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はじめに
2020年末に向けて、パンデミックの最中

けたAPACは、西洋に比べてウイルスの脅

におけるアジア太平洋(APAC)地域に関

威に対応して軌道修正することにはるかに

する最新の知見をラグジュアリートラベル

慣れています。
さらに、APACには地域内

市場に提供するために、Barton社はILTM

旅行の巨大市場が以前から存在しており、

と提携しました。世界中でコロナの影響が

いまだ盛んな富裕層(HNW)の旅行意欲

続いているにもかかわらず、旅行産業がか

を満たしています。当然のことながら、
これ

つてないほどの強烈なダメージを受けてい

が通常の不景気でないことは明らかであ

る間も、APAC地域を構成する55カ国の

り、APACの富裕層旅行者は、世界の国境

多くは、優れた回復力のお手本と見なされ

が再び完全に開かれたときに備えて準備

ています。

し、富を蓄え続けています。

2021年に入り、各地の企業は当然の

金銭的リソースと、未曾有の混乱の際にも

ことながら業界の活性化を目指してお

軌道修正できる意欲、そして生まれつきの

り、APAC地域はこの点においても注目を

能力を備えたAPAC地域の旅行者たちは、

集めています。APACは富裕層が世界で

新たなラグジュアリートラベル界のパイオ

最も急激に増加している地域であり、
コロ

ニアと見なされるべきであり、旅行産業が

ナ禍の前から旅行産業にとって重要地域

待ち望んでいた、喉から手が出るほど欲し

と見なされていました。パンデミック開始

い資金を提供しています。パンデミックの

後に世界中が直面した課題にもかかわら

年に照合、検証したデータを用いて、本レ

ず、パンデミック以前にAPACで見られた

ポートでは2021年以降の慎重ながらも

富の成長傾向は一時的に休止したに過

著しい楽観的見通しを示すAPAC地域の

ぎず、一部においては更に拡大しました。

長期予想を提示しています。

このような回復には様々な要因がありま
す。17年前のSARS大流行で大打撃を受
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アジア太平洋地域の
ラグジュアリートラベルの復興
事実
世界人口の過半数はアジア太平洋地域

中国の人口は13.98億人とAPAC地域の

(APAC)に属しています。西太平洋周辺の

約1/3を占めています。13兆ドルにものぼ

55ヵ国における人口は43億人で、世界人

るその巨大な経済貢献はその他のAPAC

口(約75億人)の60%を占めています。

諸国を圧倒し、
この地域のGDPの約45

APACにおける富裕層(HNW)人口はわ
ずか0.15%(640万人)であり、世界平均
の0.3%を大きく下回っていますが、年平
均成長率(CAGR)では7.6%にのぼり、世

％を占めています。新興大国であるインド
は13.53億人と中国と同程度の人口を擁
し、GDPは約2.7兆ドルと世界のトップ5
に入っています。

界で最も急増している地域です。
この地域

オーストラリア、日本、ニュージーランド、香

における富裕層は、今後数年以内に800

港、
シンガポールなどのこの地域で最も評

万人を超えると推測されています。APAC

判の高い発展した近代経済を備えた富裕

には、富裕層人口が急増している国が多

国は、世界有数の高い生活水準を有し、
こ

く存在しており、富裕層人口の上位10ヵ

れらの国々の一人当たりの平均GDP(名目)

国のうち4ヵ国がAPACにあります。ベトナ

は約4万8500ドルで、
ドイツ、
フランス、英

ム、中国、インド、
フィリピンの富裕層人口

国のような著しく発展した欧州諸国に匹

の CAGRは約10%にのぼり、地域平均の

敵します。

7.6%を大きく上回り、
ヨーロッパの成長
率(5.0%)の2倍に達しています。
また中国
だけでも、地球上で最も急速に富裕層が
増加している都市が32あります。
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総論
コロナの影響が弱まるにつれて、

