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来訪者アンケート調査票
（日本語・英語）

「大田区

観光客統計調査」来訪者調査票（平成 26 年度）

大田区では、2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、観光客の増加が見込まれることから、
来訪者のみなさまのニーズ等を把握するためにアンケート調査を実施しております。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査へのご協力をお願い致します。
平成 27 年 1 月
大田区

観光・国際都市部 観光課

Q１．あなたのお住まいはどこですか。国内にお住まいであれば都道府県名、海外であれば国名をご記入
下さい。また、東京都にお住まいの場合は市区町村名をご記入下さい。
（都道府県名：

）→東京都内の場合（市区町村名：

海外の場合（国名：

）

）と（使用言語 ：

）

Q２．あなたの性別、年齢を選んで下さい。※それぞれ１つだけ
性別

： １．男性

２．女性

年齢

： １．10 歳未満 ２．10 歳代 ３．20 歳代 ４．30 歳代 ５．40 歳代
６．50 歳代
７．60 歳代 ８．70 歳代 ９．80 歳以上

Q３．あなたも含めて、何人で、どなたと一緒の来訪ですか。※子供や乳幼児も含む
（複数回答可） ２人以上の場合
（
）人 →１．家族
２．カップル
３．友人・知人
４．同僚・上司
５．職場・学校等の団体旅行
６．その他
Q４．
（区外にお住まいの方のみお答えください）
ご一緒のみなさん全員の大田区への訪問は何回目でしょうか。
１回目の人数（

）人、２回目の人数（

４回目以上の人数（

※回答の合計はＱ３と一致

）人、３回目の人数（

）人、わからない（

）人、

）人

Q５．今回の来訪は日帰りですか、宿泊ですか。※１つだけ
宿泊であれば、何泊か、いくつの施設に宿泊するかをご記入下さい。
また、どのような施設に宿泊するかをご記入下さい。
１．日帰り ２．宿泊
宿泊数

泊

⇒ 宿泊施設数

施設

＜区内宿泊施設＞（複数回答）
１．実家や知人・親戚宅
４．民宿
６．車中泊・交通機関内での宿泊
８．その他（

２．旅館
５．保養所・研修所
７．会員制の宿泊施設
）

３．ホテル

上記で、
『２．旅館、３．ホテル』と回答の方 →宿泊施設名：

Q６．今回の来訪の主な目的は何ですか。
＜来訪の目的＞（ひとつだけ）
１．ビジネス
４．その他（

２．観光・レジャー

３．親族・知人訪問
）

次ページへお進み下さい（1/4）→

Q７．今回の来訪で実施したこと、または、実施することは何ですか。
＜来訪して実施した（実施する）こと＞（複数回答）
１．商用・展示会
２．会議・研修
３．買い物
４．飲食
５．まち歩き
６．目的地へ行くための乗継
７．風景観賞
８．歴史・文化を楽しむ
９．区内の銭湯（黒湯温泉など）
10．祭りやイベント
11．レジャー施設等を楽しむ
12．スポーツ等
13．帰省・知人、冠婚葬祭関連
14．その他（

）

Q８．今回の来訪で実施した（実施する）こと（Ｑ７の回答）に際して、どのような方法で情報を入手し
ましたか。
＜観光情報源＞（複数回答）
１．旅行ガイドブック
４．フリーペーパー
７．大田区役所ＨＰ
９．Face book や Twitter などの SNS
12．その他（

２．雑誌
５．観光案内所（区内）
８．大田区観光協会ＨＰ
10．個人ブログ
）

３．パンフレット
６. 観光案内所（区外）
11．家族・友人からの評判
13．特になし

Q９．ここ（現在地）を訪問した理由はなんですか。ご自由にお書きください。

Q10．今回、来訪した区内の場所と移動に用いた交通機関をご記入下さい。これから来訪する場所につい
ても予定をご記入下さい。※観光地は観光マップより、交通機関は下表より番号よりお選び下さい。
また、大田区に訪れる前後に立ち寄った（立ち寄る予定の）市区町村もしくは都道府県があればそ
の地域・エリア名をご記入ください。
ここに来る前にいた場所

