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はじめに

新型コロナウイルス感染症の影響により、観光需要も様変わりしましたが、
徐々に観光業も動き始めています。

そこで、本セミナーでは、世界水泳などの国際大会はもちろん、来たるべく
観光需要に備え、事前に準備するべき基本的なことをお伝えします。

旅行者を取り込んで売上アップに繋げましょう。

基本のこと

これからの売上を左右するのは
観光客、事前に準備をしておこう！
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withコロナafterコロナで変わる旅基本のこと

①個人旅行が進展、少人数のプライベートツアーが増加
　密を避けて「清潔」「安心安全」を求める　→団体旅行が減少

②1回の旅の価値が向上
　今回来福する旅行者は、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

③旅はより滞在型へ
　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

④食を中心に「多様性」がキーポイント
　コロナ禍の影響もあり、世界的にベジタリアンが増加。

⑤スマホファースト、デジタル化が当たり前に
　お店探しから、翻訳、通訳、決済、口コミ拡散まで、スマホで行います

⑥「持続可能（サスティナブル）」な視点が重要！
　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。
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まずこれを心に留めてください

旅の感動 本質は変わらない
みなさんの対応が

福岡の印象を決めます
普通の暮らしぶりを楽しみたい旅行者

地元の人との交流を求めている
あなたと触れ合うことで「福岡」が好きになる

みなさんは世界のファンを作る「福岡の観光大使」

基本のこと
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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基本のこと

①特別扱いは必要ありません。いつもの接客と笑顔で
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。配慮は必要です。

③外国人は日本での習慣やルール、マナーは知らないと
　思って対応を

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。

④自分たちの魅力や商品を自信をもってすすめましょう。

②言葉は通じなくても対応する気持ちは伝わるもの
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。
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外国人旅行者へ一般的にNGなことは基本のこと

①子どもの頭をさわること
世界の多くの国では、「子どもの頭には精霊が宿る」などと信じられています。「かわいい」という気持ちから触る日本の感覚と
はまったく違うのでご注意を。絶対にしないようにしましょう。

③日本語で悪口などを言わない。
日本にくる旅行者は、日本好きが多く意外に日本語を理解している人も多いものです。「わからないだろう」とスタッフ同士が
困ったことなど日本語で話していませんか。たとえ日本語がわからないとしても、その場の雰囲気は伝わりますので、慎重に！

④禁煙、分煙に敏感
「パブリックな場所では禁煙」という国も増えてきました。
禁煙か喫煙かについてはわかりやすく表記し、入店の際に最初に確認しましょう。

②「OK」 「ピース」などのハンドサインは国によって侮辱や
　揶揄などを意味する。不用意にあまり使わない方がよい

例えば「OK」のサインはフランス人にとっては「役に立たない」などの意味で失礼にあたります。日本人がよくする「ピース
サイン」も（手のひらがピースをする側に向いていると）、イギリスやオーストラリアでは、侮辱や揶揄を意味します。必要が
なければ、あえて指でいろんな形を示すハンドサインをしない方がいいでしょう。
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接客する側が気をつけたいポイント基本のこと

（1）試着や試食（※コロナの状況による）は積極的に！
　  おすすめを伝えていきましょう。

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。

（2）どの国の人も質問や要望を伝えてきます。
　  値段交渉などできることは対応し、無理な場合はきっぱりと伝えて

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で検討したうえで
できないことはできないと伝えましょう。

（3）写真付メニューやPOP、指差しを活用して
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のセットで促進

（4）できるだけ税込表示（総額表示）を。
　  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

（5）和製英語に注意！
　  「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
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各国別食で気をつけたいこと飲食店向け

