
■�コロナ禍以前に増え続けていた訪日アジア人観
光客

　コロナ禍が続いている今、日本を訪れる外国人
観光客は見当たらなくなってしまったが、振り返
れば、少し前まで日本の至るところで、彼（女）
らは街に溢れていた。2015 年にインバウンド数
が前年比 47.1％増になったことは今でも語り草に
なるほどだが、それからも、勢いは衰えず 2018
年は 3,000 万人の大台に乗せた節目の年になっ
た。そのペースならば、オリンピックイヤーのは
ずの 2020 年には日本政府が立てた 4,000 万人の
目標も達成可能と思われた。
　当時の訪日観光客の大半は、所得増加によって
豊かになったアジアからの人々。筆者の興味を惹
いたのは、増え続けるアジア人観光客が、観光だ
けでなく、日本でのショッピングも非常に楽しみ
にしていることであった。実際に当時のテレビに
は大勢のアジア人観光客が、帰国時のお土産を
選ぶためにドラッグストアや家電量販店、さらに
100 円ショップとコンビニに群がり、時には長蛇
の列ができる光景が、よく映っていた。ショッピ
ングを終え、両手に買い物袋を抱えたアジア人観
光客が満面に笑みを浮かべる様子から、これらの
小売店舗は、彼らにとってたいへん人気のスポッ
トであることがうかがえた。
　彼らが、立ち寄った小売店舗で惜しまなくお金
を使う理由は所得増加要因以外でも、円安の持続、
日本政府がとった免税対象拡大政策、さらに異
国の旅先で気をよくした心理的要因などもあろう
が、やはり彼らを引き寄せる小売店舗の魅力、例
えば豊富な品揃え、リーズナブルな価格、綺麗で
よく整えた店内や親切な店員のサービスなどが大
きかったに違いない。

■韓国人観光客で賑わった福岡駅周辺の小売店舗

　2018 年に入ってから元徴用工に関する韓国大
法院の判決から端を発した日韓関係の急速な冷え
込みゆえに、韓国人観光客がビタッと姿を消して
しまった。今は懐かしくさえ思えるが、日本の津々
浦々で韓国人観光客が見かけられた当時へと、時
計の針を戻そう。
　2015 年末に主に中国人観光客による「爆買い」
がその年の流行語大賞に選ばれたことは記憶に新
しい。その爆買いブームはやがて下火になったが、
急増する韓国人観光客によって蒸し返された。実
際に 2017 年の訪日観光客数の集計で韓国人が約
714 万人になり、前年対比約 40.3％増えた（ちな
みに年後半に反日ムードが漂った 2018 年には僅
か 5.6％増えた 754 万名、そして本格的に日本観
光自粛の動きが広がった 2019 年は 25.9％減った
558 万名であった）。2017 年に爆買いの主役の中
国（前年比 15.4％増）や台湾（同 9.5％増）に比
べても、40％超の韓国人観光客の増加率は抜きん
出ていた。全体訪日外国人の４人の１人が韓国人
であり、間もなく最多の中国人を追いつける勢い
だった。
　ところで、先進国仲間入りした韓国からの観光
客の買い物のことである。彼らが、中国などのア
ジア人途上国からの観光客のように、むやみに買
い物に奔走することはないと思われるかもしれな
い。しかし、日本中がインバウンド・ブームで沸
いていた 2017 年の秋頃、筆者は、福岡出張で垣
間見た韓国人観光客動向の実態から、韓国版爆買
いの光景を目の当たりにした。出張目的とはかけ
離れたが、あまりにも多くの韓国人観光客が街に
あふれ出ていたので、好奇心が沸いてきた。いき
おい宿泊先の福岡駅周辺ホテルの部屋でパスコン
を開き福岡周辺の関連情報を検索してから、日が
暮れた福岡駅一帯で韓国人観光客の後を追うこと
にした。
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　周知のように、一昔前から、多くの旅行者やビ
ジネスマンを迎えてきたために九州の玄関口とい
われたが、今やアジアの玄関口とも呼ばれるのが
福岡。その福岡で増え続けるアジア人観光客の中
でも、やはり韓国からの観光客の数は群を抜いて
いた。
　ちょっと古い統計だが、福岡市観光産業課の発
表によると、2016 年には福岡空港と博多港を通
して入国した韓国人が全体入国者（257 万人）の
約４割に当たる 103 万人であった。韓国でも、熊
本地震の影響や日韓関係の亀裂にもかかわらず、
福岡入りの韓国人が初めて 100 万人を超え、過去
最大になったと大きく報じられた。福岡は、韓国
のソウルと釜山から急げば日帰りも可能なほど至
近の距離であり、当時は韓国の格安航空会社（LCC）
４社も運航していたので、引き続き記録を更新し
ていくだろうといわれた。
　さて、福岡訪問の時に必ず寄るべきスポットと
して、韓国のソーシャルメディア（SNS）で頻繁
に取り上げられている小売店舗があった。JR 博多
駅と直結の博多バスターミナル・ビールの５階に
ある「ダイソー」の店である。確かに 1,000 坪近
くある広さを誇り、西日本最大級と称されるダイ
ソー・博多バスターミナル店には、顧客の大半が
韓国からの女性観光客でずっと賑わっていた。
　福岡に来てもスマートフォンを手放さず、SNS
を通して、他の買い物スポットをチェックする韓
国人は、同じ博多バスターミナルの６階には低価
格家具専門店として有名な「ニトリ」が、一番近
くのホームファッション・ストアをうたい文句と
するデコホームという売り場を 2016 年 10 月に

