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「反転攻勢！Ｖ字回復！第８回山陰インバウンドセミナー」

一畑グループ台北駐在員事務所 藤岡雄太

２０２１年１月２６日

コロナ禍における

台湾の観光事情



はじめに

（商品）

（対象）

（競合）

相手が欲しい商品は何か。
自分が見せたいものと相手が見たいものは違う

どの国をターゲットにするのか。
需要はあるか、手段はあるか、持続性はあるか

どの国と競合しているのか。
競合国に勝てるのか、差別化できるのか
どの県と競合しているのか、差別化できるのか。協業できるのか

第7回インバウンドセミナー（今こそ考えるインバウンド観光の意義）
日本航空グローバル販売部観光政策担当部長栗山俊久様

復習
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はじめに

インバウンドを行うにあたって、

相手のニーズを知る

自分ができることを知る

自分を知ること、相手を知ること

自分を知っている人でなければ相手の
ニーズは的確に把握できない。

相手を知っている人でなければ自分が
できることを的確に把握できない

第7回インバウンドセミナー（今こそ考えるインバウンド観光の意義）
日本航空グローバル販売部観光政策担当部長栗山俊久様

復習
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講演内容

１．台湾の基本情報（台湾人の国民性・旅行マインド）

２．台湾政府のコロナ対策と人々の反応

３．台湾国内外 旅行事情

４．コロナの影響を受けて今後変わるかもしれない傾向

５．ＤＡＪＰ（中国地方観光ＭａａＳ）の有効性と期待。



5©小学生の無料学生プリント【ちびむすドリル】

台湾基本情報

どの国と競合しているのか。
韓国：ドラマ、美容、アイドル大人気！

ASEAN諸国、豪、ニュージーランド

(新南向政策、コロナ対策日本より上)
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台湾基本情報 ©日本政府観光局(JNTO) 

※海外旅行社数、訪日客数は２０１９年のデータ

台湾の基礎データ

人口 2,360万人

面積 36,190平方Km

使用言語 中国語(繁体字)

暦(カレンダー) 旧暦を使用

学校 9月始業/二学期制

海外旅行者数 1,710万人

訪日客数 489万人

九州本島程度

英語公用語化進む

毎年変わる

夏休み長い

日本の約１／５

訪台日本人は２１６万人

非常に高い出国率

参考サイト(ＪＮＴＯ日本の観光統計データ) 
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台湾基本情報 ©日本政府観光局(JNTO) 

岡山県 22位 2.0
香川県 26位 1.6
広島県 31位 1.1

・訪問率が高い「圏(エリア)」は
直行便本数に比例？？

・山陰へ最寄りの空港
岡山(タイガーエア) 毎日1便
広島(中華航空) 毎日1便
大阪(複数航空会社) 毎日複数便
高松(中華航空) 毎日1便
松山(エバー航空) 週4便
福岡(複数航空会社) 毎日複数便

参考サイト(ＪＮＴＯ訪日旅行データハンドブック2020
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台湾基本情報 ©日本政府観光局(JNTO) 

・訪日回数10回以上の方が約19.4％

・リピート率 が非常に高い

参考サイト(ＪＮＴＯ日本の観光統計データ) 

※2019
年

観光・レジャー
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台湾基本情報 ©日本政府観光局(JNTO) 

団体ツアー参加率：香港・韓国と比較して高い

直行便の本数が多い圏(エリア)ほどＦＩＴ率が高いとすると・・・

参考サイト(ＪＮＴＯ日本の観光統計データ) 

※香港・韓国は団体の割合約10％

山陰地方の団体ツアー客比率はさらに高い？？
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台湾基本情報 ©日本政府観光局(JNTO) 

台湾人の旅行マインド・国民性（習慣・特徴など）

１．家族（３世代＋親戚）で旅行をする

２．老若男女、ＳＮＳを利用。 Ｇｏｏｇｌｅ Mapも使いこなす。

・両親、子供、兄弟家族＋友人も参加することも？？

・１０人以上になることも珍しくない

・ＬＩＮＥ、ＦＡＣＥＢＯＯＫ、ＩＮＳＴＡＧＲＡＭ、ＹｏｕＴｕｂｅ等 利用者多い

・Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＴｉｃＴｏｋ 利用者少ない ※Ｚｏｏｍは普及しておらず、他のアプリを利用