APACは、HNW人口とその総資

インバウンド・アウトバウンド双方

初に復興する地域の一つと考えら

です。富とこの地域のラグジュアリ

ルの世界のラグジュアリートラベ

アジア太平洋地域は世界でも最
れています。

制限が緩和されるにつれて、少な

くとも地域内の移動は復興の中核
となります。APACにおける旅行

者のアウトバウンドのうち約57.5

％は地域内で消費されています。
APACのラグジュアリートラベラ

ーはすでに世界のラグジュアリー

トラベル市場(飛行機、宿泊、
アク

ティビティ)において3630億ドル

を消費しており、彼らの旅行意欲
をいかにかき立てるかが、2021

年度の世界のラグジュアリートラ

ベルにおける成功のカギとなりま

す。

これらすべてに大きく貢献するの

は、640万人に上るAPAC地域の

富裕層(HNW)です。HNW の人口

は地域全体の0.15％であるにも

かかわらず、
この地域の世界的な

ラグジュアリートラベル市場の48
％を占めています。

In collaboration with

産が最も急速に拡大している地域
ートラベル消費の強い関連性を考
慮すると、APAC地域におけるラ

グジュアリートラベル市場の総消
費額は大きく成長するでしょう。
過去10年間、中国はAPACだけ

でなく世界の富の成長において最
大の成功をおさめてきました。
そ

の結果として旅行関連のAPAC消

費全体に大きく貢献しています。例

えば、1140億ドルに達する航空

運賃や宿泊費に対する地域全体

の消費の49％は中国人旅行客に

よるものです。
このうち、半分以上

のAPACトラベラーは、1.54兆ド
ルエコシステム活動のうち2510
億ドルを占めています。
アウトバ

ウンドにおける消費額はこのうち
28%を占め、世界平均の23%を
上回っています。
これは、多くの

APAC地域のHNWが、大規模な

スポーツイベントなどラグジュアリ
ートラベルエコシステムにおける

もっとも人気の高い活動に参加す

るには、他国へ行かなければなら
ないことを反映しています。

APACのHNWは、地域のエコシス

テム活動に対する地域のアウトバ

(52%)は、APACの全富裕層の約

ウンド世界消費の半分近く(48％)

ものです。

の地域の富が世界におけるラグジ

29％を占める中国の富裕層による

しかし、APACの富裕層は今後中

にあたる344億ドルを支出し、
こ

ュアリートラベルの経験経済にど

れほど重要かの証となっています。

国以外でも拡大するでしょう。
日

本、
オーストラリア、韓国などのす

でに確立した富裕市場をはじめ、
ベトナム、
インド、
フィリピンなどの

急成長国もHNW人口を更に拡大

させると考えられます。

5

APAC and the Global
Travel Recovery 2021

2021年アジア太平洋地域とグローバルトラベルの復興

グローバルラグジュアリー
トラベル市場へのAPAC
の貢献
APACトラベラーによるグローバルラグジュアリートラベル市場
への消費額は3630億ドル
APACの旅行者は、グローバルラグジュアリートラベル市場の17.8％にあたる3630億
ドルを消費しています。
この消費は、APAC富裕層(資産100万ドル以上)が1年間に航
空運賃・宿泊費に費やす金額(1,120億ドル)と全APACトラベラー(アウトバウンド・イ
ンバウンド)が旅行に関連したグローバルラグジュアリートラベルのエコシステムに支出
する金額の合計額と定義されています。

2,510 億
2,510億
ドル
1,120 億
1,120億
ドル

APACのグローバル
航空運賃・宿泊費

APACラグジュアリー
トラベルエコシステム消費

APACは、実質資産の点で最も急成長を

ラグジュアリートラベル市場を構成する消

遂げている地域であり、すでに全世界の

費推進力の圧倒的多数を占めています。
こ

1/5を占めるまでになっており、今後も

れはハイクラスで魅力的なラグジュアリー

APACの消費は急伸すると推測されます。 消費にターゲットを絞る必要のあるマーケ
急速な成長に加えて、富裕層はグローバル

In collaboration with

ッターにとって大きな機会となります。
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富裕層

APACラグジュアリー
トラベラー
世界中で最も人口が多いにもかかわらず(人口約43億人、世界人口の60％)、APACの
富裕層はわずか640万人です。
これらのラグジュアリートラベラーがこの地域の人口に
占める比率はわずか(0.15%)ですが、インバウンド・アウトバウンドトラベラーの大半を
占めています。

全世界の航空運賃や宿泊
費(1.41兆ドル)支出のう

28
%
EMEA

28
%
APAC

ち、16.4%(2,310億ドル)を
APACトラベラーが占めていま
す。
しかし、
この値のほぼ半分
(1,120億ドル)は富裕層の消費

44 %

であり、全世界平均の36%を大
きく上回っています。

国/地域

航空運賃・宿泊費(全体)
(インバウンド・アウトバウンド)

航空運賃＆宿泊費(富裕層)
(インバウンド＆アウトバウンド)

支出に占める富裕層比率

グローバル

1.41兆ドル

5,076億ドル

36%

APAC全体

2,315億ドル

1,120億ドル

48%
出典：Barton 2020年

これは、APACの小規模ながら急激に成長している富裕層が、
ラグジュアリートラベル
市場にとって非常に大きな価値を持っていることを示しています。APACの人口は世界
で最も急速に成長しており、年平均成長率(CAGR)は7.6%に達します。
この地域の旅
行希望者もさらに拡大しており、富裕層の莫大な消費、
トラベル需要との著しく直接的
な関連性と人口増加の速度が関心を集めています。
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依然として中国の成長力は大きい

全体の約半分(49%)にあたる、2,315億ドルという巨額なAPACのグローバルな航空
運賃・宿泊費(アウトバウンド・インバウンド)消費の大半は、中国人によるものです。富の
拡大という中国独自のサクセスストーリーは、
この地域に旅がもたらすことのできる体験
を渇望する、最大の富裕層を作り出しています。

中国におけるHNWのファクター
はさらに大きなものです。APAC
の640万人の富裕層のうち1/3
弱(29％)を占め、米国に次いで

中国はAPACの
航空運賃・宿泊費
消費の半分を

51 %

49 %

中国

中国を除くAPAC

占めています

富裕層が集中しています。中国
のHNWによる航空運賃・宿泊費
への消費額は、同国全体(年間
1,140億ドル)の半分以上(52
％)にあたる594億ドルに達して
います。

国/地域

航空運賃・宿泊費(全体)
(インバウンド・アウトバウンド)

