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エクスポート・ジャパン株式会社について 
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訪日外国人向けの日本情報ポータルサイト 
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◆  2016年1月実績          *UU・セッション・PV…2言語合計 

月間ユニークユーザー数 (UU)              1,843,917 名 

月間ページビュー数（PV)              9,200,658 PV 

会員登録者数                 928,954 名 

オプトインニュースレター購読者数                 175,742 名 

ジャパンガイドについて 

1996年から運営 

47都道府県をカバー 

http://www.japan-guide.com              
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株式会社PIJIN について 

読み取るとスマートフォン
の言語設定で翻訳文を表示 

http://www.qrtranslator.com             
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訪日外国人による「おもてなし」不満ランキング 

出典： 日経MJ 



関西国際空港 

QRTranslator 表示イメージ 



近鉄百貨店あべのハルカス 
CATEGORY：公共施

設 

QRTranslator 表示イメージ 



大阪くらしの今昔館   
CATEGORY：公共施

設 

QRTranslator 表示イメージ 



 京都伏見稲荷大社 

QR Translator 表示イメー
ジ 

CATEGORY：小売店舗 CATEGORY： 神社  



セブン-イレブン 
CATEGORY：公共施

設 



コカ・コーラの自動販売機 
CATEGORY：公共施

設 



日本酒、公共交通機関、薬の説明など 
CATEGORY：公共施

設 

ダミー 

QRTranslator 表示イメージ 

How to take a bus 



ジャパンガイドの利用者層 

訪日旅行経験 

年齢 



47都道府県 

179地域 

1,700ページ 

ジャパンガイドのカバー範囲 

Travel         …   



出典: We are social (2016.1) 

世界におけるインターネット/ソーシャルメディア/携帯端末の利用状況 



出典: We are social (2016.1) 

世界の各地域におけるインターネット接続人口の割合（全人口比） 



©2016 Export Japan Inc. All rights reserved. 17 

1
,
, 

世界各国の検索エンジンに占めるGoogleのシェア 

※日本で最もシェアの高いポータルサイトはYahoo! Japanだが、検索エンジンはGoogleであるためGoogleとしてカウント 

出典：comScore, statista, global, at internet, komdat.com, customer acquisition 

中国・韓国・ロシア以外の国では、Googleが過半数のシェアを獲得。 
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出典: We are social (2016.1) 

世界でのソーシャルメディアのアクティブユーザー統計 
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アクティブユーザー数の多いソーシャルメディア（メッセージングアプリを含む） 

出典: We are social (2016.1) 



出典: We are social (2016.1) 

全人口比におけるソーシャルメディア利用者の多い国ランキング 



出典: We are social (2016.1) 

１日の中でソーシャルメディアに使用する平均時間（国別） 
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世界でPCと携帯のユーザー数が2014年に逆転 
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世界における携帯・スマホ向けのウェブページの割合の推移 
※ 2016年は予測値 



世界のスマートフォンOS別のシェア 

出典： 日経MJ 
（2014年2月16日） 

出典： STRATEGY ANALYTICS 



QRコードが読めるアプリのダウンロード数 

アプリケーション名 ダウンロード数 

WeChat 100,000,000 - 500,000,000 

QR Code Reader 10,000,000 - 50,000,000 

LINE 100,000,000 - 500,000,000 

QR Droid Code Scanner 10,000,000 - 50,000,000 

ZXing QRコードスキャナー 100,000,000 - 500,000,000 

ShopSavvy UPC Barcode Scanner 10,000,000 - 50,000,000 

AT&T Code Scanner 10,000,000 - 50,000,000 

pickwick バーコード＆QRスキャナー 1,000,000 - 5,000,000 

i-nigma QR & Barcode Scanner 1,000,000 - 5,000,000 

Google Goggles 10,000,000 - 50,000,000 

合計ダウンロード数 352,000,000 - 1,760,000,000 

調査日: 2015年9月 ※ データが公表されているアンドロイドアプリのみ 



サービス品質 

市場の大きさ 

∝ 



拡散速度 

情報の単純さ 

∝ 
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ご質問等 
ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡を下さい。 

エクスポート・ジャパン株式会社 

06-6208-0161 

promotion@export-japan.co.jp 

ジャパンガイド 

ジャパンガイド（日本語資料） 

エクスポート・ジャパン 

QR Translator 

http://www.japan-guide.com 

http://www.japan-guide.co.jp 

http://www.export-japan.co.jp 

http://www.qrtranslator.com 
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