
2022.11.30 世界水泳おもてなし店舗 事務局

■ 基本のこと

■ 事前に準備・注意すべきこと

■ 入店してからのおもてなし対応実践

■ POPを使ったおもてなし対応

■ お役立ち情報
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はじめに

日本の水際対策の緩和により、世界からの旅行者が増えています。

ご自分の店舗に訪れる旅行者への対応の準備はできていますか。

今回は、実践的、具体的な接客対応を説明します。

皆さんで一体となって、満足度をアップし、福岡ファンを作りましょう。
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withコロナafterコロナで変わる旅

エコやリサイクル、地域の素材、食材を使っているか、特に欧米豪系は気にして選んでいます。

みなさんの対応がみられています。

密を避けて「清潔」「安全安心」を求める →団体旅行が減少

旅行者は準備万端、存分に楽しむつもりです。消費したくなる体験を提供しましょう

業務関連や、前後に仕事を入れるワーケーションも増えています。福岡市もワーケーションを促進

コロナ禍の影響で健康志向が高まったことにより、世界的にベジタリアンが増加

お店探しから、翻訳、通訳、カード決済、口コミ拡散まで、スマホで行います
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まずこれを心に留めてください

外国人であろうと日本人であろうと

求めていることは同じです。

特に、欧米豪からの旅行者は、10時間〜1日以上の

長い時間をかけて日本にやってきて、

じっくり楽しむ気満々でいます。

いつもと同じおもてなしの心で対応しましょう！
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外国人旅行者への対応は基本的に日本人と変わりません

相手は日本の文化を楽しみに旅行にきています。

完璧な言語対応を求めているわけではありません。配慮(英語メニューの用意等)は必要です。

無視をされていると感じさせないよう、日本語でいいから声かけを

ex) 満席のとき、日本語でもいいから声かけを

一生懸命さは伝わります。面倒に思っていることも伝わります。

自分が海外に行ったときのことを思い出してみましょう。

料理の食べ方、作法などわからないことは伝えていきましょう。
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欧米豪 傾向と動向

◯日本全国を旅する場合は１週間以上、２週間ほどの旅が多い。九州へはそのうちの３日程度の傾向。

◯韓国や各地からの乗継便で福岡へ入る場合もあるが、多くは国内線で関東、関西などから入ってくる。新幹線などで

博多駅から入る旅行者も少なくない。

◯個人旅行者の割合が高く、90％以上。自分たちで航空券や宿を手配して訪日する。

団体旅行はシニア層が多く、世界水泳などのスポーツイベントの参加者は年齢層が幅広い。

◯アルコールを飲むのが好きな人が多い。昼間から飲む傾向も。存分におすすめを

◯アレルギーや宗教上などの理由で食べられないもの、食べるものを避けるものが多様にある。

ベジタリアン、ヴィ-ガンの増加。グルテンフリー、ハラールなど。人によるが、生もの(活き造りも)が苦手な人も多い。

◯ゆっくり食事を楽しむ傾向にある。注文もゆっくり。

◯ナイフやフォークの準備があると喜ばれる（箸を上手に使える、使いたい人もいます）

◯正座が苦手な方も多い。靴を脱ぐのも嫌う、テーブル席が好かれる。
◯ゆったりと旅をし、一つのスポットにゆっくりする。
◯自然の豊かなところを好み、歩く距離も長い傾向にある。公共交通機関での移動も多い。
◯近年はレンタカー、キャンピングカーを利用する人も増加
◯城、日本庭園、寺社仏閣など日本的な文化に高い関心を持っている傾向。
◯体験プログラムを好む。工房見学や着物体験、茶道、座禅体験など

◯ショッピングでは、一点豪華主義でお金を使うときには使うが、興味がないものには 見向きもしない。

一般的には日本的なものが人気がある(伝統工芸品、着物、箸、日本の絵が描いてるものなど)

◯アニメやゲームなど日本のポップカルチャーに関心が高い若者層も多い。 7
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気をつけたいポイント①
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面倒くさがらずに、相手が何を求めているのかきいていきましょう。また、食については

