ありがとうございました。
またのお越しをお待ちしております。

Thank you for
サンキュー フォー

谢谢光临，

coming. We are

欢迎下次再来。

looking forward to

カミング . ウィー アー

シェシェ グゥァンリン

ファンイン シャーツー ザイライ

ルッキング フォワード トゥー

seeing you soon.
シーイング ユー スーン

감사합니다,

謝謝光臨，

또 오세요~。

歡 迎 再 來。

カムサハムニダ、

ト オセヨ〜

本誌は日本財団の支援を受け、発行されました。

シェシェ グゥァンリン

ファンイン ザイライ

飲 食 店 でのお客様の迎え方
〜接客からマナーまで、ストレスフリーのおもてなし〜

数字でみる

訪日外国人旅行者4000万人時代はすぐそこに

世界の人をおもてなししよう！

最新のマーケットトレンドを
読み解こう！

政府は、
『観光先進国』への新たな国づくりに向けて、2016年3月30日に『明日の日本を支える観光ビジョン構想
会議』において、新たな観光ビジョン
『明日の日本を支える観光ビジョン』
を策定。その中で、下記のような目標を掲げ
『世界が訪れたくなる日本』
を目指し、観光ビジョンの施策の実行に、政府一丸、官民一体となって取り組んでいます。
2018年の訪日外客数は3119万人
（日本政府観光局
［JNTO］
推計値）
とその数を順調に伸ばし、いまや外国人の
受け入れは飲食店を経営する皆さんにとっても他人事ではありません。このパンフレットを通して、日本にやって来