現在地

これから行く予定の場所

居住地

居住地
調査地点

もしくは

もしくは

宿泊先

宿泊先

交通機関

交通機関

交通機関

交通機関

交通機関

交通機関

【表】交通機関
①飛行機（羽田空港発着便）
④ＪＲ在来線
⑦貸切バス・観光バス
⑩タクシー・ハイヤー
⑬その他（

②飛行機（羽田空港以外発着便）
⑤私鉄・地下鉄
⑧高速バス
⑪レンタカー
）

③ＪＲ新幹線
⑥モノレール
⑨路線バス
⑫自家用車、社用・公用車

大田区以外に立ち寄る地域・エリアがある場合はご記入ください
ここに来る前にいた地域・エリア

居住地

交通機関

現在地

これから行く予定の地域・エリア

大 田 区

交通機関

交通機関

交通機関

居住地

交通機関

交通機関

※交通機関は上表から選択

次ページへお進み下さい（2/4）→

Q11．今回の来訪で、使う費用（これから使う予定も含めて）を教えて下さい。
１人当たりの費用を、下欄の項目別にご記入下さい。
※ 交通費は高速料金やガソリン代や駐車場代を含め、区外・区内分を分けて記入。ただし、区外・区
内分の内訳が分からない場合は、区外分にご回答下さい。
※ 今回の来訪がパック来訪である場合、費用が区内のみか、区外分を含むかを選択
※ □←表内の回答がグループ合計の場合にはチェック
使用費用