①「付き出し」は要注意

②欧米豪の旅行者はアルコールを存分に楽しむ人が多いのでご準備を。
　また、一般的にメニュー選びに時間をかけます。

③欧米系だけでなく、ベジタリアンは世界各地で増えています。その内容も人によりさま
　ざま。また、台湾人は約10％ほどがベジタリアン（素食家）といわれています。

④イスラム教徒であるムスリムが食べられないものは、「豚肉、アルコール」

⑤日本旅行の経験値にもよりますが、刺身、イカの活き造りや馬刺し、生卵など
　生ものが苦手な人も少なくありません。焼く、揚げるなど代わりの提案をしてあげましょう。

⑥中華圏の旅行者は、冷たい水よりも温かいお茶やお湯を好む傾向があります。

「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　「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
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ちょっとの工夫で外国人旅行者を入店、飲食へ飲食店向け

カード利用可
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
（免税も）
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店先に多言語メニューやお得を設置して店内へ誘導飲食店向け

写真もあわせてみせて入店へ誘導
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メニューの作り方飲食店向け

飲食店での対応は　農林水産省　飲食事業者のためのインバウンド対応ガイドブック
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/inbound30.html

メニューの作り方
❶写真
おすすめするコース、メニューを大きく。

❷料理名（＋説明）
日本語でのメニューの呼び名も入れる　
どんな味か、日本語を忠実に訳すのではなく

❹材料
素材は重要な情報。イラストやアイコンで表示

❺食べ方
日本では当たり前と思っていても、わからないことが多い。

❻通し番号
注文しやすいように、番号やアルファベットを入れて。

❸アレルギー表示

※できるだけ総額表示で　※「付き出し」のシステム
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接客の流れ　飲食 ①呼びかけ 案内
一見したところ、日本人と区別がつかないお客様も多いです。
特別扱いを望まない外国人旅行者も多いので「いらっしゃいませ」「こんにちは」と声掛けしましょう。
外国人のお客様と明らかにわかれば「Hello！」と声をかけてもいいです。

いらっしゃいませこんにちは
Hello！（ヘロゥ）

●中華圏の方につけくわえると
欢迎光临！
（ホァイングアンリン）
いらっしゃいませ

●外国人のお客様とわかったら

How many？（ハウメニ？）
「何名様ですか？」

●多言語のメニューがあったら

Where are you from？（ホェア アーユウ フロム？）
「どちらのご出身ですか？」

Sure!（シュア）
「承知しました」

・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?」

・Sorry, It’s full 「申し訳ございません。ただ今満席です。」
・１０ minutes wait OK？ 「10分お待ちいただけますか？」

你好
（ニーハオ）
こんにちは

飲食店向け

A party of ４
「4名です」

No problem「問題ないです」
That ‘ｓ fine「大丈夫です」
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接客の流れ　飲食 ②入店～注文飲食店向け

I’ll show you．（アイウ・ショウ・ユー） 「ご案内いたします」
This way please．（ディス・ウェイ・プリーズ） 「こちらでございます」

Are you ready to order?（アー・ユー・レディ・トゥ・オーダー？） 「ご注文はお決まりですか？」

Any drink?（エニィ・ジュリンク？） 「お飲み物をお伺いいたします」

Any food?（エニィ・フード？） 「お食事をお伺いいたします」

Certainly　sir（サートゥンリー・スァー？） 「お食事をお伺いいたします」

●おすすめを聞かれたら

I personally recommend this and this！（アイ・パーソナリー・レコメンッ・ディス・エン・ディス）
「私個人的には、これとこれがお薦めです」
I love（like）this! 個人的なおすすめを待っています

Please　try　it！（プリーズ・チュライイッ） 「食べて（飲んで）みてください！」

《外国人の注文の仕方》
・I’ d like to have…
・Can I have…
・This one please．
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外国人旅行者への接客のポイント物販向け

■外国人には積極的に。
　外国人旅行者は、地元の人とコミュニケーションを楽しみたいと思っています。
　最初の呼びかけは日本語で「こんにちは」「いらっしゃいませ」で
一般的に中国人は積極的に接客すると喜ばれるといわれています。外国人旅行者は日本文化を楽しみたいと思っているので、相手の言
語でスマートに話す必要はありません。慣れてきたり、コミュニケーションが深まってきたら「ありがとう」などを相手の国の言葉でいうと
喜ばれます。