宗教上の理由やアレルギーなど検討したうえで できないことはできないと伝えましょう。

何を買っていいか、選んだらいいかわからないという人も多いです。

人気ランキングや自分のおすすめを伝えていきましょう。

おすすめのメニューは写真付きで、よくきかれることはPOPなどで表記を。旅行者には、

名物を組み合わせたセットメニューをおすすめ商品にすることで単価をあげることもできます。

物販もまとめ買いや免税額程度(5千円〜50万円)のセットで促進

税別の場合、料金表示より高くなっている印象を持ちます。＋Taxなどの表記を



気をつけたいポイント②

「試食」や「試飲」をすすめるときに、「サービス」と言っていませんか。

英語で「無料」は「フリー」です。その他「バイキング」→「ビュッフェ」など

●和製英語
誤 正

ペットボトル Pet bottle Plastic bottle

アメリカン･ドッグ American dog Corn dog

●ローマ字に置き換えただけ

公園 Kōen Park

資料館 Shiryokan Museum

●単純翻訳

きつねうどん Fox noodle Noodles in soup with fried bean curd

豚汁 Pork soup Miso soup with pork and vegetables
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各国別食で気をつけたいこと

「注文していない料理が出てくる」「料金に含まれているのでクレームを出した」という事例もよくあります。対策として

①外国人旅行者には「付き出し」を出さない ②テーブルチャージと説明する。この２つを選択する店舗が多いです

※POPで英語にて説明書き

⑤
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食の多様性への対応と捉え方について
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食の多様性への対応することのメリット①

※但し、「サラダ」だけ、とかでは満足度が低くなるので注意

メニュー、販売企業情報も
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食の多様性への対応することのメリット②
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ハラール商品の一例

販売企業：株式会社二宮

＜公式サイト＞
https://www.ninomiyacorp.co.jp/
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例：飲食店の場合 外観での紹介

人気ランキング

１５



例：飲食の場合 外観でひきつける①

１６



例：飲食の場合 外観でひきつける②

１７



例：飲食の場合 外観でひきつける③

タイ、バンコクにて欧米豪
の旅行者に向けて 19



例：歓迎の気持ちを表そう

１９



例：さらに楽しんでいただくために

自分たちでできる体験プログラムを考えてみる！

例えば
◯利き酒体験

◯料理教室

２０



ちょっとの工夫で外国人旅行者を入店、飲食へ

カードが使用可

のマークがある

WELCOME

多言語メニューを

店先へ

アイコンや

ピクトグラムに

よる表示

人気メニュー

ランキングで迷わず

選べるように

撮影OKで

SNS発信

促進

美味しい味を

お土産に

※事務局より希望店舗には

共通アイコンの提供あり

※物販には免税が

Googleビジネスプロフィール (旧Googleマイビジネス)の登録もマストです！
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外国人旅行者への接客のポイント

アジア圏の旅行者は「お得」が大好きですが、欧米豪の旅行者も「お得」は嬉しいもの。ただ、欧米豪の旅行者

は「気に入ったものは購入するが、それ以外は見向きもしない」傾向があります。中国や東アジアに比べて、お

土産文化もありません。「（5,000円以上の）免税セット」を作る、２つ買うと◯％引きなどの割引ができるときは、

POPなどでしっかり伝えましょう。

「日本製」に加え、「人気No1、2、3」といったランキングは、何を買っていいかわからない外国人旅行者にと

って、商品に注目するきっかけになります。圏外の日本人にとってもたくさんある商品の中で参考になります。

「Recommande」「New」などのPOPを利用して、おすすめしましょう。

「○○円以上だったら、クレジットカード利用できる」といった条件は、わかりやすく明示しましょう。決済端末もどんどん出てきています。

フレーズは魅力的。
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例：商品をどんなものかを適切に説明

２３



例：お得なパック、お得システムを作成、単価をアップ

中身がわかる福袋に、購入するとプレゼント

されるスーツケース

化粧品で5000円に

なるようにパック

2個目購入の帽子

半額に！ 25



日本製でなくても「Designed by ◯◯◯」「produced by Japan」と
日本クオリティであることをアピール

例：POPで「日本製」「地域オリジナル」をアピール

２５



例：店頭ディスプレイで「日本製」をアピール

銀座のショッピング施設にてディスプレイと掲示
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例：売上を促進するのはちょっとした工夫から

２７



例： 「おすすめ」の仕方の工夫

デザインを損なわず
に上手にアピール
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例： 店頭の表記の工夫