使用費用

①交通費

（区内分）

円 （区外分）

円

②宿泊費

（区内分）

円 （区外分）

円

③土産代

（区内分）

円 （区外分）

円

④飲食費

（区内分）

円 （区外分）

円

⑤入場料

（区内分）

円 （区外分）

円

⑥その他

（区内分）

円 （区外分）

円
円

⑦パック料金

□区内分のみ もしくは □区外分含む

Q12．今回の来訪で、特に印象に残った食事や買い物、良かった場所について教えて下さい。
(１)特に印象に残った食事について教えて下さい。
①食事の品目：
（

）※お寿司､そば､海鮮丼､ﾗｰﾒﾝ など

②店

名：
（

）

③理

由：
（

）

(２)購入した買い物について教えて下さい。
①品

目：
（

）※海苔､お酒､お菓子

②店

名：
（

）

③理

由：
（

など

）

(３)良かった場所について教えて下さい。
①良かった場所：
（
②理

）※多摩川､羽田空港 など

由：
（

）

Q13．今後の大田区の観光への取り組みとしてあればいいものを教えて下さい。
＜観光への要望＞（複数回答）
１．ボランティアガイドの充実

２．観光情報紙・パンフレットの拡充

３．観光ＷＥＢサイトの拡充

４．案内サインの多言語化・ユニバーサルデザイン化

５．Ｗｉ－Ｆｉ等通信環境の整備

６．まちかど観光案内所や情報コーナーの拡充

７．飲食店のベジタリアン・ムスリム対応

８．観光モデルコースの設定

９．観光タクシー

１０．レンタサイクルの仕組み

１１．物産展などのイベント

１２．スタンプラリーなどの参加型イベント

１３．休憩所などの設置

１４．駐車場や駐輪場の整備

１５．その他（具体的に

）

次ページへお進み下さい（3/4）→

Q14．大田区のイメージで印象に残ったことを教えて下さい。
＜大田区のイメージ＞（３つまで）
１．ものづくりのまち

２．緑豊かなまち

３．交通の利便性がよいまち

４．にぎやかな商店街の多いまち

５．文化のまち

６．花を楽しめるスポットが多いまち

７．歴史的名所や史跡が数多くあるまち
９．閑静な住宅地があるまち

８．漁師町の面影や工業群、住宅地など個性豊かなまち

１０．手ごろな価格の飲食店が多いまち

１１．老舗や隠れた名店が多いまち １２．東京湾や多摩川に囲まれた水のまち
１３．他にはない夜景を見ることができるまち
１５．安全なまち

１４．下町風の活気が感じられる店が多いまち

１６．外国人が多いまち

１７．その他（具体的に

）

Q15．大田区観光スポットでご存知な場所と行ってみたい場所を教えて下さい。施設名は、別添の観光マ
ップを参照し、選択して下さい。

・知っている場所（番号を記入して下さい）：

（複数回答）

※観光マップになければ、具体的な施設名を教えて下さい。
施設名：

・行ってみたい場所（番号を記入して下さい）
：

（複数回答）

※観光マップになければ、具体的な施設名を教えて下さい。
施設名：

☆☆

調査内容は以上です。ご協力、ありがとうございました。☆☆

Ｎｏ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
通し番号

調査日番号

調査場所
（Ｎｏ）

調査年月日

調査場所
池上本門寺
JR 蒲田駅周辺
洗足池公園
郷土博物館
大森海苔のふるさと館
羽田空港国内線ターミナル
羽田空港国際線ターミナル

調査時刻

調査員氏名

Survey on Foreign visitors in Ota City
Q１．Where do you live? If you live in Japan, please fill in the blank with your prefecture of residence.
If you live outside Japan, please fill in the blank with your country. If you live in Tokyo, please fill
in the blank with your ward/city of your residence.
Inside Japan（Prefecture：

）→I live in Tokyo.（Ward/City：

Outside Japan（Nationality：

）

）and（Language：

）

Q２．Please tell us your information below.
Gender
Age ：

： １．Male

２．Female

１．Under10 ２．10－19 ３．20－29 ４．30-39 ５．40-49
６．50-59
７．60-69 ８．70-79 ９．80 or older

Q３．How many people and who are you travelling with ※Including children and infants
More than 2 people, please answer below

（
）people →１．Family ２．Couple ３．Friends/Acquaintances
４．Boss/Co-workers ５．Group tour (school, company) ５６．Others
Q４．
（For those who are not from Ota City）
Please tell us all of your members about the frequency of your visit to Ota City.
※Total number of this answer should match the answer Q3.

1 time（

）people、2 times（

More than 4 times（

）people、3 times（

）people、 Unknown（

）people、

）people

Q５．Is your visit one-day trip or overnight trip ? ※Please choose only 1 item
If it is overnight trip, please fill in the blank with the number of nights, facilities and
accommodation type of your stay.
１．One-day trip ２．Overnight
nights ⇒

facilities

＜Accommodation＞（Multiple choices）
１．Parents’ , acquaintances’, or relatives’ home ２．Japanese style hotel
４．Guest house
５．Recreation facility, training institute
６．Sleeping at transportation facilities ７．Facility for memberships only
８．Others(
）
For those who answered『２．Japanese style hotel、３．hotel』
→Names of facilities：

３．Hotel

Q６．What is/are your main purpose(s) of this visit?
＜Purpose(s)＞ （Single choice）
１．Business
２．Tourism, leisure
３．Visiting relatives/acquaintances
４．Others(
）
Q７．What do you implement(or plan to implement)during this visit in Ota-city?
＜Implementation ＞（Multiple choices）
１．Business/Exhibitions ２．Conference/Meeting ３．Shopping ４．Eating out and drinking
５．Walking around the town ６．Transfer to the next destination
７．Enjoying to see the view
８．Enjoying history and cultures
９．Enjoying Sento(Community bath) ,such as Kuroyu onsen etc
10．Enjoying festivals and events
11．Enjoying leisure facilities
12．Sports
13. Returning home/Meeting acquaintances/Ceremonial occasions
14. Others(
）

Please go to the next page（1/4）→

Q８．How did you obtain the information of your implementation regarding the answer Q7?
＜Source of tourist information＞（Multiple choices）
１．Travel guide books
２．Magazines
３．Brochures
４．Free newspaper
５．Tourist Information Center（Ota City）
６ .Tourist Information Center （ Outside Ota
City ） ７ .Website of Ota City
８．Website of Ota City’s tourist association
９．Social Network Service(Facebook, Twitter etc.)
10．Personal Blogs
11．Good reputation from families and friends
12．Others(
）
13．Nothing in particular
Q９．What is/are your reason(s) of your visit here? Please write down freely.

