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各調査の強み

• アンケート調査

訪日外国人旅行者向けに、日本への興味, 関心や貴社の製品, サービスに関する情報など、

多種多様な内容に対して、アンケート調査をいたします。

団体ツアー旅行者、個人旅行者、共に調査が可能です。

お客様の目的や課題に対して適切なアンケート調査をご提案致します。

• インタビュー調査

訪日外国人旅行客や当社のガイドに対するインタビューをセッティング致します。

日本に興味関心が高い方にインタビューができるため、

日本の商品の購買客になり得る層の意見を聞く事が可能です。

実際に訪日旅行中に購入した物を見せて頂く, 新製品をサンプリングして頂く, 

新製品のパッケージを評価して頂くなど幅広い調査内容にも対応可能です。

• サンプリング・アンケート調査

訪日外国人旅行客を対象にした商品のサンプリングと、サンプリング後のアンケート調査を実施致します。

サンプリングの後にアンケート調査を行うことによって、

サンプリングの効果や製品に対する反応をダイレクトに確認することが可能です。



弊社調査可能国

中国, 台湾, 香港, 韓国, タイ, ベトナム, フィリピン, 
インドネシア, 欧米豪 等

概要
・街頭調査はもちろんのこと、ツアーバス車内、

またはホテルのフロントで調査が可能。

・訪日旅行初日に調査票を配布し最終日にアンケートを

回収することによって、いつその商品を使ったか？, 

商品を買ったのか？, どこのお店で買ったのか？等、

点ではなく線の調査が可能。

アンケート調査

アンケート調査とは

調査目的に最適な場所とタイミングと対象者に対

して調査を実施し、一次情報を獲得する、インバ

ウンド特化の定量調査。ターゲットとする国の絞

り込み、訪日客以外にも旅行会社やガイドなど、

インバウンドに関わるあらゆるプレイヤーを経由

し、最適なタイミングで調査をすることが可能な

調査メニューです。

調査可能範囲

バス 店舗 街頭調査ホテル

アンケート調査の概要

調査票作成

（御社）

調査項目

監修, 

翻訳

ツアー

情報獲得

調査

ツアー手配

実査開始

調査票 / 

試供品

郵送, 配布

調査票回収

集計, 

内容翻訳

ローデータ

集計結果納品

（Excel 形

式）

検 収

(御社)

ご発注から検収までの流れ



インバウンドマーケティング アンケート調査 事例

案件の詳細
調査対象：中国の団体のお客様(男性)向けに、

バスでのデオドラントシートの

アンケート調査を実施。

調査内容：ツアーバス車内で、ツアーの初日にガイド様から、

デオドラントシートのサンプリングを実施。

サンプリングの数は、3,000個を配布し、

ツアーの中で使用して頂いた。

また、その後にアンケート調査を実施し、

380サンプルを回収。

調査票の内容について

1, 興味関心について

2, 使用感（満足点, 不満点）について

3, サンプル配布後の行動について

4, 購買の可否

【事例①】

某化粧品会社 宣伝販促部 宣伝課 様

【依頼内容】
目的 ：中国人を対象としたデオドラントシートの

使用感や印象などの調査

商材 ：サンプリングアンケート

調査期間 ：1ヶ月半

対応国 ：中国

対応サンプル数 ：380サンプル（サンプリング3,000個配布）

設問数 ：10問（選択式）

お客様の声

■どんな調査をお望みでしたか？

アジア市場の拡大が期待できるため、
インバウンドを通じた海外需要の拡大に向け、
テストマーケティングを実施したい。

■調査結果は、いかがでしたか？

市場での調査は、現場でのリアルな声を聞くことができ、今後
のアジア市場をついて知ることができた。



インバウンドマーケティング アンケート調査 事例

お客様の声

■どんな調査をお望みでしたか？？

調査対象国のスニーカーの認知度、
人気度調査をしたい。
また、各国のスニーカー市場をヒアリングすることで、
今後のプロモーションや店舗での、接客のデータとして役立て
たい。

