日観光の回復に期待高まる ― 9/6・中国国際放送―

北京「国際ウインタースポーツ博覧会」、高い日本人気をJNTOが実感
① 同博覧会において、会場やJNTOブースは予想以上の来場者で大盛況であった。
② JNTO北京事務所の齊藤所長は、コロナ終息後の訪日旅行に確かな手ごたえ。

2020年中国国際サービス貿易交易会(CIFTIS)の公式行
事「国際ウインタースポーツ（北京）博覧会」が9月5日
に初日の展示を終えた。

JNTO北京事務所の齊藤敬一郎所長は、「予想以上の来
場者に驚いた」と嬉しい悲鳴をあげ、感染終息後、中国
からの訪日観光の速やかな回復に期待感を示した。

JNTOはスキーや温泉など日本の冬の楽しみ方を中心に
展示するほか、景品付クイズ大会や説明会も行い、終日
にわたってJNTOのブースは盛り上がりを見せた。
感染終息後の訪日観光について、齊藤所長は来場者か

ら確かな手応えを実感したと語り、「往来が再開されれ
ば、回復は早いだろう」と前向きな見方を示した。

JNTO北京事務所は7月にWeChat公式アカウントでアン
ケートを実施したところ、2700⼈から回答が寄せられ、
その結果は「すぐに行く」（25％）、「半年以内に行き
たい」（30％）となり、近いうちに訪れたいという意見
が過半数を超える55％にも達したという。

URL http://japanese.cri.cn/20200905/c951dc0e-e040-b3e3-7341-742b14a33d2c.html

http://japanese.cri.cn/20200905/c951dc0e-e040-b3e3-7341-742b14a33d2c.html


【市況】ニュース
人民元レートが上昇 気になる今後の動きは？ ― 9/3・人民網 日本語版―

いま人民元が上昇中、渡航再開時のレートはどうなる？
① 人民元対米ドルレート基準値はすでに過去1年間余りの高水準に達した。
② 元高は海外旅行消費等にプラスも、中長期的にはバランスのとれた水準へ

⼈民元が上昇を続けている。
データによると、⼈民元対米ドルレート基準値は

すでに過去1年間余りの高水準に達したという。
一般的に、レートが上昇すれば輸入、海外旅行消

費、留学にプラスになるが、輸出にはマイナスの影
響をもたらす。
中国民生銀行は⼈民元レートの次の段階の動きに

ついて、「短期的にみれば、中国経済が持続的に回
復しているため、世界の投資家は中国資本市場を高
く評価し、外資が持続的に中国に流入している。こ
うした要因が今後さらに⼈民元の値上がりを後押し
すると予想される。しかし中長期的にみれば、⼈民
元レート形成メカニズムがさらに市場化されるのに
ともなって、⼈民元レートは合理的でバランスのと
れた水準で上下の双方向の変動を維持するだろう」
と分析した。

URL http://j.people.com.cn/n3/2020/0903/c94476-9753329.html

円対元 1年間推移

円対元 1ヶ月推移

http://j.people.com.cn/n3/2020/0903/c94476-9753329.html


【市況】ニュース
武漢天河空港の国際線旅客便、16日より運航再開 ― 9/11・人民網 日本語版―

武漢天河空港の国際線旅客便が再開、最初は武漢―韓国ソウル線
① 9月16日から、武漢の国際旅客便運航が再開される。
② 最初のフライトとなるのは、武漢―韓国ソウル線。
③ 旅客は全員、武漢到着後PCR検査の上、14日間の隔離観察措置を受ける

湖北省武漢市交通運輸局民用航空弁公
室は9日、武漢天河空港が国際線旅客便の
運航を段階的かつ制限付きで再開するこ
とに国家民用航空局が同意したことを明
らかにした。

