
6

37%
17

19

21

5

9

4

Hong Kong SAR*

Japan*

Thailand*

Cambodia

Laos

Myanmar

Local tour guide

Path to Purchase
Travelers Purchasing Ivory Outside of Mainland China

Travelers planning to buy 
Ivory before trip
Base: All Travelers (%)

Travelers to Whom 
Visiting Ivory Shops 
was Suggested
Base: All Travelers (%)

1

11% 22%
Where travelers found 
information on buying ivory

Online
61%

From people I know
59%

Tour guide company
51%

Who suggested it

Staff at tourist 
information center

Staff from 
accommodation / 
Chinese tour guide

60%

30%

┼A typical buyer profile indicates the demographics that are 
more likely to be represented.

Why travelers believe ivory is real

 Shop provides authenticating documents (47%)
 Shop was recommended (26%)
 Travelers claim to identify products (24%)

Typical Buyer profile ┼

Age: 25-34

Education: High 
(University or above)

Income: High
(RMB 40K-60K per month)

Gender: Female

Travel: Frequent^

2

3 4

Travelers visiting an 
Ivory Shop
Base: All Travelers (%)

24%

57%
of the sellers speak Chinese 

Estimated Travelers 
buying an Ivory Product
Base: All Travelers (%)6.8%

^Travel outside Mainland China four times per year or more.

Planned to Buy Ivory 
Prior to Trip (%)

Average spend: RMB 5,997

Popular items: Pendants, sculptures, necklaces

*Note: Ivory purchase is legal under certain circumstances 
in Hong Kong SAR, Japan and Thailand

渡航前に象牙の購入を
検討していた
中国人旅行者の割合
ｎ＝3011

象牙購入について
情報の収集方法

オンライン

ツアー会社

知人

象牙購入を検討した
旅行者の地域別割合（％）

香港*

日本*

タイ*

カンボジア

ラオス

ミャンマー

*香港、日本、タイでは象牙の購入が合法である

象牙販売店に訪れた
中国人旅行者の割合
ｎ＝3011

象牙の真贋について
✓店側が証明する書類を提供（47％）
✓販売者が本物と言及（26％）
✓購入者が自身で識別（24％）

中国語を話す販売員がいた割合

旅行中に象牙を購入した
中国人旅行者の推定値
ｎ＝3011

人気の象牙製品：ペンダント、彫刻品、ネックレス

*購入者の特徴は、回答結果の統計より代表的な層を導いたもの
**中国本土以外への旅行回数が年4回以上

購入価格の平均：95,000円
旅行する頻度：頻繁**

年齢：25－34歳

年収：高

教養：高（大学卒業以上）性別：女性

象牙購入者の特徴*

象牙販売店への訪問に
第3者から助言を受けた
中国人旅行者の割合
ｎ＝3011

助言したのは、

現地のツアーガイド

情報センターのスタッフ

宿泊先のスタッフ／
中国人ツアーガイド

中国人旅行者による
海外での象牙購入に関する意識調査

調査期間：2019年8月～2020年1月
過去3年間の旅行経験についての意識調査（中国本土在住者）
対象国／地域：カンボジア、香港、日本、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム

『Beyond the Ivory Ban: Research on Chinese Travelers While Abroad』より抜粋（日本語翻訳版）
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Destination Snapshot on Purchasing Ivory – Japan

19

58

18
5 No Chinese

Did not interact

Some Chinese

Fluent Chinese

Before Purchase

Local tour guides
(61%)

Did you plan to buy ivory before your trip?

19%
Did you visit a shop / market that sold ivory?

36%
Did anyone suggest visiting a shop that 
sold ivory while you were traveling? 

36% Staff at tourist 
information center

(38%)

Did any of the sellers of ivory speak Chinese?
(n=250) (%)

Who suggested visiting as shop to you?

After Purchase

11

28

26

35
Illegal

I don't know

Only small pieces
are legal
Legal

The incidence rate for ivory purchase while 
traveling in Japan was estimated at:

12.0%
Average spend on ivory 

(RMB) (n=125) ¥6,598
How did this person bring these wildlife products back into China?
(n=134)

Is it legal to buy ivory in this destination? (%)

By plane (35%) Mail (sent by shop) (32%) Mail (sent by person buying) (10%)

Typical Japan 
Traveler Profile*
(n=422)

Age: 25-34 (34%)

Gender: Female (54%)

Income: Middle to high (RMB 8,000 
or more per month) (87%)

Education: High^ (83%)

Trip arrangement: Independent 
(49%)

*A typical traveler profile indicates the demographics that are more likely to be represented. 
^ University or above

象牙購入が想定される地域の概況－日本

日本への旅行者の
特徴*（ｎ=422)

年齢：25～34歳（３５％） 　  　　　教養レベル：高**（83％）

性別：女性（54％）　　　 　　　　旅行の形態：個人旅行（49％）

収入：中～高（87％）

購入前
渡航前に日本での象牙購入について検討していた

日本を旅行中に象牙販売店に訪れた

日本を旅行中に象牙の購入について
第3者から助言を受けた

象牙の販売者は中国語を話しましたか？

いいえ

通じなかった

少し

流暢だった

象牙販売店訪問について提案したのは誰ですか？

現地ツアーガイド 情報センターの
スタッフ

購入後

日本を旅行中に象牙を購入した
中国人旅行者の推定値

購入価格の平均
（ｎ＝125）

日本での象牙購入は合法ですか？ （％）

違法

わからない

小さなモノなら合法

合法

野生生物製品どのように中国に持ち帰りますか？
（ｎ＝134）

飛行機 郵便（購入者が自分で送付）郵便（お店から送付）

104,440円

*旅行者の特徴は、回答結果の統計より代表的な層を導いたもの
**大学卒業以上

『Beyond the Ivory Ban: Research on Chinese Travelers While Abroad』より抜粋（日本語翻訳版）