ＧｏｏｇｌｅＭａｐの活用方法

・目的地までの移動手段や所要時間など確認

・飲食店、観光地などの口コミをチェック

・自撮り(セルフィ―)が上手い、写真が大好き。撮った写真はSNSで拡散！

「写真」「動画」大切
※台湾に限った事ではない



11

台湾基本情報 ©日本政府観光局(JNTO) 

台湾人の旅行マインド・国民性（習慣・特徴など）

３．素食(ベジタリアン料理)を食べる人が多い。温かいものを食べる。
・食事に何かしらの制限を持つ方が１０％ (理由：信仰、健康、動物愛護、好き嫌い、願掛け等)

※人それぞれ制限の内容は違う
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台湾基本情報 ©日本政府観光局(JNTO) 

台湾人の旅行マインド・国民性（習慣・特徴など）

４．スポーツ・アウトドア志向の方多い、ペット(犬・猫)を飼う人多い。

５．コストパフォーマンス(ＣＰ値)を気にする。身近な人からの影響強い。

・海外のサイクリングイベント、マラソン(フルマラソン以上)に参加する方が一定数いる。

・登山、スキー、スキューバダイビング、パラグライダーなど

・ＤＩＹ、体験

・料金の比較をする

・高額商品でもCP値が高ければ購入する（限定品も好き）

・購入するために行列に並ぶことは苦にならない！？

・家族、友人に勧められたものは試してみたくなる
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台湾政府のコロナ禍の対応と人々の反応

台湾の新型コロナウィルスの現状

４月１３日から２５３日間市中感染者なし・・・

感染者数 ８８９名 死亡者数 ７名 解除隔離 ７８７名 ※２０２１年１月２４日現在

１２月２２日 市中感染１名発生(航空パイロット規律違反による)

１２月３０日 英国変異種の感染初確認(英国から帰国した台湾人)

１月１３日 南アフリカ変異種の感染初確認 (アフリカ南部エスワティニ籍)

１月１２日 桃園市内（衛生福利部）部立病院クラスター発生（カルフォルニアからの帰国者：変異種L452R）

１月２４日 桃園市内（衛生福利部）部立病院クラスター 計１６人に拡大

隔離者約５０００人へ（台湾史上最大）

台湾に住む人々の気の緩みが原因ではない！
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台湾政府のコロナ禍の対応と人々の反応

台湾の新型コロナウィルスの現状

春節（２月１２日）前後はイベントが盛りだくさん

中止

延期

規模縮小

試食試飲の自粛

・台湾ランタンフェスティバル

・各企業が行う忘年会（新年会）

・台北国際ブックフェア

・百貨店などの歳末セール

・平渓天灯祭り （天灯上げ）

などなど

「残念だけど仕方がない」と非常に協力的。
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台湾政府のコロナ禍の対応と人々の反応

台湾の新型コロナウィルスの現状

各メディア（SNS含む)ですぐに情報発信

中央感染症指揮センターは毎日１４時に記者会見

情報開示が早く、オープン（熱意とユーモアあり）
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台湾政府のコロナ禍の対応と人々の反応

9段階に優先順位をつけて接種を予定。

※12月31日付 経済日報よりワクチン調達情報

現時点で2,000万本近くを確保している。
早ければ3月から納品が始まり第3四半期ま
でに約8割が台湾に輸入される見通し

1.医療従事者
2.航空関連及び防疫対策従事者

3.警察

4.介護従事者

5.軍人

6.65歳以上の一般人

7.19～64歳でコロナ併発時に重症化する危険性のある患者

8.重大疾病をもつ患者

9.50-64歳の一般人 1～９.累計人数 1,358万人

（注）状況は日毎に変化します！
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台湾政府のコロナ禍の対応と人々の反応

時期 台湾政府の対策 日本の状況 台湾人の反応(街の様子)

2019年
12月31日

武漢肺炎情報を把握、検疫強化
※ＷＨＯに対して警告を行う

1月下旬 中国全土へ、渡航中止勧告 台湾で感染者初確認
全ての医療用マスクを台湾政府が買取

1/15一人目の感染者確認 公共交通機関、公共施設、イベント会場などマスク着用、検温、
アルコール消毒を実施し始め、国民は協力的

2月上旬 学校 冬休み2週間延長決定(2月25日から新学期)
※その間学校は防疫対策強化
マスク実名制で購入可能に
中国人の入国禁止、中国・香港・マカオに旅行歴がある人は14
日間の在宅検疫(隔離)が義務付けられる