航空運賃＆宿泊費(富裕層)
(インバウンド＆アウトバウンド)

消費に占める富裕層(HNW)
の割合

全世界

1.41兆ドル

5,076億ドル

36%

APAC全体

2,315億ドル

1,120億ドル

48%

中国

1,140億ドル

594億ドル

52%

中国を除くAPAC

1,190億ドル

526億ドル

44%
出典：Barton 2020年

しかし中国以外のAPAC全体においても、新たなHNWが記録的な速さで増加しています。
日本のHNWは160万人強で、中国と米国に次ぐ第3位です。韓国とオーストラリアのそ
れぞれのHNW人口は約47万人で、世界の上位10ヵ国に入っています。
ベトナムは現在、HNW人口では上位に入っていませんが、HNW成長率においては世界
全体で4位に位置し、年間成長率(CAGR)は10.1%に上ります。
フィリピンも9.4%と引
けを取らない成長率を誇っています。
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海外旅行の大半はAPAC地域内
海外旅行の圧倒的多数はAPAC地域内の移動です。
APAC地域からの全旅行者のアウトバウンド消費は、年間650億ドルと推定されています。
この
うちの約 57.5%に当たる374億ドルはAPAC地域内で消費されており、残りの276億ドルが
世界のその他の地域での消費です。
中国人旅行者の消費は、
このAPAC地域内の374億ドルの消費の45%に当たる169億ドルを
占め、APAC地域における中国の優位性と他国にとっての価値を示しています。
地域内消費全体の多くはHNWによるものであり、374億ドルのほぼ半分(48％)にあたる181
億ドルを占めています。中国のHNWだけでも88億ドルを消費し、
これはAPAC内における支出
全体(全階層)の23.5％を占め、中国旅行者消費の48%を占めています。

国/地域

航空運賃・宿泊費(全体)
(インバウンド・アウトバウンド)

航空運賃・宿泊費(富裕層)
(インバウンド・アウトバウンド)

消費に占める富裕層(HNW)
の割合

APAC全体

374億ドル

181億ドル

48%

中国

169億ドル

88億ドル

48%

中国を除くAPAC

205億ドル

93億ドル

45%
出典：Barton 2020年

APAC外での航空運賃・宿泊費消費も、APACと中国のHNWが圧倒的多数を占めています。APAC
トラベラーがAPAC外で消費した276億ドルのうち、133億ドルは富裕層によるものです。
この
うち、APAC富裕層による消費全体の31.5％にあたる42億ドルは中国のHNWによるものです。

国/地域

航空運賃・宿泊費(全体)
(インバウンド・アウトバウンド)

航空運賃・宿泊費(富裕層)
(インバウンド・アウトバウンド)

消費に占める富裕層(HNW)
の割合

APAC全体

276億ドル

133億ドル

48%

中国

81億ドル

42億ドル

52%

中国を除くAPAC

195億ドル

91億ドル

47%
出典：Barton 2020年

APAC地域内の
APACトラベラー
In collaboration with

57.5%

は、APAC地域内
の国で消費され
ている

APACトラベラーの航空運賃・
宿泊費
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APAC、グローバル・ラグジュアリー・トラベル・エコシステム
に2,510億ドルを消費
グローバル・ラグジュアリー・トラベル・エ
コシステムとは、航空運賃と宿泊費を除い
た、旅行者に体験を提供するビジネスで構

HNWの貢献度
APACの富裕層は、
このアウトバウンド消
費に大きく貢献しており、その消費額は

成されています。
ラグジュアリー・トラベル・ APAＣ全体(720億ドル)の48%に当たる
エコシステムは全世界で年間1.54兆ドル
規模と推定され、
ＡPACトラベラーがその
うち2510億ドル(16％)を占めています。
彼らが消費する2510億ドルのうち約720
億ドルは、APAC地域内と地域外への海
外アウトバウンド 旅行によるもので、残り
(72%) は国内消費によるものです。
APACアウトバウンドの消費比率(28%)
は世界平均の23％を上回っています。
これ

344億ドルに達します。
また、
アウトバウン

ド旅行中のエコシステムアクティビティへ
の世界の富裕層消費の大半を占め、総計

1300億ドルのうちの1/4以上(26%)を占

めています。

グローバル・ラグジュアリー・エコシステ

ム消費への全世界の富裕層が占める割合
が37%であることを考慮すると、APAC

富裕層の貢献は、地域内はもちろん、グロ

ーバル・ラグジュアリー・エコシステムアク

は、グローバル・ラグジュアリー・トラベル・ ティビティへの消費にとってどれほど重要
かがうかがい知れます。メジャーなスポー
エコシステムに含まれるアクティビティの
多くが、APAC地域外で行われていること
が一因です。

ツイベントなどの、グローバル・ラグジュア

リー・トラベルの核であるエコシステムア

クティビティやエクスペリエンスの多くが

APAC地域外で行われているにもかかわ

らずです。
このような情熱を理解し、利用す
ることは、ターゲットを世界のその他の地
域に引き戻す際の鍵となるでしょう。

APAC富裕層の
エコシステムアクテ
ィビティへの消費は
全消費の48％を
占めている

In collaboration with

APAC富裕層消費

APAC非富裕層消費

ドル

ドル

344億
344
億

376億
376
億
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APACの外国旅行への関心を最大化
グローバル・ラグジュアリー・トラベル・エコシステムとは、
ラグジュアリートラベラーにと