Q10．What transportation did you use during your travel? Also, please fill in the diagram below
including the place(s) you are planning to visit today in Ota-city? ※For tourist attraction(s),
please choose number(s) from Ota City’s tour map. For the means of transportation, please choose
number(s) from a list 【Transportation】below
Also, please fill in the blank with the name(s) of areas, cities, wards or prefectures before/after
you visited or (plan to visit) Ota City if you have.
(Insid the City)
Previous locations

Now

Next destinations

Your residence

Your residence

or

Here

Accommodation

or
Accommodation

Transportation

Transportation

Transportation

Transportation

Transportation

Transportation

【Transportation】
①Airplanes(Arrival/Departure flights at Haneda airport）
②Airplanes(Except Arrival/Departure flights at Haneda airport）
③Shinkansen(Bullet train)
④JR Lines
⑤Trains(except JR)・Subway
⑥Monorail
⑦Chartered bus・Sightseeing bus
⑧Expressway bus
⑨Local bus
⑩Taxi, Hired taxi
⑪Rent a car
⑫Cars(public, company, private)
⑬Others(
）
Below the diagram, please fill in the blank with areas or regions you plan to visit except Ota City.
Now

Region(s)/area(s) before visiting here

Region(s)/area(s) you plan to visit

Your

Your

Ota City

residence

Transportation

Transportation

Transportation

residence

Transportation

Transportation

Transportation

n

n

※ Please select the number(s) to fill in your use of transportation(s) from a list
【Transportation】above.

Please go to the next page（2/4）→

Q11．Please tell us the expenses you spend/will spend for this visit to Ota City.
Please fill in the chart with per person expenses below.
※ Please fill in “Expenses” (including expressway tolls, gas fees, parking fees) with “Inside the
City” and “Outside the City” separately. If you don’t know your expenses are the inside or outside
of the City, please fill in it with “Outside the City”.
※ If your visit is a group tour, please fill in “Package costs” and check whether the expenses are
only used inside the City or used both inside and outside the City.
Please check □if answering this chart as the total amount of your group members.
Expense
Expense
① Transportation
fees

（Inside the City）

Yen

（outside the City）

Yen

② Accommodation
fees

（Inside the City）

Yen

(outside the City)

Yen

③ Souvenirs fees

（Inside the City）

Yen

（outside the City）

Yen

④ Food and
beverages fees

（Inside the City）

Yen

(outside the City)

Yen

⑤ Admission fees

(Inside the City）

Yen

（outside the City）

Yen

⑥ Other fees

(Inside the City）

Yen

（outside the City）

Yen
Yen

⑦ Package costs

□Only inside the

City

or

□Both inside and outside the

City

Q12．Please tell us food, shopping item(s) and nice place(s) that impressed you in particular during
your visit this time in Ota City.
(１)Food
①Name(s) of food item(s) ：
（
）
※Sushi､noodles､bowls of rice topped with Sashimi､Ramen etc…

②Name(s) of restaurant(s) ：
（
③Reason(s)：
（
(２)Shopping item(s) you purchased
①Name(s) of item(s)：
（
②Name(s) of Shop(s)：
（
③Reason(s)：
（

）
）
）※Seaweed､Alcohols､Sweets etc…
）
）

(３)Nice place(s) you have been to
①Name(s) of place(s)：
（
②Reason(s)：
（

）※Tama River､Haneda Airport etc…
）

Q13．Please tell us what measures you think is/are effective for future Ota City’s tourism.
＜Request for Ota City’s tourism＞（Multiple choices）
１．Enhancement of the volunteer guide
２．Enhancement of tourist newspapers and brochures
３．Enhancement of tourist website
４．Additional multiple languages and a universal design for information signs
５．Improvement of Wifi and other communication environment
６．Enlargement of tourist information centers and information corners
７. Correspondence of restaurants for vegetarians and Muslims
８．Setting the recommending routes for tourists to select
１０. System of Rental bikes

９．Sightseeing Taxis

１１．Events(exhibitions of local products etc.)