横浜港「ダイヤモンド・プリ
ンセス号」

日本政府の対策に対して「佛系(ホトケ)防疫」と揶揄
日本への旅行をキャンセルする人が出始める

訪日旅行者の間で「私は台湾人です」と書かれたバッチやマスク
が流行(旅行会社がグッズを作成してお客様に配布する)
※台湾街中では日本語で話しづらい雰囲気に・・・。

3月中旬 マスク購入実名制/ネット受付開始
日本への渡航中止、日本人のビザ免除停止
翌日、全ての国へ渡航中止、ビザ免除停止
国籍問わず、全ての入国者に14日間の在宅検疫(隔離)が義務
付けられる

中国・韓国から入国者に
2週間自宅待機・公共交通
機関を使わないよう要請

台湾政府への支持率上昇

4月上旬 アベノマスク配布方針決定 日本は本当に大丈夫？と心配される。

4月13日 市中感染者ゼロ 4月16日～5月25日
緊急事態宣言

4月26日 14日連続 市中感染者ゼロ達成

5月15日 旅行に関して段階的緩和案を発表
ステップ1.防疫旅行 ステップ2.安心旅行 ステップ3.国際旅行
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台湾政府のコロナ禍の対応と人々の反応

予防策を徹底したうえで旅行を推進
新幹線や大型バス、映画館では座席間隔を空けて座る
ビュッフェ形式・大皿での食事提供禁止 スーパー等では試食・試飲の禁止

5月上旬頃から徐々に旅行者が増え始める

ステップ1.防疫旅行 (5月27日～7月末頃)

2021年1月26日現在

どこの国とも自由な往来が
できる状況になっていない

台湾版ＧＯＴＯキャンペーン
・三倍券(3,000元分の商品券を1,000元で購入できる)

・団体旅行の補助金、大型バス利用の助成金等

・宿泊施設の割り引き等

端午節連休(6月下旬)にはの新幹線は満席の便も。ステップ2.安心旅行 (7月末頃～10月頃まで？？)

台湾国内の離島や台湾東部など人気に

離島や台湾東部を巡るクルーズ船の旅が人気

海外旅行の解禁
ステップ3.国際旅行 (10月頃～？？)
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台湾国内外の旅行事情

2020年の流行(キーワード)

#偽出國
・疑似出国体験

国内にいながら、あたかも海外旅行を
しているかのような体験をすること。

実際の出国手続き(保安検査等)を経て飛行機に搭乗。
特別な機内食、機内での催し(ビンゴ大会等)、九州上空を通過する、
免税店で買物等。各航空会社が様々な工夫をしている。

・離島や東エリア コロナ以前の国内旅行は２～３日の短期旅行が主流であったが、
離島や東部の観光地でのんびり過ごす旅が人気に。

・クルーズ船人気 通常では高額で気軽に参加できないが、割安で乗船できる。
しっかりと防疫対策をしており、政府の認可が降りている。
離島だけではなく、東エリアに着岸する航路もある。

海外の料理やスウィーツ人気。ECサイトで取り寄せも（少々割高でもＯＫ）

台湾国内で海外のような景色、建物の前で写真を撮って楽しむ
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台湾国内外の旅行事情

台北

澎湖

台中

台南

高雄

台東

花蓮

桃園・端午節（６月下旬連休）、夏休み（7～8月）の国内航空券や
国内リゾート地の宿泊予約前年比約５割増し

・台東県の観光客が1000万人突破。
2020年は前年比24.78％増加

・１月19日に開業したドンキホーテ大盛況

・Ｘｐａｒｋ（台北初日系ブランド水族館）大盛況

※台湾大手旅行会社
談

※８月７日オープ
ン

→24時間営業。深夜・早朝も絶えない行列

※現在は厳しい入場制限あり
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台湾国内外の旅行事情

台北

澎湖

台中

台南

高雄

台東

花蓮

桃園

旅行会社の現状は？？
コロナ以前は海外旅行又はインバウンド手配の
売り上げが全体の８割以上。

・言葉の壁がないため自分で手配する(ＯＴＡ利用)
・他社との差別化難しい、剥離多売で儲からない
・台湾版ＧＯＴＯキャンペーンに頼っている

国内旅行が盛況とはいえ、以前の売り上げを
カバーするまでには到底至らない。

他業種に参入する旅行社も多い
ＥＣサイト、フィットネス業界、飲食店、農業など
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日台間の往来が自由になるのはいつ？