りわけ魅力的な旅行に関連したアクティビティと定義されます。全世界のラグジュアリ

ー・トラベル・エコシステムに関するアウトバウンドは推計3,470億ドルに達します。
この

うちAPACトラベラーの消費は全体の1/5に当たる720億ドルです。
全世界のラグジュアリー・トラベル・エコ
システムに関するアウトバウンド総計
(3,470億ドル)

APACエコ
システム支出

これらは必ずしも
「ラグジュアリーな」
アク

720億
720
億

ティビティというわけではありませんが、

ドル

厳選されたものではあります。エリートス

ポーツイベントなどの一部のカテゴリー

APACグローバル
エコシステム

では、
これらのアクティビティはしばしば

2,750億
2,750
億

APAC地域外で行われますが、その他はよ

ドル

り普遍的なものです。

食 ＆ ドリンク

食＆ドリンクは、グローバル・ラグジュアリ

ー・トラベル・エコシステムの最重要カテゴ

います。APAC内外を問わず、APACのラ

グジュアリートラベラーは海外旅行に際し

リーであり、最も普遍的なものです。APAC

て、
フォーマルダイニングにとりわけ意欲的

と観光客が混じって食事をする簡素な屋

ォーマルダイニングが占めています。
これに

シュランで星を得ている世界トップレベル

ーストフード)のグローバル収益はわずか

は、地域内に様々な種類の料理や、地元民

台から、
シンガポール、東京、香港などのミ

の優雅なレストランに至るまで、膨大な範

囲の飲食施設を擁していることで知られて

で、グローバルビジター収益の約30％はフ
対して、
カジュアルダイニング(カフェ、
ファ

12％で、バーでのドリンク収益は11％のみ

です。

アクティビティタイプ

全世界ビジター全体から
の年間収益

APACビジター全体から
の年間収益

全世界富裕層ビジター
からの年間収益

APAC富裕層ビジター
からの年間収益

フォーマルダイニング

1,610

488

1,065

288

カジュアルダイニング

220

26

16

4.129

バー

774

87

56

14

計

2,614

601

1,137

343
全世界における消費額合計(単位：億ドル)
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APAC富裕層のラグジュアリートラベラーによる食＆ドリンクへのアウトバウンド消費額は年間343億ドル

で、APACからの外国旅行者消費全体の57％と推定されています。
より高額なフォーマルダイニング(レスト

ラン)への支出比率も、
より安価なカジュアルダイニング(カフェ、
ファーストフード)への支出を大きく上回っ
ています。APAC富裕層によるカジュアルダイニングでの消費はAPAC全体のわずか16％ですが、
フォー

マルダイニングへの消費は59%にのぼります。一方でカクテルバーでの消費に関してはグローバル富裕層
平均を大きく上回っています。全世界で見ると、HNWの消費額は全体のわずか7.2％ですが、APACでは
全消費の16％を占めています。

アクティビティ
タイプ

APACビジター全体からの
年間収益

中国ビジター全体からの年
間収益

APAC富裕層ビジターか 中国富裕層ビジターから
らの年間収益
の年間収益

フォーマル
ダイニング

488

186

288

113

カジュアル
ダイニング

26

8.635

4.129

1.152

バー

87

29

14

3.88

TOTAL

601

223

343

118
全世界における消費額合計(単位：億ドル)

中国はAPAC全体のフォーマルダイニングレストランでの消費
(186億ドル)の38％を占め、そのうち61％(113億ドル)が中
国の富裕層トラベラーによるものと、圧倒的な消費を生み出
しています。中国人旅行者のカジュアルダイニングでの消費は
8.635億ドル、バーでは29億ドルと、
フォーマルダイニングに比
べて若干低いとされ(いずれも33％)、カジュアルダイニングとバ
ーに消費する富裕層の割合は中国の旅行者全体の13%しか占
めていません。
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文化的なアクティビティ

APACトラベラーは、
博物館、
美術館、
動物

ゴリーについては、
実際にはAPAC地域が最

関しては、
世界消費全体の1/10(10.5%)に

大のテーマパーク市場ですが、
これは主に国

園、
テーマパーク、
史跡などの文化的活動に

も急成長を遂げており、
中国は現在世界最

すぎません。
博物館や美術館をはじめとする

内観光消費です。
アウトバウンドAPACツー

あり、
APAC地域からの長距離移動が必要に

生み出しています。

同産業に計19.5億ドルの収益を
これらのアクティビティの多くは欧州・北米に リズムは、
なります。
しかし、
遊園地などのその他のカテ

アクティビティ
タイプ

全世界ビジターの年間収益

APACビジターの年間収益

全世界富裕層ビジターの APAC富裕層ビジターの
年間収益
年間収益

博物館・美術館

34

3.44

2.151

0.5550

史跡

1.87

0.1970

0.1360

0.0320

動物園・野生
動物パーク

91

9.679

6.9

1.56

遊園地

184

19.5

13

3.147

計

311

32.8

23

5.294
全世界における消費額合計(単位：億ドル)