１２．Participation type events for tourists (an event with collecting stamps etc.)
１３．Setting the rest stations

１４．Infrastructure of parking cars and bikes

１５．Others（Please tell us specifically：

）

Please go to the next page（3/4）→

Q14．Please tell us of your impression about Ota City.
＜Image of Ota City＞（Please choose up to 3 items）
１．Craftsmanship town

２．Town with rich green

３．Town with an accessible transportation

４．Town with cheerful shopping streets ５．Cultural town ６．Town with enjoyment on flowers
７．Town with many famous historical sites and remains
８．Town with unique characters (Remains of fishing town, factory groups and residences)
９．Tranquil residential town

１０．Town with many reasonable priced restaurants

１１．Town with long established and hidden famous stores
１２．Water town surrounded by Tokyo bay and Tama river
１３．Town with rare night views
１４．Town that remains many good old times’ atmospheres and has active stores
１５．A safe town

１６．Town with many foreigners

１７．Others（Please describe specifically:

）

Q15．On Ota City’s tourist spots, please tell us the places where you know and would like to go. For
selecting numbers of names of facilities, please refer to an attached tourist map.
・Place(s) you know（Please fill out number(s）)：

（Multiple choices）

※If not in a tourist map, please tell us name(s) of facilities.
Name(s) of facilities：

・Place(s) where you would like to go（Please fill out number(s)）
：

（Multiple choices）

※If not in a tourist map, please tell us name(s) of facilities.
Name(s) of facilities：

☆☆

Thank you very much for your cooperation! ☆☆

Ｎｏ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ

通し番号

調査日番号

調査場所
（Ｎｏ）

調査年月日

調査場所
池上本門寺
JR 蒲田駅周辺
洗足池公園
郷土博物館
大森海苔のふるさと館
羽田空港国内線ターミナル
羽田空港国際線ターミナル

調査時刻

調査員氏名

宿泊者アンケート調査票
（日本語・英語）

大田区観光客統計調査へのご協力のお願い
現在、大田区では、今後の観光施策を検討しており、その一環として、宿泊施設のご協力
を得て、大田区に宿泊された皆様を対象にアンケート調査を実施しております。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査へのご協力をお願い致します。
お答えいただいた方には、粗品を進呈させていただきます
平成 27 年 1 月
大田区

観光・国際都市部

観光課

【調査主体】
大田区 観光・国際都市部 観光課 観光振興担当
【調査実施機関・問い合わせ先】
株式会社 ケー・シー・エス 東京支社
TEL: 03-6240-0597
FAX: 03-6240-0598
担当：宇野、柏﨑、成沢

「大田区

観光客統計調査」宿泊者調査票（平成 26 年度）

Q１．あなたのお住まいはどこですか。国内にお住まいであれば都道府県名、海外であれば国名をご記入
下さい。また、東京都にお住まいの場合は市町村名をご記入下さい。
（都道府県名：

）→東京都内の場合（市区町村名：

海外の場合（国名：

）

）と（使用言語 ：

）

Q２．あなたの性別、年齢を選んで下さい。※それぞれ１つだけ
性別

： １．男性

２．女性

年齢

： １．10 歳未満 ２．10 歳代 ３．20 歳代
６．50 歳代
７．60 歳代 ８．70 歳代

４．30 歳代 ５．40 歳代
９．80 歳以上

Q３．今回の主な来訪の目的は何ですか。
＜来訪の目的＞（ひとつだけ）
１．ビジネス
４．その他（

２．観光・レジャー

３．親族・知人訪問
）

Q４．あなたも含めて、何人で、どなたと一緒の来訪ですか。※子供や乳幼児も含む
２人以上の場合

（

）人

→１．家族
２．カップル
３．友人・知人
５．職場・学校等の団体旅行その他 ６．その他

４．同僚・上司

次ページへお進み下さい（1/3）→

Q５．これまで何回くらい大田区内（羽田・蒲田・大森・馬込地区など）に宿泊されましたか？
大田区での宿泊回数：
（

） 回

Q６．こちらの宿泊施設に何泊されますか。（されましたか。）
今回の来訪での宿泊日数：
（

）泊

Q７．こちらの宿泊施設をお選びになった理由を教えて下さい。
＜宿泊施設＞（複数回答）
１．交通アクセスが充実
４．宿泊料金が安い
７．対応がよい
10．知人・友人からの紹介
13．その他（