■調査結果は、いかがでしたか？

タイでは、スニーカーの市場がある程度成熟していたため、
ニーズの予想ができたが、
他国の趣味嗜好は、わからなかったため、とても参考になった。

案件の詳細
調査対象：店舗に来られる各国の訪日観光客

調査内容：札幌, 東京, 名古屋, 大阪, 福岡 の店舗の玄関で、

アンケートを実施。

調査票は8カ国に対応したものを用意した。

5店舗にて、3週間で1500サンプルを回収。

調査票の内容について

1,属性

2,ブランドイメージ

3,どんなスニーカーが人気か？

4,なぜスニーカーを日本で買うか？

【事例②】

スニーカーブランド マーケティング部 様

【依頼内容】
目的 ：札幌, 東京, 名古屋, 大阪, 福岡 の店舗で

アンケートを実施。ターゲット各国の動向調査。

商材 ：店頭アンケート

調査期間 ：3週間

対応国 ：タイ, 中国, 韓国, 香港, フィリピン, 

インドネシア, シンガポール

対応サンプル数 ：1,500サンプル

設問数 ：25問（選択, 記述 複合）



インバウンドマーケティング アンケート調査 事例

お客様の声

■どんな調査をお望みでしたか？？

実際に洗顔料を使っていただき、訪日観光客の率直な意見を聞
きたい。

■調査結果は、いかがでしたか？

実際にサンプリングをし、アンケート実施したところ、
約20％の方が、その後洗顔料を購入したとアンケートに回答し
た。

案件の詳細
調査対象：FP HOTELS 難波南(当社のホテル)に泊まられている

中国人, 台湾人の方々。

調査内容：客室内のバスルームに洗顔料を設置。

使用方法が記載されたPOPや壁紙を設置して、

使い方を示し、泊まられているお客様にリーチ。

チェックアウト時に、アンケート調査を実施。

★チェックアウト後は、購買追跡調査を実施しました。

中国の方には、We chat 台湾の方には、Lineを聞き、

帰国後に質問を送り、購買追跡調査を行ないました。

当社では、上記のような帰国後の購買追跡調査も対応可能と

なっております。

【事例③】

某化粧品会社 宣伝販促部 宣伝課 様

【依頼内容】
目的 ：ホテルのバスルームに洗顔料を設置。

訪日旅行中の購買に繋がるかどうかを調査。

商材 ：ホテルサンプリングアンケート

調査期間 ：4週間

対応国 ：中国, 台湾

対応サンプル数 ：200サンプル

設問数 ：7問（選択式）



弊社調査可能国

中国, 台湾, 香港, 韓国, タイ, ベトナム,
フィリピン, インドネシア, 欧米豪 等

概要
・訪日客は、個人, 団体 どちらも指定が可能。
個人旅行者の場合は任意の場所,時間 に、
団体客は1日のツアーが終了した後、
ホテル付近でインタビューを実施。

・旅行会社は調査内容を弊社側で精査し、
電話でのインタビューを行います。

インタビュー調査とは

訪日観光客, ガイド, 旅行会社, 訪日に関わるチャ

ネルを網羅した、定性調査。メディアやネット上の

ニュースで報道されている内容と、実際の訪日観光

客の行動との乖離は、少なくありません。

インタビュー調査では、インバウンドに関わるあら

ゆる当事者から、一次情報の獲得が可能です。

ご発注から検収までの流れ

インタビュー調査の概要

調査可能範囲

インタビュー調査

調査票作成

（御社）

調査項目

監修, 翻訳

旅行会社打診

インタビュイー

アサイン

インタビュイー

へ

調査内容送付

実 査（御社）

※旅行会社の

場合

弊社にて調査



インバウンドマーケティング インタビュー調査 事例

お客様の声

■どんな調査をお望みでしたか？？

タイ人の化粧の仕方、肌質、好みなど
タイ市場における化粧品全般のリサーチをしたい。
また、対象者に開発中の化粧品で実際に化粧を
していただき、化粧ノリや匂い,好みなどの使用感を調査して
みたい。