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

■試着やお試し、おすすめ商品（メニュー）積極的にすすめて！
　まとめ買いをおすすめしましょう

■日本人に人気がある商品、Newアイテムをおすすめしましょう

旅行者はお土産や、ショッピングをしたいと思ってきています。さらにお気に入りの商品が見つかったらまとめて買っていこう」という心理が働きます。

片言でいいので、積極的にすすめましょう。

自分が旅行に行ったときのことを思い出してください。

「家族やお友達にいかが」と親しい人の分をすすめてみる
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外国人旅行者への接客のポイント物販向け

■クレジットカード、キャッシュレス決済を利用しやすく！

「○○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。

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。

■地元限定「ここしかない」「この季節しかない」限定感をアピール

■お得は嬉しい！ 割引や免税ははっきりと明示して

「日本限定」などのここだけしかない限定感

深い旅行を楽しむ旅行者には、「地元の食材を使った」「このエリアでこの時期にしか入手できない」という
フレーズは魅力的

欧米豪系をはじめ、外国人が一般的に利用しているのがクレジットカード。
日本人にとっても必須のものになっています。
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ちょっとの工夫で外国人旅行者を入店、購入へ

カード利用可
カードが使用可
のマークがある

免税
ＴＡＸ ＦＲＥＥ
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
お土産購入
SNS発信促進

お得なパックで
単価アップ

物販向け
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人気ランキングは、日本人旅行者にも有効

お土産食品や同一品種の中で特に有効

物販向け
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お得なパック、お得システムを作成して、単価をアップ

免税店の場合は免税パック、そうでない場合はよく売れる商品をまとめて販売

物販向け

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！
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接客の流れ　物販① 呼び込み～入店
「SALE」などの呼び込みは、日本語で元気よく。英語や多言語でわかりやすいPOPを手に持つといいでしょう。

一見したところ、日本人と区別がつかないお客様も多いです。
特別扱いを望まない外国人旅行者も多いので「いらっしゃいませ」と声掛けしましょう。
外国人のお客様と明らかにわかれば「Hello！」と声をかけてもいいです。

物販向け

いらっしゃいませ
Hello！（ヘロゥ）

Have a look! 
見ていってくださいね！
Come in
お入りください

●中華圏の方だとわかれば

欢迎光临！
（ホァイングアンリン）
いらっしゃいませ

你好
（ニーハオン）
こんにちは

●外国人のお客様とわかったら

May I help you? （メイアイ　ヘルプ　ユー）
何かお手伝いしましょうか。
Looking for anything? （ルッキングフォエニティング）
何かお探しですか

●お客様が何かお探しのようだったら
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接客の流れ　物販② 接客からクロージングへ
「積極的におすすめする」「試着をさせる」など十分お客様に商品を試してもらうと売上アップにつながるのは経験されて
いると思います。ここでは最後の一押しと会計までの流れをチェックしましょう。

物販向け

How about this?　 （ハゥアバウディス）
いかがですか。

Thank you! （テンキュー） ありがとうございます
Anything else? （エニティンエルス） ほかにありませんか

●商品を手にとっている、鏡でみているなど

●最後に確認＆一押し

「かわいい」「お似合いです」※日本語で通じる場合も多いです。
通常では　It looks on you.（イッルックスオンユー）

很漂亮（ヘン　ピャオリャン） かわいいですね
中国の方で年齢を問わず使えるのは
看起来很适合您（カン チ ライ ヘン ス オ ニン） お似合いです

I take it（アイ テイク イッ）　
Can I have this（キャナイハブディス）
これをください

That’s all for now.
（ダッツ　オーフォーナウ）
これくらいにします

●試着後など 若い女性や日本旅行に慣れていそうな方には

中国、中華圏の若い女性の方であれば
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世界水泳おもてなし店舗の皆さ
まには、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¢