APAC富裕層トラベラーは、海外旅行時に文化的アクティビティに対して5.294億ドルを消費しています。
これ
は全世界の富裕層トラベラーの総支出額の約23％、APACビジターの総支出額の16％を占めています。
これ
は全世界の富裕層トラベラーの消費割合(7.3%)を大きく上回っており、APAC富裕層トラベラーの外国での
文化的体験に対する情熱を示しています。
アクティビティ
タイプ

APACビジターの年間収益

中国ビジターの年間収益

APAC富裕層ビジターの 中国富裕層ビジターの年
年間収益
間収益

博物館・美術館

3.44

1.164

0.5550

0.1640

史跡

0.1970

0.0670

0.0320

0.0100

動物園・野生
動物パーク

9.679

3.256

0.1560

0.4450

遊園地

19.5

6.572

3.147

0.8970

計

32.8

11

5.294

1.516
全世界における消費額合計(単位：億ドル)

中国からの海外旅行客は文化的アクティビティに11億ドルを消費しています。
これはAPACの総消費の33.5%
に当たり、
その大半は動物園、
野生動物パークや遊園地に消費されています。
中国の富裕層は、
APAC富裕層消
費の約29％にあたる1.5億ドル以上を支出しています。
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ウェルネス

ウェルネスへの消費は世界的な現象であ

ベラーはヘルスや美容サービスの分野に

り、APACトラベラーは、
フィットネスから

おいてこの平均を上回り、グローバル消費

ヘルスや美容に至るまでこのカテゴリーの

全体の約29%を占めています。ダイエット

様々なアクティビティに熱心です。51億ド

(11.4%)とフィットネス・ヨガ(12.7%)へ

ルにのぼるAPACの消費は世界全体の約

の支出はこれに比べて低くなっています。

21.5%を占めています。
さらにAPACトラ

アクティビティタイプ

全世界ビジターの年間
収益

APACビジターの年間
収益

全世界富裕層ビジターの
年間収益

APAC富裕層ビジター
の年間収益

フィットネス・ヨガ

8.43

1.074

0.7420

0.1740

スパ・ヘルス

13

3.826

8.723

2.257

美容 (施術)

119

34

78

20

ダイエット関連

87

10

7.67

1.776

ストレスリリーフ・瞑想

10

1.372

0.9580

0.2220

計

237

51

96

24
全世界における消費額合計(単位：億ドル)

APAC富裕層トラベラーは旅行中のウェルネスへの追及に24億ドルを消費して
います。
これは、APACトラベラー全体の総消費の約47％に当たります。APAC
富裕層トラベラーによる美容サービスへの支出額の20億ドルは、
ラグジュアリ
ーな美容関連商品の売り上げの成長が、他の富裕層市場の成長を上回っている
APAC地域の傾向を反映し、
これはAPAC全体の59％占めています。
スパや美容関連サービスはこの地域のHNWの大きなトレンドで、世界的な傾向
を見ても富裕層の自身のケアへの関心度は高まってきています。
この地域の富裕
層は2.257億ドル(APAC全体の59％)を消費しています。

20億
In collaboration with

ド
ル
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アクティビティタイプ

APACビジターの年間
収益

中国ビジターの年間収益

APAC富裕層ビジター
の年間収益

中国富裕層ビジターの年
間収益

フィットネス・ヨガ

1.074

0.348

0.1740

0.0370

スパ・ヘルス

3.826

1.326

2.257

7.52

美容 (施術)

34

12

20

6.78

ダイエット関連

10

3.560

1.776

3.75

ストレスリリーフ・瞑想

1.372

0.445

0.2220

0.0470

計

51

17

24

7.99
全世界における消費額合計(単位：億ドル)

中国からの海外旅行者は、年間約17億ドルをウェルネスの分野に費やしています。
これはAPAC全体の
33％に当たります。中国のHNWによるアウトバウンド消費は中国全体の47%にのぼり、APAC全体の
HNWビジターの支出の1/3を占めています。