２．羽田空港が近いから
３．羽田空港の前泊・後泊
５．Wifi を利用できるため ６．特典がある
８．目的地まで近い
９．周辺の飲食店の食事がよい
11．会社の紹介・指定
12.他の宿泊施設が満室であったため
）

Q８．宿泊した施設を知った情報媒体（ツール）を教えて下さい。
＜情報媒体＞（複数回答）
１．宿泊サイト（名前：
）
２．自治体のホームページ
３．自治体以外のホームページ
４．Face book や Twitter などの SNS（名前：
）
５．パンフレット
６．雑誌・ガイドブック等（名前：
７.テレビ・ラジオ
８．旅行会社からの紹介
９．知人・友人からの紹介
10．その他（
）

）

Q９．今回、来訪した区内の場所と移動に用いた交通機関をご記入下さい。これから来訪する場所につい
ても予定をご記入下さい。
また、大田区に訪れる前後に立ち寄った（立ち寄る予定の）市区町村もしくは都道府県があればそ
の地域・エリア名をご記入ください。
ここに来る前にいた場所

現在地

これから行く予定の場所

居住地

居住地
宿泊施設

もしくは

もしくは

宿泊先

宿泊先

交通機関

交通機関

交通機関

交通機関

交通機関

交通機関

【表】交通機関
①飛行機（羽田空港発着便）
④ＪＲ在来線
⑦貸切バス・観光バス
⑩タクシー・ハイヤー
⑬その他（

②飛行機（羽田空港発着便以外）
⑤私鉄・地下鉄
⑧高速バス
⑪レンタカー
）

③ＪＲ新幹線
⑥モノレール
⑨路線バス
⑫自家用車、社用・公用車

大田区以外に立ち寄る地域・エリアがある場合はご記入ください
ここに来る前にいた地域・エリア

居住地

交通機関

現在地

これから行く予定の地域・エリア

大 田 区

交通機関

交通機関

交通機関

居住地

交通機関

交通機関

※交通機関は上表から選択

次ページへお進み下さい（2/3）→

Q10．今回の来訪で、使う費用（これから使う予定も含めて）を教えて下さい。
１人当たりの費用を、下欄の項目別にご記入下さい。
※ 交通費は高速料金やガソリン代や駐車場代を含め、区外・区内分を分けて記入。ただし、区外・区
内分の内訳が分からない場合は、区外分にご回答下さい。
※ 今回の来訪がパック来訪である場合、費用が区内のみか、区外分を含むかを選択
※ □←表内の回答がグループ合計の場合にはチェック
使用費用