案件の詳細
こちらは、クライアントからタイに化粧品を販売したい。

との要望があり、調査対象を絞り込み、調査を実施。

調査対象：20代 女性

タイのバンコク在住

化粧品をドラッグストアで購買される方

調査内容：開発中の化粧品で化粧をし、インタビューを実施。

調査対象の方には、普段のメイクで来ていただき、

化粧の仕方、肌質などチェック。

その後、開発中の化粧品で化粧をし、

使用感をヒアリングした。

★当社では、上記のような、調査対象を絞り込んだ調査

も対応が可能です。

特定の国、特定の事柄についても、幅広く対応ができます。

【事例①】

某化粧品メーカー 商品開発部 様

【依頼内容】
目的 ：20代のタイ人の女性に開発中の化粧品を使用いただき、

今後の開発に役立てる。

商材 ：FITインタビュー

調査期間 ：5日間

対応国 ：タイ

ガイド人数 ：タイ7名

調査内容 ：新商品開発調査

所用時間 ：2.5時間



インバウンドマーケティング インタビュー調査 事例

お客様の声

■どんな調査をお望みでしたか？？

オーストラリア人と韓国の若者が、
集客できないため、調査をしてほしい。

■調査結果は、いかがでしたか？

各国の市場がわかり、
なぜ集客できていないかを知ることができた。

案件の詳細

調査対象：韓国とオーストラリアの旅行代理店の

日本旅行担当者 3名ずつに電話インタビュー

調査内容：海外旅行代理店の日本担当者様は、

日本を旅行したい方々のニーズがわかっているため、

某テーマパークに何が足りないのかを調査した。

★当調査では、他社テーマパークの訪日観光客への施策などを、

インタビュアーからヒアリングし、内容をクライアントに共有

しました。

また、海外現地で旅行業に携わっている日本旅行担当者にイン

タビューできるサービスは、訪日旅行市場のリアルな情報を

詳しく知る事ができる、当社独自のサービスです。

【事例②】

某テーマパーク 調査部門 様

【依頼内容】
目的 ：韓国と豪州の若年層の集客増加, 競合の現地での

販促活動を把握するために韓国と豪州の

旅行代理店の日本旅行担当者にヒアリング。

商材 ：旅行会社インタビュー

調査期間 ：2週間

対応国 ：韓国, 豪州

対応サンプル数 ：韓国2名, 豪州2名

所要時間 ：30分



インバウンドマーケティング インタビュー調査 事例

お客様の声

■どんな調査をお望みでしたか？？

香港・台湾のお客様は、個人旅行客が多く、
個人で飲食店を予約されることが多いので、
どのように飲食店を予約するのかを知りたい。

また、競合他社と自社サービスの比較をしたい。

案件の詳細

調査対象：FIT(個人旅行客)のお客様で、台湾人の方5名

香港人の方2名

調査内容：香港人の方と台湾人の方々に60分インタビュー

を実施。

実際に、どのように飲食店を探されているかを、

ヒアリングし、今後の施策に活かす。

★当調査は、当社のホテルにブースを設置し、インタビュー

を実施しました。

また、訪日観光客に直接インタビューすることができるので、

訪日観光客のリアルな声が聞くことができ、今のトレンドを把

握することができます。

【事例③】

グルメ系メディア 調査部門 様

【依頼内容】
目的 ：FP HOTELS 難波南, Grand 難波南, 旅行会社を

利用して台湾人と香港人をリクルーティングし、

日本の飲食店を探す方法, 選定基準について

インタビューを実施。

商材 ：FITインタビュー

調査期間 ：6日間

対応国 ：台湾, 香港

ガイド人数 ：台湾5名, 香港2名

所要時間 ：1時間



インバウンドマーケティング インタビュー調査 事例

お客様の声

■どんな調査をお望みでしたか？？

ツアーの経験が多いガイドへの
インタビューをすることで、訪日観光客の傾向や趣味嗜好がわ

かるため、インタビューをしたい。

案件の詳細

調査対象：当社のガイド (8カ国)