スポーツイベント
ラグジュアリートラベラーを惹きつけるスポ

いたるところを訪れています。
APACビジタ

れています。
例えばセリエAやプレミアリーグ

全体の13%を占めています。
さらにゴルフ大

のメジャー大会、
アメリカのNFLやNBAの試

費は世界全体の30％と、
大きく増加していま

ーツイベントの多くはAPAC地域外で行わ

ーによる総消費額は約6.104億ドルで、
世界

などのサッカー、
テニスやゴルフトーナメント

会は世界全体の29％、
テニスの観戦への消

合など、
多くのスポーツイベントはAPAC外

す。
F1観戦への消費も世界全体の28％と多

で行われます。
それにも関わらず、
APACトラ

ベラーはこれらのスポーツを観戦するために

くを占めています。

アクティビティタイプ

全世界ビジターの年間
収益

APACビジターの年間
収益

全世界富裕層ビジターの
年間収益

APAC富裕層ビジター
の年間収益

サッカー

24

2.743

1.928

0.4410

アメリカンスポーツ

17

1.69

1.356

0.2720

テニス

2.24

0.6630

1.49

0.3910

ゴルフ

1.374

0.3980

0.9100

0.2340

F1

1.517

0.4360

1

0.2570

競馬

0.6410

0.1740

0.4240

0.1020

計

47

6.104

7.108

1.697
全世界における消費額合計(単位：億ドル)
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スポーツ観戦へのAPACの年間消費の約28％は
HNWによるものであり、1.697億ドルに達します。ス
ポーツへの消費は世界の富裕層の平均の15％のほぼ
2倍にのぼり、APAC地域のHNWの最大の関心事で
あるという事実を反映しています。APAC富裕層トラ
ベラーの消費は、
ウィンブルドンやマスターズなどのテ
ニスやゴルフトーナメントでのAPAC観戦者の収益の
半分以上(59％)を占めています。
また、ロイヤルアスコ
ットなどの世界的な競馬イベントやF1グランプリにお
けるAPACトラベラーの消費も大半(58％)を占めてい
ます。

APACにとってスポーツは

最大の関心事

アクティビティタイプ

APACビジターの年間
収益

中国ビジターの年間収益

APAC富裕層ビジター
の年間収益

中国富裕層ビジターの年
間収益

サッカー

2.743

0.9100

0.4410

0.1120

アメリカンスポーツ

1.69

0.5600

0.2720

0.0690

テニス

0.6630

0.2460

0.3910

0.1460

ゴルフ

0.3980

0.1470

0.2340

0.0870

F1

0.4360

0.1580

0.2570

0.092

競馬

0.1740

0.0630

0.1020

0.0370

計

6.194

2.084

1.697

0.5430
全世界における消費額合計(単位：億ドル)

中国人外国旅行客は、世界中の主なスポーツイベント観戦に、APAC全体の34％に当たる2.084億ドル
を消費しています。中国のHNW旅行者は中国の全消費の約1/4 (26%) を占め、APAC富裕層全体の32
％を占めています。
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舞台芸術・ライブ等

APACアウトバウンドトラベラーは、舞台芸術やライブなどのイベントに毎
年10億ドル弱(9.762億)を消費しています。
これは世界全体の14.5%に

当たります。
とりわけ多くのAPAC諸国でクラシック音楽に対する強い関心
があり、オペラ公演(世界全体消費の24％)やダンス・バレエ(25％)への支

出は際立っています。

10億ドル
アクティビティタイプ

全世界ビジターの年間
収益

APACビジターの年間
収益

全世界富裕層ビジターの
年間収益

APAC富裕層ビジター
の年間収益

ライブツアー(Top100)

18

1.96

1.555

0.3140

ミュージカル

7.327

0.7880

0.6250

0.1260

劇場・映画館

1.733

0.1860

0.1480

0.0300

コメディ

2.437

0.2620

0.2080

0.0420

マジック

0.6090

0.0650

0.0510

0.0100

ダンス・バレエ

3.046

0.7720

2.015

0.4510

オペラ

15

3.639

8.439

2.129

ナイトクラブ

19

2.089

1.658

0.3350

計

67

9.762

14

3.438
全世界における消費額合計(単位：億ドル)

APACのHNWの消費は、舞台芸術やライブなどのイベントにおけるAPAC海外旅行者の消費のう

ち、3.438億(35％)を占めています。オペラやダンス・バレエへの消費に対する彼らの貢献は、APAC全

体の半分以上(各58％)を占めています。
コメディやマジックなどへの支出は比較的少なめ(APAC消費全
体の16％)です。
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アクティビティタイプ

APACビジターの年間
収益

中国ビジターの年間収益

APAC富裕層ビジター
の年間収益

中国富裕層ビジターの
年間収益

ライブツアー(Top100)

1.96

0.6530

0.3140

0.0830

ミュージカル

0.7880

0.2660

0.1260

0.0330

劇場・映画館

0.1860

0.0620

0.0300

0.0080

コメディ

0.2620

0.0870

0.0420

0.0110

マジック

0.0650

0.0220

0.0100

0.0030

ダンス・バレエ

0.7720

0.2860

0.4510

0.1680

オペラ

3.639

1.347

2.129

0.7940

ナイトクラブ

2.089

0.6960

0.3350

0.0880

計

9.762

3.415

3.438

1.189
全世界における消費額合計(単位：億ドル)

中国のアウトバウンドトラベラーは、全世界合計のうち3.415億ドル(35%) を消費し、オペラやダンス・バ
レエは、それぞれ37％と大きく貢献しています。中国の富裕層トラベラーは、中国全体とAPACの富裕層
全体双方の約35％を占めています。

この非常に厳しい時期を私たちは協力して切り抜けまし
た。
これにより私たちの絆と、前に進もうとする意志は更
に強固なものになりました。当社のお客様の大半は、元

々予定していた旅行をアレンジし直しており、
これは私た

ちにとっても非常に大きな前進であり、非常に喜んでい

ます。まだ小さな一歩かもしれませんが、正しい方向に向
かって進んでいると信じています。
Kathryn Daviesさん 香港
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アウトドア・アクティビティ