9月16日から、武漢の国際旅客便運航
が再開される。
最初のフライトとなるのは、武漢―韓

国ソウル線で、関係者によると、旅客は
全員、武漢到着後PCR検査を受けると同
時に、14日間の隔離観察措置を受けなけ
ればならないという。
楚天都市報が伝えた。

URL http://j.people.com.cn/n3/2020/0911/c94638-9759540.html

http://j.people.com.cn/n3/2020/0911/c94638-9759540.html


【市況】ニュース
大阪市内、特区民泊3000室廃止 ― 9/11・日本経済新聞―

コロナで民泊も苦境、大阪市内2～8月で3000室超の「特区民泊」の廃止届け出
① 全国の特区民泊の9割を占めていた大阪市でも2月ごろから観光客が急減。
② 継続事業者も一時的に家具付きの短期賃貸などで苦境をしのぐ構え。

大阪市内で2～8月、3000室超の「特区民
泊」の廃止届け出があったことが分かった。
インバウンド（訪日外国⼈）の回復が見込

めない中、民泊を巡る経営環境は厳しさを増
す。
民泊運営各社は物件を一時的に家具付きの

短期賃貸などに転換するなどして苦境をしの
ぐ構えだ。
大阪市では2016年、国家戦略特区法に基づ

く「特区民泊」制度がスタートした。
大阪はアジア系観光客らから⼈気が高く、

全国の特区民泊の9割を占める。部屋数は19
年12月には約1万1000室に達した。
だが新型コロナウイルスの感染拡大を受け、

インバウンドは2月ごろから急減。
大阪市によると、2月以降8月までに3059室

の特区民泊の廃止届け出があった。。

URL https://www.nikkei.com/article/DGKKZO63683760Q0A910C2LKB000/

オリパラに向けて急成長の民泊事業だったが…

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO63683760Q0A910C2LKB000/


【市況】ニュース
三井不動産、ホテルの客室をシェアオフィスに ― 9/10・日本経済新聞―

訪日観光客の回復遅れを想定し、ホテル客室のシェアオフィス化が進行
① 「三井ガーデンホテルズ」などを対象に、10月にかけて18ホテルで実施。
② 都心部のホテルは回復が鈍いと予想、日中のビジネスマンを取り込む。

三井不動産は10日、法⼈向け多拠点型シェ
アオフィス「ワークスタイリング」をグルー
プ内ホテルでも始めると発表した。
上野や大手町で運営する「三井ガーデンホ

テルズ」などを対象に、15日から順次開始し
10月にかけて18ホテルで実施する予定だ。
新型コロナウイルスで多様化する働き方に

対応するほか、稼働率の戻りが鈍い都心部な
どのホテルの新たな活用につなげる考えだ。
自宅やサテライトオフィスなどで働く⼈が

増えているため、働き方に応じてホテルも仕
事場として使ってもらう。
訪日観光客の激減で稼働率は低迷している

が、郊外より都心部のホテルは回復が鈍いと
いわれており、日中のビジネスマンを取り込
むことで新たな需要を生み出す狙いだ。

URL https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63688190Q0A910C2XQ1000/

サテライトオフィスとして使われる
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63688190Q0A910C2XQ1000/


【市況】ニュース
ＪＡＬサテライトトラベル、香港オンライン商談サービス開始 ― 9/9・観光経済新聞―

訪日香港人を求める事業者と現地旅行会社とのオンライン商談等が可能に
① 旅行会社とのオンライン商談会の開催
② 旅行会社へのニュースレター代行配信
③商談会後のサポート対応

ジャルパックの香港現地法⼈「ＪＡＬサテライトトラベ
ル」とインバウンドニュースサイト「訪日ラボ」を運営する
ｍｏｖはこのほど、香港からの観光客誘致を希望する関係者
が現地旅行会社とプロモーションや商談を行えるオンライン
商談のサービスを開始した。
同サービスは、コロナの影響でＩＴＥ（国際旅行博・香

港）やトラベルマート（日本）などのイベントが中止となる
中、コミュニケーション機会を作ることを目的に開始。
同サービス内容

（1）旅行会社とのオンライン商談会の開催
（2）旅行会社へのニュースレター代行配信
（3）商談会後のサポート対応

（名刺交換、商談会終了後の資料送付
ネクストアクションのフォローなど）
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