オープンしたことに気づき、急ぎ足でエスカレー
ターに乗っていく。
　暫しの休憩のために宿泊先の駅周辺のホテル
に戻り、やはり百貨店で高級品の買い物がしたく
なった韓国人観光客は、阪急阪神百貨店が運営す
るターミナル百貨店の「博多阪急」が、すぐ近く
の博多駅に隣接する JR 博多シティの核店舗とし
て出店していることがロビーに備置されている福
岡駅周辺地図から確認できる。少し離れる天神駅
には、かつて日本最古の老舗百貨店企業であった
三越が経営していた「福岡三越」が営業している
ので、両百貨店を比較しながら買い物に浸かるこ
ともできる。そういえば、天神駅近くには、かつ
ての小売企業の雄であった「ダイエー」が日本最
大級の総合スーパーとして開業した天神店が、今
はイオン・ショッパーズ福岡として姿を変え、顧
客を待っている。福岡駅から歩ける距離の中洲に
ある総合ディスカウントストアの「ドン・キホーテ」
の店も、すでに韓国人には噂されているところで
ある。
　他でも、様々な小売業態において日本を代表す
る小売企業の店舗が、福岡駅周辺にあふれるほど
ある。現に博多駅地下街には、ファストファッショ
ンの「ユニクロ」の店、ドラッグストアの「マツ
モトキヨシ」の店、コンビニ最大手の「セブンイ
レブン」の店が並ぶ。日本製家電製品を買いたけ
れば、JR 博多駅筑紫口出てすぐに「ヨドバシカメ
ラ」の店も営業している。
　福岡を訪れた韓国の観光客が帰国し、福岡には
ダイソー以外にも実に様々な形態の魅力的な買い
物スポットがすべて揃っていると SNS にせっせと

書き込むことは容易に想像
できる。

■�ポストコロナ時代におい
ても日本の小売店舗はア
ジア人に高く評価される

　韓国はもとより、発展著
しいアジアの国々にも、日
本同様に様々な小売業態に
おける近代的小売店舗がす
でに営業している。その多
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くは、元を辿れば、先進国、とりわけ米国からい
ろいろな経営ノウハウが移転されたはずである。
ただし、日本の小売店舗は、同様に米国から多く
を学んだものの、アジアの国々とは相当異なる形
で、世界で最も目が肥えたといわれる日本の消費
者に適応し、かつ進化した。アジア人観光客は、
自国の店舗で買い物する時には経験できない価値
を日本の小売店舗が提供してくれると思っていた
のであろう。
　なお、日系小売企業の店舗も、すでにアジア
各国に進出している。端的に隣の韓国には、日本
と同じ店名の店または同じ部類の店が一昔前から
数多く進出している。たとえばダイソーだが、約
1,300 カ所（2019 年 12 月末現在）もある。日
本でダイソーを展開している大創産業会長の矢野
博丈氏が 34％ほど出資していると知られている。
ちなみに、日本のダイソーの店舗数は約 3,500 カ
所（2020 年２月末現在）。日本より狭い国土、そ
して日本より少ない人口を考慮すれば、韓国ダイ
ソーの店舗は、相対的に日本以上の大量出店にな
る。韓国人にとってダイソーは、日本以上に身近
な存在であることが分かる。
　同じく、ユニクロの店も、セブンイレブンの店も、
韓国で多くの店舗数を誇っている。百貨店や総合
スーパーにおいては、日本の小売企業が直接に進
出したとはいえないが、流通ノウハウの移転や人
材派遣などを通して日本の経営手法が持ち込まれ
ている。
　にもかかわらず、韓国観光客が日本現地の小売
店舗での買い物に夢中になることは、韓国現地で
は味わえないビジネスモデルをそれぞれの日本の
小売業態の代表的企業が備えているからだと言え
る。韓国より小売業が発展していないアジア諸国

からの観光客の気分と行動は言うに及ばない。
　約 1,500 兆円という天文学的金額の金融資産

（現金とすぐ引き出せる預金が約 50％）をもって
いたものの、買い物に財布の紐を緩めなかったゆ
えに、失われた 20 年の原因を提供した元凶の一
つとして取り上げられたのが、百貨店と総合スー
パーといった古い小売業態中心の日本の小売業界
だった。しかし、今やコンビニや専門店のような
新小売業態を代表する小売企業が競ってそのビジ
ネスモデルのイノベーションを通して、日本経済
の回復に寄与している。アジア人観光客は、一歩
先に日本の小売業の覚醒に気づき、急いで日本の
小売店舗での買い物に走っていたのではないだろ
うか。
　コロナウイルスの流行りの影響を受け、今はア
ジアからの観光客は皆無に近い。ただし、ワクチ
ンの普及や治療薬の開発で、近いうちにコロナ禍
の時代が終わる時がやってくるであろう。その時
に韓国人を含めたアジア人観光客は、久しぶりに
訪れた日本のホテルで荷物を下ろすやいなや、大
急ぎ日本の小売店舗を訪れるだろう。今は、コロ
ナ禍による非対面販売の流行りゆえに E コマース
企業に客を奪われ売上高減少に苦労している日本
の有店舗小売業が、コロナ禍以降の日本経済の回
復のカギを握っていると言えるかもしれない。こ
の小売店舗がインバウンド客の日本での消費支出
の約４割を担っていたことは特記に値する。
　ビフォーコロナ時代における日本の小売業態の
ビジネスモデルが、アフターコロナ時代には、いっ
そう強靱な姿に進化していくことに大いに期待し
たい。
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