調査内容：当社で、実際にガイドとして働いていただいてる

方々に対してインタビューを実施。

どのような電子決済,スマホ決済が使われていて、

訪日観光客にとって何が一番使いやすいのかなど、

各国のリアルな情報を調査した。

★実際にガイドをされている方は、何十年と

訪日観光客に一番近い現場で仕事をされています。

そんな方々に、インタビューをすることで、

訪日観光客のリアルな情報を獲得することができます。

【事例④】

某飲料系メーカー 自動販売機 様

【依頼内容】
目的 ：電子決済, スマホ決済 が可能なシステムを

導入するにあたり各国のツアーガイドに

訪日観光客の少額決済状況をヒアリング。

商材 ：ガイドインタビュー（グループインタビュー）

調査期間 ：1日

対応国 ：中国, 台湾, 韓国, 香港, 米国, 豪州, 英国, 仏国

ガイド人数 ：中国2名, 台湾1名, 香港1名, 韓国2名,米国1名, 

豪州1名, 英国1名, 仏国1名。

所要時間 ：1時間



弊社調査可能国

中国, 台湾, 香港, 韓国, タイ, ベトナム,
フィリピン, インドネシア, 欧米豪 等

概要
・来日してから2日目以内のツアーバス車内、または
ホテルのフロントで配布。

・ツアーバス調査であれば帰国日、ホテル調査であれ
ばチェックアウト時に調査票を回収いたします。

・配布時に、ガイドによる簡単な口頭説明も可能です。
・街頭サンプリングよりも深い認知を獲得し、商品理
解に繋げていただけます。

サンプリングプロモーションとは

FREEPLUSは、「どの訪日観光客が」「どこで」

「何を」しているのか全てを把握しております。

そのため、最適なタイミングで訪日観光客に御社

の商品を届けることが可能です。

例：お買い物時間がスタートする直前にガイドさ

んから訪日観光客にアナウンスをしていただき、

直接手渡しで商品をサンプリングすることが可能

です。

サンプリングプロモーションの概要

サンプリング

調査可能範囲

ヒアリン

グ

課題抽出

設計

ご提案

ご発注

（御社）

実査

開始

検収

（御社）

ご発注から検収までの流れ



インバウンドマーケティング サンプリングプロモーション事例

お客様の声

■調査結果は、いかがでしたか？

団体のサンプリングをしたことによって、
サンプリングした商品の売上が2割増えました。

案件の詳細

調査対象：団体のツアーバス・ホテルでのツアー客

調査内容：化粧品のサンプリングプロモーションを実施。

ツアーバス内、ホテルで化粧品とお買い物マップを

サンプリングを実施。

★訪日観光客が大阪心斎橋に行くときは、基本的にショッピング

をすることが目的です。大阪心斎橋に向かう団体ツアーの

バス内で、到着する直前に化粧品のサンプリングすることにより、

商品の購買を促しました。

また、お買い物マップも一緒にサンプリングを行い、

実店舗の場所を認知できるようにしました。

【事例①】

某化粧品メーカー 様

【依頼内容】
目的 ：大阪心斎橋に到着する直前の団体バス、

販売店から近い、新宿, 池袋, 札幌 のホテルを

チェックインする際に化粧品と

お買い物マップのサンプリングを実施。

実店舗への来店を促す。

商材 ：団体バスサンプリング, ホテルサンプリング

実施期間 ：2週間

対応国 ：中国, 台湾, 香港

サンプリング数 ：2,500



インバウンドマーケティング サンプリングプロモーション事例

お客様の声

■どんな施策をお望みでしたか？？

CCTVにCMを流したり、クーポン付きのチラシを
サンプリングすることで、訪日観光客を会場に呼び込みたい。

また、プロモーション施策の効果測定を実施したい。

案件の詳細

実施対象：ホテルに泊まられている中国人のお客様

実施内容：CCTV（中国国営放送局）の番組中にCMを流して、

プロモーションを実施。

(ホテルのテレビで見ることが可能)

ホテルにチェックインした中国人に

クーポン付きのチラシのサンプリングを実施。

また、チェックアウト時に、”CMを見たか”

“実際に行きたいと思ったか”などの

アンケート調査も行った。

【事例②】

公営ギャンブル会社 国際部 様

【依頼内容】
目的 ：CCTVという中国人向けチャンネルへCMを出稿。

同時にホテルチェックイン時にチラシを配布。

会場への来場を促す。

商材 ：ホテルサンプリング

実施期間 ：7日間

対応国 ：中国

サンプリング数 ：250



インバウンドマーケティング サンプリングプロモーション事例

お客様の声

■どんな施策をお望みでしたか？？

アジア市場の拡大が期待できるため、
インバウンドを通じた海外需要の拡大に向け、
テストマーケティングを実施したい。

■施策の結果は、いかがでしたか？

中国人の方々が、どのようなものを好むのか、
使ってみた感想、実際に購買したなど、
訪日中国人について知ることができた。

案件の詳細

実施対象：中国の団体のお客様(男性)向けに、

バスでのデオドラントシートの

アンケート調査を実施。

実施内容：ツアーバス車内で、ツアーの初日にガイドから、

デオドラントシートのサンプリングを実施。

同時にツアーガイドから簡単な使用方法の説明も

行った。7月～8月の猛暑の中で使用いただき、

デオドラントシートの効果を実感いただいた。

ツアーの序盤でサンプリングしたため、購入する

タイミングと検討時間の余地を与え、購入を促した。

【事例③】

某男性用化粧品メーカー 様

【依頼内容】
目的 ：東京と大阪のドラッグストアでの購入を目的に

夏の日にデオドラントシートをサンプリング。

商材 ：団体バスサンプリング

実施期間 ：1.5ヶ月

対応国 ：中国

サンプリング数 ：3,000



私たちの想い

私たちは「インバウンド」 という言葉が

まだ一般的でなかった2010年、

外国人観光客の取扱いを専門に旅行事業を開始しました。

”良かれと思って外国人観光客の方々のランチにお寿司を提供したら、

ナマモノがNGでクレームをいただいてしまいました”

そんな失敗を経験しながら、私達の訪日旅行事業は、9年が経ちました。

しかし、訪日旅行中のお客様には、日本人のこういった一方的なおもてなしが、

実は片思いになっている、という事実がまだまだあります。

そんな事実に対して、

インバウンドの最前線かつ、プロである私たちだからこそ、

それらの情報を日本企業様に提供し、

訪日観光客の方々に日本旅行を楽しんでいただける環境を作ること
そこに私たちの存在価値であると考えています。
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■本資料に関するお問い合わせ先

株式会社フリープラス

インバウンドマーケティング本部

立川 陽裕

TEL ： 06 – 7638 – 6334（大阪本社）

MAIL ： tachikawa_yosuke@freeplus.co.jp

mailto:tachikawa_yosuke@freeplus.co.jp