ウォータースポーツ、
ウィンタースポーツ、
ツアー、
ボート、
ハンティング ・フィッシング、
登山など

APACトラベラーは、世界の様々なアウトドア・アクティビティへの全世界消費
の約10％(19億ドル)を占めています。
この地域の人口の多さを考慮すると相
対的に少なめですが、
これはグローバルトラベラーの関心の多様性と、
これら
の多くが欧州や北米などの古くからの富に端を発するものであることを反映し
ています

アクティビティタイプ

全世界ビジターの年間
収益

APACビジターの年間
収益

全世界富裕層ビジター
の年間収益

APAC富裕層ビジター
の年間収益

すべてのアウトドア・
アクティビティ

1890

19

22

3.06
全世界における消費額合計(単位：億ドル)

APACの富裕層は旅行中にアウトドア・アクティビティに約3.06億ドルを消費しています。
これは、
グローバル富
裕層全体の14％、
APAC全体の16％を占めています。
富裕層がビジネスやレジャーなどの広範囲にわたる旅行
中に、
これらのアクティビティに参加する機会が増えており、
消費拡大の一因となっています。
アクティビティタイプ

APACビジターの年間
収益

中国ビジターの年間収益

APAC富裕層ビジター
の年間収益

中国富裕層ビジターの
年間収益

すべてのアウトドア・
アクティビティ

19

6.476

3.06

0.8740
全世界における消費額合計(単位：億ドル)

中国の海外旅行者は、APAC全体の34％にあたる6.476億ドルをアウトドア・アクティビティに消費して
います。富裕層の消費は国内消費のわずか13%ですが、APACの富裕層による支出の28.5％を占めてい
ます。
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APAC富裕層
の情熱の対象
APAC富裕層ラグジュアリートラベラー

アジア太平洋地域の640万人以上の

APAC富裕層の芸術に対する関心は他

HNWは、他の地域のHNWと同様、様々 のどこの地域よりも高いものがあります
なものに情熱を注いでいますが、
この地

が、
これはこの10年間のアジア地域に

域のHNWに共通する最大の情熱の対

おける美術品市場の爆発的成長だけが

象はスポーツです。世界中でのスポーツ

要因ではありません。芸術鑑賞人気の

観戦はAPAC富裕層にとって最大の関

高まりにより、
とりわけ旅行中において

心となっています。他の地域の富裕層と

も芸術に触れる機会への関心が高まっ

同じく、サッカー、
ゴルフやテニスへの強

ています。芸術には古代の文化資産から

い関心に合わせて、バドミントン、バスケ

ストリートパフォーマンスに至るまで様

ットボールや卓球などのその他のスポ

々なものがあり、高い評価を受けていれ

ーツも高い人気があります。

ば強い需要があります。

旅行そのものは、
この地域のHNWの関

食もAPAC富裕層の最大の情熱の対象

心事のトップ5に入り、慈善活動、不動

であり、外国へのラグジュアリートラベ

産や政治を上回っています。APAC全体

ルの中心となっています。高級レストラ

としては、一般的には購買によって得ら

ンからストリートフードまで、食の探求

れる満足感という贅沢と関連付けられ

はAPAC域内外のいずれにおいても、訪

ているものの、旅行に対する強い関心は

問する国の最もわくわくする要素の一

体験指向であることを示唆しています。

つです。

また、旅行に対する情熱が相対的に強
いことは、
この地域の成長が旅行産業に
とってどれほど重要かを示しています。
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アジア太平洋 –HNWの関心事項・
情熱・趣味トップ15
1

スポーツ

2

演説

3

テクノロジー

4

教育

5

旅行

6

エンジニアリング

7

慈善活動

8

政治

9

不動産

10

経済

11

執筆

12

芸術

13

科学

14

言語

15

食事

APACラグジュアリー
トラベル市場

3,630億ドル

APACトラベラーは海外旅行中の体験に

720億ドル

を消費している
(全世界合計の1/4)