台湾国内外の旅行事情

「来年（2022年）以降になるだろうね・・・」

おそらく、根拠は無く感覚的に言っている

・前提として日本の感染状況が台湾と同等レベルにならなければならないこと
・日本と台湾のコロナ対策の違いや置かれた状況をよく理解したうえでの発言。

多くの方（旅行業界の方も一般の方も）が口をそろえて
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10月中旬頃パラオとトラベルバブルについて協議を開始したが、
パラオ側の医療事情が原因で頓挫。

いつ、日台間の往来が自由になるか？？

台湾国内外の旅行事情

ビジネス目的の入国は可能だが、14日間隔離が必要現状
低感染風險國家 ・・・ニュージーランド、マカオ、パラオ、フィジー、ブルネイ、ラオス、ナウル、東ティモール、モーリシャス、

ベトナム、マーシャル諸島、カンボジア
中低感染風險國家 ・・・オーストラリア、シンガポール

リスクが低い国は5又は7日間に隔離短縮措置あり

トラベルバブルの検討

まずは感染リスクが低い国だと認められなければならない。

FITは認めず、団体旅行から開始する方針であった

帰国者の中から感染者が見つかった場合、
FITであれば感染経路を特定することが困難であるため
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コロナの影響を受けて今後変わるかもしれない傾向

Withコロナ、Afterコロナ・・・定義は？？

・行きたい海外旅行先で「日本」67.4%とトップ ・「新型コロナウイルス収束後、日本に旅行したい」と回答66.4%

・訪日旅行が安全だと判断するタイミングは「自国政府や行政による安全宣言」

・感染が危険だと感じる場所は「公共交通機関」や「屋内型施設」

台湾における新型コロナウイルス収束後の訪日旅行についての意向や意識の変化を調査
調査方法：インターネットによるアンケート 調査日：2020年6月9日～6月16日 調査対象：台湾在住の20～69歳
サンプル数：500名（男性250名、女性250名） 調査協力：東方線上股份有限公司

※（株）NKB調
べ

【調査結果（サマリー）】

■新型コロナウイルスの収束後に行きたい海外旅行先として日本は67.4%で１位となり、他国に比べて圧倒的に高くトップで、３人に２人が選択しました。

■日本への旅行意向・・・・ 「新型コロナウイルス収束後、日本に旅行したい」と回答した方は66.4%

■「新型コロナウイルス感染拡大前と比べて訪日旅行に対する意識の変化はありますか」という問いに対し、「行きたい気持ちはより強くなった」「行きたい気持ちは変わ

らない」を合わせて76.2%となり、４人に３人が高い関心を示しています。

■訪日旅行が安全だと判断するタイミングは「自国(台湾)政府や行政による安全宣言」が約７割。

■安全だと判断した後、実際に旅行する時期は「３～６カ月以内」が最も多く、半数近くありました。「１年以上後」も約２割。

■感染が危険だと感じる場所は「公共交通機関」や「屋内型施設」の回答が多くありました。
■「日本に旅行した際、実施してほしい衛生・安全対策」として、「マスクの着用」が74.1%、「施設内の消毒」が63.9%、「手指の消毒」が58.4%と高い数字となり、新型コロナウ

イルス感染対策として求められています。
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コロナの影響を受けて今後変わるかもしれない傾向

・マスク(不織布)着用、手洗い(アルコール消毒)、検温、施設入場時の記名制

【基本的な予防対策は継続】

・屋内の衛生管理徹底(消毒、喚起）、食事や試食・試飲方法の工夫

コロナに感染するリスクがゼロではないが、
日本、台湾双方の安全宣言後
自由な往来や観光が可能である状態

Afterコロナ

【予想されること】

・人の密集を避ける 例) 都市から地方へ、屋内から屋外へ

・安心、安全が第一

安心安全の取り組みを知っていただくことが大切



26

コロナの影響を受けて今後変わるかもしれない傾向

・日台間の観光由来の往来のスタートは団体旅行から？

・コロナ感染リスクの少ない地域へ

・山陰への直行チャーター便！？

・厳格な行程管理

団体旅行
・空港から空港まで大型バス利用

・拠点とする地域まで公共交通機関

ミニツアー

ＦＩＴ(個人旅行)
・終始公共交通機関又はレンタカー利用

・拠点とする地域内は中型、小型、
ジャンボタクシーなど利用

持ち運びWifiもしくはSimカード利用、移動中も常にオンラインの状態



27

コロナの影響を受けて今後変わるかもしれない傾向

団体旅行

ミニツアー

ＦＩＴ(個人旅行)