【受入環境整備】多言語対応のためにお役立ち情報

①24時間多言語コールセンター
「ふくおかよかとこコールセンター」事業者が24時間利用できる

②おすすめやメニューは翻訳を
メニューなどおすすめする内容は、できれば翻訳会社に依頼を。
日本語1文字15円～程度です

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yokatoko-callcenter.html
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【受入環境整備】多言語対応のツールお役立ち情報

③ツールを使った翻訳
言葉の壁、特に対面でのコミュニケーションはさまざまなツールを利用
（１）Google 翻訳　かざすだけでメニューを読み取ることができる
　翻訳機能もあります

Google翻訳　をアプリでダウンロード

カメラ入力を選択
読み取りたいところ
にあわせる

実際に、店舗のメニュー表に
かざし体験してみましょう♪

実践
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実際に、スマホを使い
体験してみましょう♪

お役立ち情報

（２）Voicetra
経済産業省もおすすめしているアプリ。
マイク機能で話した日本語を
英語や他言語で表示します。

voicetra.nict.go.jp/index.html

●優れた機能
B逆翻訳
B入力文の再編集

●話すときの注意点
ó大きな声で
óゆっくりと
óハッキリと
óなるべくマイクに近づけて…
　B周囲の雑音を拾わないように
　B飛沫防止にも注意！
ó話している間だけマイクをONにする…
　B会話に関係ない前後の音声が入らないように

実践
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お役立ち情報 POPや表示お助けサイト、接客を勉強する動画も

⑤小売業の多言語対応HP https://welcome.japan-retail.or.jp/
「小売店・商店街」で役立つ表示や接客について無料で利用できる

◯店頭表示
https://welcome.japan-retail.or.jp/guideline/shop/

◯接客用語と動画
https://welcome.japan-retail.or.jp/guideline/communication/
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お役立ち情報 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」

「オンデマンド動画教材」の無料視聴と「研修テキスト」の
無料ダウンロード公式フォーマット:　https://inboundkenshu.com/
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お役立ち情報 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

JNTO（日本政府観光局）が制作　店頭で掲示できる　15言語で
・ 公式フォーマット: 
https://www.jnto.go.jp /jpn /downloads /Official_Format_COVID19.zip
・ 個別のピクトグラム: 
https://www.jnto.go.jp /jpn /downloads /pictogram_COVID19.zip
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お役立ち情報 外国人に対する災害情報　アプリ

Safety Tips for Travelers
(日本語、 インドネシア語、 カンボジア語、 スペイン語、 タイ語、 ネパール語、 ビルマ語、 フィリピン語、 ベ
トナム語、 ポルトガル語、 モンゴル語、 簡体字中国語、 繁体字中国語、 英語、 韓国語)地震、大雨、噴火、
熱中症、医療機関情報など（スマートフォンにインストール可能：無料）
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お役立ち情報 集客につながるプロモーション

日本人にも有効！ 既存のプラットフォームに登録
ターゲットにあわせて、WebやSNSに登録＆情報更新を

無料プラン
有料プラン 有り

①GoogleMAP（日本語、英語）登録

②口コミサイト ③SNS

④各種予約サイト
（右は体験予約）

世界水泳
おもてなし店舗申請店には

サポート付
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日本人も参考にする旅行先の
口コミサイト。商業施設や飲食
店の口コミが投稿され、50か
国の言語でみることができる

お役立ち情報 トリップアドバイザーの有効な活用
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欧米豪　傾向と動向旅行者傾向

◯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日程度の場合も多い。
◯福岡空港の直行便は夏季のフィンランド航空のみ（2022年は運航休止）。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、各市場で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、ラグビーワールドカップなどのスポーツイベントの参加者は幅広い。

【旅行傾向】

◯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、ヴィーガンの増加。グルテンフリーなど。人によるが、生ものが苦手な人も多い。
◯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。