使用費用

①交通費

（区内分）

円 （区外分）

円

②宿泊費

（区内分）

円 （区外分）

円

③土産代

（区内分）

円 （区外分）

円

④飲食費

（区内分）

円 （区外分）

円

⑤入場料

（区内分）

円 （区外分）

円

⑥その他

（区内分）

円 （区外分）

円
円

⑦パック料金

□区内分のみ もしくは □区外分含む

Q11．今回の来訪で、特に印象に残った食事や買い物、良かった場所について教えて下さい。
(１)特に印象に残った食事について教えて下さい。
①食事の品目：
（

）※お寿司､そば､海鮮丼､ﾗｰﾒﾝ など

②店

名：
（

）

③理

由：
（

）

(２)購入した買い物について教えて下さい。
①品

目：
（

）※海苔､お酒､お菓子

②店

名：
（

）

③理

由：
（

など

）

(３)良かった場所について教えて下さい。
①良かった場所：
（
②理

）※多摩川､羽田空港 など

由：
（

）

Q12．今後の大田区の観光への取り組みとしてあればいいものを教えて下さい。
＜観光への要望＞（複数回答）
１．ボランティアガイドの充実

２．観光情報紙・パンフレットの拡充

３．観光ＷＥＢサイトの拡充

４．案内サインの多言語化・ユニバーサルデザイン化

５．Ｗｉ－Ｆｉ等通信環境の整備

６．まちかど観光案内所や情報コーナーの拡充

７．飲食店のベジタリアン・ムスリム対応

８．観光モデルコースの設定

９．観光タクシー

１０．レンタサイクルの仕組み

１１．物産展などのイベント

１２．スタンプラリーなどの参加型イベント

１３．休憩所などの設置

１４．駐車場や駐輪場の整備

１５．その他（具体的に

☆☆

）

調査内容は以上です。ご協力、ありがとうございました。☆☆

調査日

調査箇所

Survey on foreign visitors in Ota City.
Currently, Ota City has been working on its future tourism policy. With the
cooperation of accommodations, this survey is implemented for foreign visitors those
who stayed in accommodations of Ota City. We would like to ask your cooperation to this
survey.
We will give those who answered the survey a gift.
January 2015
Tourism and Internationalization Department Ota City

【Municipality of research】
Tourism and Internationalization Department Ota City
【Company of implementation research and contact information】
KCS Corp. Tokyo Office
TEL: 03-6240-0597
FAX: 03-6240-0598
Mr. Uno, Mr. Kashiwazaki, Miss. Narusawa

Survey on foreign visitors those who stayed in Ota City
Q１．Where do you live? If you live in Japan, please fill in the blank with your prefecture of residence.
If you live outside Japan, please fill in the blank with your country. If you live in Tokyo, please fill
in the blank with your ward/city of your residence.
Japan（Prefecture：

）→I live in Tokyo.（Ward/City：

Outside Japan（Nationality：

）

）and（Language：

）

Q２．Please tell us your information below.
Gender
Age ：

： １．Male

２．Female

１．Under10 ２．10-19 ３．20-29 ４．30-39 ５．40-49
６．50-59
７．60-69 ８．70-79 ９．80 or older

Q３What is your main purpose of this visit?
＜Purpose＞ （Single choice）
１．Business
４．Others（

２．Tourism ,leisure

３．Visiting relatives/acquaintances
）

Q４．How many people and who are you travelling with? ※Including children and infants
More than 2 people, please answer below

（
）people →１．Family ２．Couple ３．Friends/Acquaintances ４．Boss/Co-workers
５．Group tour(school, company) ６．Others

Please go to the next page（1/4）→

Q５． How many times have you stayed in Ota City (Haneda, Kamata, Omori, Magome areas etc…)?
Ota City：
（

）times

Q６．How many nights are you going to/did you stay in this accommodation?
（

）nights

Q７．Please tell us the reason(s) why you chose this accommodation.
＜Accommodation＞（Multiple choices）
１．Good transportation access ２．Close to Haneda airport
３．Staying before going or after arriving at Haneda airport
４．Reasonable price
５．Wifi access ６．Have privilege(s)
７．Good service
８．Close to the destination
９．Close to nice restaurant(s)
10. Recommended by families/friends
11．Arranged/Introduced by the company
12. Other accommodations were full
13．Others（
）
Q８．How did you gain the information about this accommodation?
＜Information media＞（Multiple choices）
１．Accommodation website（Name(s)：
）
２．Municipal website
３．Website except municipal website
４．Social Networking Service(Facebook, twitter etc) (Name(s)：
５．Brochures
６．Magazines and guidebooks（Name(s)：
７. TV, Radio
８．Recommended by the travel agency
９．Recommended by friends/acquaintances
10．Others（
）

）
）

Q９．What transportation did you use during your travel? Also, please fill in the diagram below
including the place(s) you are planning to visit today in Ota-city?
Also, please fill in the blank with the name(s) of areas, cities, wards or prefectures before/after
you visited or (plan to visit) Ota City if you have.
(Inside
Previous locations
Now
Next destinations
The City)
accomm
odation