出典：Wealth-X 2020年

APACビジターの

スポーツイベント消費

6.104億ドル

29% 30%
ゴルフ

テニス

F1グランプリ

28%

上記は世界の総支出に
占める数値です

In collaboration with

中国人外国旅行者は、
海外で文化的活動に

11億ドル
を消費

APACラグジュアリー
トラベラー消費は、

グローバルビジターの
フォーマルダイニング収益の

30%
を占める

APACの

ウェルネスへの支出

51億ドル
全体の

21.5%
APACは、全世界の

ヘルス・美容への支出の

29%
を占める
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手法
富裕層(HNW)人口
富裕層の人口やその総資産の規模を知るために、Wealth-X社は独自の資産・投資
可能資産モデルを使用しています。
このモデルは、個人資産全体の統計的に有意な
見積もりを作成し、世界GDPの98％を占める、経済規模の大きい上位75カ国それ
ぞれについて、裕福度や世界にとっての投資可能資産別の人口規模を推定します。
Wealth-X社は2段階プロセスを使用しています。
まず個人資産全体の見積もり
に、株式市場価格、GDP、税率や、世界銀行、国際通貨基金、経済協力開発機構
(OECD)、国家統計局などの情報源からの所得レベルや貯蓄などの多くの国の変数
を取り込む計量経済学手法を使用しています。第二に、彼らは各国国民の富の分布
を見積もります。富の分布データが不在であるため、ほとんどの富裕モデルは、所得
分布データを利用して富の分布パターンを推計しています。
しかし、全世界のHNW
に関して記録した54万件以上のWealth-X独自のデータベースは、黙示的な富の
分布ではなく、実質的な富の分布を使用して分布パターンを作成することを可能に
し、モデルの信頼性を高めています。次に、結果として得られたローレンツ曲線を利
用して、国内の純資産を人口全体に分布させます。
またデータベースは、各国国民の
投資可能資産分布パターンを構築するのに使用されます。
このモデルでは個人の所
在地の判断に居住地を使用しています。
Wealth-X社は、HNWを詳細にプロファイリングするために、HNWに関する研
究・情報を集約した世界最大規模かつ独自のWealth-Xデータベースを使用しま
す。同データベースは、HNWの財務概要、職歴、人間関係、所属、家庭環境、教育、
慈善活動、情熱の対象、趣味、関心事やさらに多くの事項に関する知見を提供しま
す。Wealth-X社の査定モデル(賞味資産で定義)は、非公開・公開株式の事業や投
資可能資産を含む、すべての保有資産を査定します。
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グローバル・ラグジュアリー・トラベル・エコシステム +
グローバルラグジュアリートラベル市場
グローバル・ラグジュアリー・トラベル・エコシステムの大きさを知るために、Barton社
は、Wealth-X社(人口、資産、関心、情熱の対象、趣味)のHNWに関する独自データ並
びにエコシステムアクティビティに関する業界情報源から統計的知見を組み合わせて利
用しました。
最初の前提条件は、
ラグジュアリートラベラーに関係した適格なアクティビティを指定す
ることで、エコシステムを定義することでした。
これらは、HNWのライフスタイルアドバイ
ザーの助言に基づいて、世界中の富裕層(HNW)、超富裕層(VHNW)やウルトラ富裕層
(UHNW)の関心事、情熱の対象や趣味(IPH)を特定し、旅行を通じて可能なアクティビ
ティとこれらを結びつけました。
アクティビティそのものは、世界で訪問者が多い国トップ50の海外からのインバウンド観
光に関する年間収益や統計に関する業界データを得て推定しました。
これらの国に対す
る観光の貢献度に関する二次データを利用して、海外からの観光客のこれらのアクティ
ビティに対する貢献度を見積もることができました。私たちはWealth-X社のデータを使
用して、APAC地域の640万人を含む全世界2,280万人、資産100万ドル以上のHNW
の期待される貢献度を推定することができました。
グローバルラグジュアリートラベル市場とは、HNWが1年の間にグローバル航空運賃・
宿泊費に費やす額(インバウンド&アウトバウンド)とグローバル・ラグジュアリー・トラベ
ル・エコシステム(インバウンド&アウトバウンド)の規模を組み合わせたものです。
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レポート作成者について
ILTMについて

ILTM (International Luxury Travel Market)は、厳格な審査により選ばれた業者のみが参加できる富裕層

旅行に特化した商談会です。各国のイベントでは、比類のないセレクトされたラグジュアリートラベルブランドが、

タイムリーなテーマで構成された各種プログラムとネットワーキングセッションを通じて、ILTMの広範囲かつ厳
選されたバイヤーネットワークに紹介されます。現在世界7都市で開催されているILTMイベントの中でもILTM

Cannesは最も権威のある世界最大規模の祭典と言われています。ILTMにはカンヌとアジア太平洋にて開催さ

れるグローバルフラッグシップイベントの他に、ILTMアラビア、ILTM中国、ILTMラテンアメリカとILTM北米の4

つのコアローカルイベント、そしてスペシャルイベントのILTMアフリカがあります。
www.iltm.com

BARTON社について

Barton社は、エビデンスやガイダンスを組み合わせてラグジュアリーセクターとプレスティージセクターの組織

やブランドの成長・繁栄を支援し、
この分野のコンサルティングビジネスに焦点を当てています。Barton社は、
ビ

ジネス戦略、
ブランド評価、
コミュニケーション、
トレンド分析またはソートリーダーシップなどにおいて、企業が自

らの判断に自信を持つ必要があることを知っています。創造性と実用主義を組み合わせ、情報に基づく選択をす
るのに必要な視点を提供しつつ、機敏かつ軽快に様々な分野にまたがる知識を提供します。
www.barton-consulting.co.uk

WEALTH-X社について

HNWに関する情報と知見に関するグローバルリーダーであるWealth-X社は、金融サービス、
ラグジュアリー、
非営利・高等教育産業などにおいて評判の高い一流ブランドと手を組み、営業やマーケティング、
コンプライアン

スにおける戦略的意志決定を刺激しています。Wealth-X社は、HNWに関する世界最大のデータ量を誇り、組織
がターゲットオーディエンスを明らかにし、理解し、魅了し、なおかつリスクを緩和するのに必要なデータ分析を

作成します。北米、欧州およびアジアのスタッフによって2010年に設立されたWealth-X社は、全世界で増え続

ける500以上のクライアントに独自のデータ、分析、助言を提供しています。
www.wealthx.com

メディアお問い合わせ窓口
ILTMPR@SPOTLIGHTCOMS.COM
+44 (0) 20 8334 4008

日本語版に関するお問い合わせ
INFO@CLUBTARO.COM

協力：