２９



例：店頭での決済の表記、カード利用での促進

■カードが使えると安心して入店できる
売上促進につながる

外観で表記、店内の目立つところでPOP
など「◯◯◯円以上」という規定があれ
ばわかりやすく、表記がない場合は「使
えない」と思いがち
中国人は銀聯カードからモバイル決済ア
リペイ、wechatpay(ウィチャットペイ)

３０



ちょっとの工夫で外国人旅行者を入店、購入へ

カードが使用可

のマークがある

免税

ＴＡＸＦＲＥＥ

のマーク

わかりやすい

ＰＯＰ、メニュー
日本製、おすすめ

地域限定や

季節限定

撮影をOKで

SNS発信促進

お得なパックで

単価アップ

Googleビジネスプロフィール (旧Googleマイビジネス)の登録もマストです！
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接客の流れ 飲食 ①呼びかけ 案内

欢 临

・Sorry, It’s full「申し訳ございません。ただ今満席です。」

・１０minutes wait OK？「10分お待ちいただけますか？」

・By yourself？「お一人様ですか？」

・Two？「2名様ですか？」

・Four of you？「4名様ですか?」
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接客の流れ 飲食②入店〜注文

《外国人の注文の仕方》

・I’ d like to have…

・Can I have…

・This one please．
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飲食 トラブル例と対応策
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飲食対策例：外国語のPOP
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飲食対策例：自分で食材を選べるチェックシート

アメリカ人が多い長崎県・佐世保市のバーガーショップ
ヴィーガンバーガーは、英語のメニューはなく、
下記のチェックシートと写真をみながら、自分のバーガーを作る

３８



接客の流れ 物販① 呼び込み～入店
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接客の流れ 物販② 接客からクロージングへ
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物販 トラブル例と対応策
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物販対策例：写真を撮っていい場所を用意
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免税店であることを入る前にわかるように
「SALE」や「お得」は日本人にもわかりやすい形でOK!

物販対策例：免税店であることやお得をPR
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物販対策例：支払いのルール指差し確認
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トラブル回避のピクトグラム例
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トラブル回避のアイコン例
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飲食店 アイコンで説明するPOP使った接客対応

49

世界水泳おもてなし店舗でご希望の店
舗様には、おすすめメニュー3つまでの
英語版POPがサービスで付いています
👍 ※物販の方も同じく！
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物販 写真で説明するPOPを使った接客対応

ソウルの伝統家屋の中にショップやレストランが軒を連ねる益善洞で
韓服を新しいアレンジで販売している店で

英語でのアンケート e-mailアドレスを書き込む用
紙もわたされ、記入するとプレゼントをもらえる

４９



物販 呼びかけPOPを使った接客対応

タイムセールなどは、日本語で呼びかけ、外国人向けの説明は手元で

５０



物販 ゲストへの注意POPを使った接客対応

ゲストへの注意はアイコンやイラストをそえて

５１



POPやツールのまとめ①

メニュー メニューを外国語で表記し、写真も添えてわかりやすくする

POPやポスターなどの

掲示物
商品名やその説明を外国語にして掲示する

指差し会話集
内容を表すイラストとその国の言語を指差して接客できる

シートや小冊子

翻訳アプリ

テキストや音声を翻訳できるアプリ、カメラで写した文字を

翻訳できるアプリなどをタブレットやスマホにインストール

しておいて使用する

コールセンター

通訳ができるオペレーターにつながり、電話を通して

外国人観光客に対応できる

※ふくおかよかとこコールセンター24時間

TEL:092-687-4961

パンフレットや

マニュアルなどの配布物
日本語のパンフレットを外国語に翻訳して配布する
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POPやツールのまとめ②

正確な意思疎通のために店員用接客ツールや
外国人お客さま用コミュニケーションツールを活用
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POPやツールのまとめ③

タブレットやスマホの翻訳アプリでコミュニケーション

56



57



【受入環境整備】多言語対応のために
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【受入環境整備】多言語対応のツール
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POPや表示お助けサイト、接客を勉強する動画も
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観光庁地域の観光人材のインバウンド対応能力強化研修
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新型コロナウイルス感染症対策等を伝えるピクトグラム
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集客につながるプロモーション
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訪日外国人旅行者の動向早見表

欧米豪 天ぷら
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訪日外国人旅行者の動向早見表旅行の参考にする情報源

欧米豪

67