Your residence
or

Your residence
or

Accommodation

Transportation

Accommodation

Transportation

Transportation

Transportation

Transportation

Transportation

【List】Transportation
① Airplane(Arrival/Departure flights at Haneda airport）
② Airplane(Except arrival/departure flights at Haneda airport）③Shinkansen(Bullet train)
④JR Lines ⑤Trains(except JR)・Subway
⑥Monorail
⑦Chartered bus・Sightseeing bus
⑧Expressway bus
⑨Local bus
⑩Taxi, Hired taxi
⑪Rent a car
⑫Cars(public, company, private)
⑬Others（
）

Please go to the next page（2/4）→

Below the diagram, please fill in the blank with areas or regions you plan to visit except Ota City.
Now

Region(s)/area(s) before visiting here

Region(s)/area(s) you plan to visit

Your

Your

Ota City

residence

Transportation

Transportation

Transportation

residence

Transportation

Transportation

Transportation

※Please select the number(s) to fill in your use of transportation(s) from a list【Transportation】
above.
Q10．Please tell us the expenses you spend/will spend for this visit to Ota City.
Please fill in the chart with per person expenses below.
※ Please fill in “Expenses” (including expressway tolls, gas fees, parking fees) with “Inside the
City” and “Outside the City” separately. If you don’t know your expenses are the inside or outside
of the City, please fill in it with “Outside the City”.
※ If your visit is a group tour, please fill in “Package costs” and check whether the expenses are
only used inside the City or used both inside and outside the City.
※ Please check □if answering this chart as the total amount of your group members.
Expense
Expense
（Outside the City）
⑧ Transportation （Inside the City）
fees

Yen

⑨ Accommodation
fees

（Inside the City）

⑩ Souvenirs fees

（Inside the City）

⑪ Food and
beverages fees

（Inside the City）

⑫ Admission fees

（Inside the City）

⑬ Other fees

Yen
（Outside the City）

Yen
Yen

Yen
（Outside the City）

Yen

（Outside the City）

Yen
Yen

（Inside the City）

Yen
（Outside the City）

Yen

（Outside the City）

Yen

Yen
Yen

⑭ Package costs

□Only inside the City

or

□Both inside and outside the City

Q11．Please tell us food, shopping item(s) and nice place(s) that impressed you in particular during
your visit this time in Ota City.
(１)Food
①Name(s) of food item(s) ：
（

）

※Sushi, noodles, bowls of rice topped with Sashimi, Ramen etc…

②Name(s) of restaurant(s)

：
（

）

③Reason(s)：

Please go to the next page（3/4）→

(２)Shopping item(s) you purchased
①Name(s) of item(s)：
（
②Name(s) of store(s)：
（
③Reason(s)：
（

）※Seaweed, Alcohols, Cakes etc…
）
）

(３) Nice place(s) you have been to
①Name(s) of place(s)：
（

）※Tama River, Haneda Airport etc…

②Reason(s)：
（

）

Q12．Please tell us what measures you think is/are effective for future Ota City’s tourism.
＜Request for Ota City’s tourism＞（Multiple choices）
１．Enhancement of the volunteer guide
２．Enhancement of tourist newspapers and brochures
３．Enhancement of tourist website
４．Additional multiple languages and a universal design for information signs
５．Improvement of Wifi and other communication environment
６．Enlargement of tourist information centers and information corners
７. Correspondence of restaurants for vegetarians and Muslims
８．Setting the recommending routes for tourists to select
９．Sightseeing Taxis
１０. System of Rental bikes
１１．Events(exhibitions of local products etc.)
１２．Participation type events for tourists (an event with collecting stamps etc.)
１３．Setting the rest stations
１４．Infrastructure of parking cars and bikes
１５．Others（Please tell us specifically：

☆☆

)

Thank you very much for your cooperation! ☆☆

調査日

調査員箇所

平成 26 年度

観光統計・マーケティング調査
報告書
平成 27 年３月発行

大田区 観光・国際都市部 観光課
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目 13 番 14 号
TEL：5744-1322 FAX：5744-1323