【食の傾向】

◯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。

【嗜好性】
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訪日外国人旅行者の動向早見表　各国の傾向旅行者傾向

国

韓国 ●短い旅行が好きー2泊3日の週末旅行　日本のちょっとした「非日常」を楽しむ
●旅のテーマは「癒し」、昔は「温泉」、今は「グルメ」、北部九州は国内旅行感覚
●レンタカー利用も多い。　●和食、日本のビール、酒に興味がある
●手軽な体験、日本人に人気があるもの　
●若い女性はカフェや「インスタ映え」重視

肉料理
（とんかつ、ハンバーグ）

寿司、ラーメン、
カフェ

ラーメン
肉料理
フルーツ

ラーメン
寿司、

肉料理（和牛）
魚料理

寿司、刺し身、天日ら
鉄板焼

ラーメンなど

ラーメン
魚料理

（訪日の経験値の違いにより、
ナマの刺し身など食べられない人も多い）

●日本ならではの四季、自然の風景、文化体験を求める
●テーマがある旅、日本、そのエリアでしかできないことを体験ーフルーツ狩
●温泉旅館の和食、ラーメン、刺し身、寿司、お菓子  が好き
●4泊以上の周遊旅行　●サイクリングも人気

●日本をよく知るリピーターが多く、穴場を探している
●レンタカー利用も多い　●4泊～6泊程度の周遊旅行
●フルーツ狩りなどの体験も好き
●ショッピングにもこだわり。

●日本ならではの自然風景、文化が好き　●日本には一週間程度の旅行
●お土産文化がある
●日本ならではの体験がしたいと思っている
●wechatpay や Alipay などモバイルでの電子決済に慣れている

●日本の伝統文化に興味を持っている城や寺社仏閣、建築が好き
●日本食に関心がある
●日本には1週間以上の長い旅行が多い
●アルコールを飲む人が多く、消費量も多い

台湾

香港

中国

欧米

一番好きな食べもの好きなポイント
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お役立ち情報 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
主要国

韓国 検索サイトは「Google」と「Naver」
「Naver」で検索すると　個人のブログが上位にあがってくる。
SNSは、韓国独自の「カカオトーク」が人気。
若者に「インスタグラム」の人気が高い！ Youtubeも参考に
自治体や日本政府観光局のHPはあまり参考にしない。

個人のブログ
SNS

SNS
自国の親族、知人

個人のブログ
SNS

口コミサイト「Trip Adviser」
検索はGoogleが主

個人のブログ　SNS
日本政府観光局ホームページ

中国本土ではGoogleやYouTubeを閲覧することができない。検索サイトは「百度（バイ
ドゥ）」を利用している。「微博（ウェイボー）」（twitterに似たミニブログ）や、「微信
（WeChat）」（LINEの機能）などのSNS、「TikTok」など動画サイトなどを利用して旅行情報
を得ている。最近はライブコマースが人気。旅の行く先の決めては知人や友人の口コミが強い

人気ブロガーのブログを検索して参考に。
人気のあるSNSはFacebookで、人口の半数以上が利用。
旅行情報もFacebookで検索する。もちろんInstagram、YouTube閲覧も多い。
旅行情報検索で利用される検索サイトはGoogle、Yahoo!

検索サイトはGoogle,Yahoo! 
SNSはFacebook、WhatsApp。食を中心にした情報や「今だけしか見られない風景」な
どエッジが効いた情報により関心があり、行動喚起につながる。
香港人向けに情報発信している旅行情報誌も参考にしている

自国の知人や友人の口コミも参考にする。口コミサイト「TripAdvisor」をよく利用する。
SNSはFacebook、WhatsAppなど。YouTubeなどの動画サイトも参考にする。旅行ガ
イド『ロンリープラネット』などを参考にする人も少なくない。

中国

台湾

香港

欧米

旅行情報の取得 説明