・空港から空港まで大型バス利用

・拠点とする地域まで公共交通機関

・終始公共交通機関又はレンタカー利用

・拠点とする地域内は中型、小型、
ジャンボタクシーなど利用

・家族、親戚、友人、サークル仲間と旅行

・マラソン、サイクリング、キャンプ、登山、ハイキング、スキー
古民家宿泊、民泊体験、料理教室・・・・
一般的な団体旅行(最大定員45名前後)の受け入れが難しかった体験施設

安全第一とはいえ、料金高くならないか？ CP値も無視できない

持ち運びWifiもしくはSimカード利用、移動中も常にオンラインの状態

・公共交通機関の運行本数少ない場所でも、行きたい場所であれば行く。

時刻表ありきで、行程を組み立てる

・特徴的な宿でない限り宿泊場所選びの優先順位は下がる。間際の予約が増える

・GoogleMapを使いこなす、便利なアプリがあれば利用する

DAJP（中国地方観光MaaS）

訪日台湾人は日本旅行のスペシャリスト
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コロナの影響を受けて今後変わるかもしれない傾向

団体旅行

ミニツアー

ＦＩＴ(個人旅行)

・空港から空港まで大型バス利用

・拠点とする地域まで公共交通機関

・終始公共交通機関又はレンタカー利用

・拠点とする地域内は中型、小型、
ジャンボタクシーなど利用

持ち運びWifiもしくはSimカード利用、移動中も常にオンラインの状態

訪日台湾人は日本の旅行のスペシャリスト

・目的地にしていただけるような仕掛け

聖地巡礼
名物キャラクター発信
（観光ガイド、女将、職人、和尚さん、ローカルバンド、YouTuber 等）

純粋に友達になる（交流を増やす）

・AR、VRの活用

・日本人誘客対策と変わらない？？

言葉の問題
簡単な翻訳やコミュニケーションとれる程度の英語でOK

敢えて何も対策しない「田舎」推し

※受入れの際はオープンマインド、おもてなしを
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ＤＡＪＰ（中国地方観光ＭａａＳ）の有効性と期待。

DAJP

Discover Another Japan Pass

（中国地方観光ＭａａＳ）
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ＤＡＪＰ（中国地方観光ＭａａＳ）の有効性と期待。

DAJP
Discover Another Japan Pass

中国地方観光ＭａａＳ

・観光パス ：観光スポット等を有効期間内無制限に利用可能なパス。
・交通パス ：路線バスや鉄道などを有効期間内無制限に利用可能なパス。
・観光チケット：体験商品などの観光に関する1回限り現地引換チケット。
・交通チケット：高速バスなどの交通に関する1回限り現地引換チケット。
・クーポン ：飲食店やお土産物屋などでの割引特典を受けることができるクーポン。

主に中国地方の観光地で使用できる観光チケット

購入方法
１．オンライン販売 １）アプリにて購入 ２）HPから購入
２．旅行会社、OTA等での販売
３．店頭販売

アプリ掲載コンテンツ情報の閲覧、現在地から該当コンテンツまでの経路検索(GoogleMapsとの連動)などが利用可能

アプリが実券代わりになる（QRコード読取り）
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ＤＡＪＰ（中国エリア周遊パス）の有効性と期待。

【山陰における訪日台湾人特徴】

GoogleMAP（便利なアプリも）を使いこなす

CP値を気にする

関西国際空港、福岡空港の便が圧倒的に多い

時刻表ありきで、行程を組み立てる

支払いや実券はアプリを通す

山陽経由の山陰へ誘導

使い勝手良い

行程組み立てやすい

使用できる施設や路線が多ければ多いほど良い

人との接触、密回避

台湾では既に旅行博等の各種イベント、日本ロスの知人にアプリのＰＲを開始

ＤＡＪＰの期待値高いです！
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さいごに

日頃より、台湾に関心を持っていただくことが大切

アフターコロナで訪日台湾人の目的地に選んでいただくためには

自分を知ること、相手を知ること

ご清聴ありがとうございました。

謝謝