訪日外国人の食事情

日本を訪れる外国人旅行者にとって、食事も大きな旅の魅力の一つ。
まずは公表されているデータから、訪日外国人の食にかかわる動向を見てみましょう。

るお客様とのコミュニケーションを楽しみながら、売上増加につながるおもてなしのノウハウを少しでもお伝えでき
れば幸いです。

外国人旅行者は
こんなことに困っている ! ？

外国人旅行者がいる光景が
当たり前に
訪日外国人旅行者数

2020年

訪日外国人旅行消費額

2030年

2020年

2030年

銀座、浅草、秋葉原…。日本を訪れる外国人旅

ところが、その一方で、
「観光先進国」の実現に

行者にとっての“ゲートウェイ都市＝東京”の

向けて、訪日した外国人旅行者がストレスフリーで

観光名所ともいえる都心部の人気スポットでは、

快適に旅行できる環境の整備を目指す観光庁が実施

平日・休日を問わず、日本人よりも外国人の方が

しているアンケート調査では、多言語表示や多言語

多いという光景が日常的なものとなりました。

コミュニケーションで困った場面として最も多かっ

さらに、東京・大阪・名古屋といった大都市を
4000万人

（2015年の約2倍）

6000万人

（2015年の約3倍）

8兆円

（2015年の2倍超）

地方部での外国人延べ宿泊者数
2020年

7000万人泊

（2015年の4倍超）

外国人リピーター数

2030年

（2015年の3倍弱）

15兆円

2020年

1億3000万人泊

（2015年の5倍超）

2400万人

（2015年の約2倍）

2030年

空港や羽田空港、関西空港をはじめとする全国の 6

ようになり、著名なレストランや寿司・天ぷら・

空港で実施した「
『訪日外国人旅行者の受入環境整

すきやきなどの日本料理店だけでなく、今までは

備における国内の多言語対応に関するアンケート』

日本人しか利用していなかった定食屋や大衆食

結果」によると、
「旅行中困ったこと」
（複数回答）

堂でも、家族連れやカップルなどの外国人旅行者

で最も多かったのは「施設等のスタッフとのコミュ

が食事をするようになってきています。

ニケーションがとれない」
（26.1％）で、
「旅行中最

図表01

図表02

旅行中に困ったこと（全体）
(%)
無料公衆無線 LAN 環境
SIM カードの購入

旅行中困ったこと（複数回答 )
n=3,225
21.2

7.0

モバイル Wi-Fi ルーターのレンタル

7.5

国際ローミング

8.1

2.2
14.2

◦数字でみる訪日外国人の食事情………………………………………… 3 ◦外国語対応支援サービスの活用法…

……………………………… 12

◦外国人観光案内所に寄せられた訪日外国人旅行者の声… … 6 ◦口コミサイトの活用法… ………………………………………………… 14

14.7

◦インバウンド対応で必ず知っておきたい飲食マナー… ……………… 16

入国手続き

2019年2月22日発行

飲食店、宿泊施設の情報の入手・予約
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2.0
18.9

12.7

12.1

鉄道の割引きっぷ

5.5

4.0
5.3

0.9

3.0
6.8

3.1
0.5
1.1

その他 4.2

3.8
34.8

出典：観光庁「『訪日外国人旅行者の受入環境整備における国内の多言語対応に関するアンケート』結果」
(平成29年度調査）

2

173人
（5.4％）

0.5

5.8

困ったことはなかった

316人
（9.8％）

1.7

観光地におけるツアー、旅行商品（情報入手、種類等） 4.2
トイレの利用・場所・設備

522人
（16.2％）

23.5

6.9

公共交通の利用

561人
（17.4％）

13.2

26.1

施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない

観光案内所の利用や観光地での案内

飲食店でのお客様の迎え方

1.3
21.8

多言語表示の少なさ・わかりにくさ（観光案内板・地図等）

宿泊施設や空港などへの荷物の配送サービス

～接客からマナーまで、ストレスフリーのおもてなし～

2.4

2.7

災害、
けが・病気の際の医療機関、海外旅行保険

訪日外国人4000万人時代！

5.8
1.3

両替
その他決済手段

920人
（n=3,225）
（28.5％）

2.1

ATM の利用 5.2

Contents

多言語表示・コミュニケーションで困った場所(複数回答）

旅行中最も困ったこと（単回答）
n=1.996
13.7

2.7

クレジット／デビットカードの利用

◦今日からでもできる！

観光庁が 2017 年 9 月から 10 月にかけて、成田

当たり前のように外国人旅行者の姿を見かける

3600万人

（2015年の約3倍）

出典：観光庁
「明日の日本を支える観光ビジョン」
－世界が訪れたくなる日本へ－ 概要
（平成28年3月30日策定）
より一部抜粋

外国人客受け入れのノウハウ… …… 7

た施設は「飲食店」でした。

中心とするエリアの周縁部や地方都市などでも、

鉄道駅

宿泊施設 城郭・神社・仏閣

飲食店

小売店

出典：観光庁「『訪日外国人旅行者の受入環境整備における国内の多言語対
応に関するアンケート』結果」(平成29年度調査）

3

数字でみる

も困ったこと」
（単回答）でも同じ回答が 23.5％で

857 の「多言語表示メニュー」を大きく上回り

最多となっています。
【図表 01】

ました。
【図表 04】

訪日外国人の食事情

4 万 5822 円の「宿泊費」
（30.0％）に次ぐ割合

日本の食がビジネスチャンスに！

となりました。
【図表 08】

また、
「多言語表示・コミュニケーションで困っ

同時に、
「飲食店」で「最も必要だと思うコミュ

観光庁がまとめている「訪日外国人の消費動

訪日外国人旅行者の行動形態が従来の物見遊

た場所」では、
「飲食店」が 28.5％を占めて 3 割

ニケーションツール」では、回答数 2323 のう

向」
（平成 29 年年次報告書）によると、
「訪日前

山型から体験型にシフトすると同時に、リピー

近い水準となり、
「鉄道駅」
（17.4％）や「小売店」

ち 1130 だった「指差し会話シート」
（注文時等）

に最も期待していたこと」を単一回答で訊いた結

ターの増加に伴って「暮らすように旅する」傾向

が最も多かったものの、
「タブレットを用いた注

果、
「日本食を食べること」
（26.1％）の割合が

も強まっていることから、日本人の利用がほとん

文」も 1004 に達しています。
【図表 05】

最も高く、
「自然・景勝地観光」
（14.8％）や「ショッ

どという定食屋や大衆食堂などでも“日常的な和

ピング」
（13.9％）を大きく上回りました。
【図

食”を求める外国人旅行者の姿が見られるように

表 06】

なっています。

（16.2％）を 10 ポイント以上も上回りました。
【図
表 02】
せっかく日本に来て、ユネスコ無形文化遺産に登

このアンケートでは、訪日旅行が 2 回目以上

録された「和食（日本人の伝統的な食文化）
」を楽

の外国人に「前回の訪日時と比較した際の多言語

しもうと飲食店に入ったのに、自分が食べたいもの

表示・コミュニケーションの改善度合い」も聞い

を自由に食べることができず、もどかしい思いをし

ており、前回訪日時からの間隔が長くなるほど

「日本食を食べること」は 95.8％と 55.4％となっ

パラリンピックなども追い風に、外国人旅行者の

「かなり改善している」の回答が多い傾向となっ

ており、いずれも他の項目を大きく引き離してい

増加に拍車がかかる中で、
“日常的な和食”への

ます。
【図表 07】

ニーズも急速に拡大していくものとみられ、定食

ている外国人旅行者の姿が目に浮かぶようです。

ています。近年の外国人旅行者急増の傾向に伴っ

こんなツールが
あったらいいのに…
さらに、日本国内で旅行中に利用した施設で、

ラグビーワールドカップや東京オリンピック・

また、
「今回したことと次回したいこと」でも、

て、各施設が改善を進めていることをうかがわせ

しかも、
「訪日外国人 1 人当たりの費目別旅行

屋や大衆食堂などの飲食施設にも、積極的に外

ていますが、それだけに、逆に改善が遅れている

支出」
では、
旅行支出総額 15 万 2594 円に対して、

国人旅行者への対応の改善を図り、ビジネスチャ

施設には、対応が急務ともいえそうです。

3 万 3664 円の「飲食費」が全体に占める割合

ンスの拡大につなげていくことが求められてい

は 22.1％で、
5 万 0880 円の「買物代」
（33.3％）
、

るのです。

特に困った場面を聞いたところ、
「飲食店」では、
「料理を選ぶ・注文する際」が 65.8％で最も多く、
これに次ぐ「飲食店を見つける際」
（32.9％）と「食
べ方の説明を受ける際」
（32.2％）も 3 割を超え

図表06
図表04

訪日外国人旅行者が最も必要だと思う多言語表示ツール（単回答）
n=2,561

飲食店

ています。
【図表 03】
こうした実際に困った場面に遭遇した外国人
旅行者が「最も必要だと思う多言語表示ツー
ル」では、回答数 2561 のうち「写真・イラス
ト入りメニュー」が 1390 で最多となっており、

訪日前に最も期待していたこと
(全国籍・地域、単一回答）

お店情報アプリ

89人

ピクトグラムを用いた表示

70人

日本独特の食べ方の説明書き

日本の酒を飲むこと
（日本酒・焼酎等）
旅館に宿泊

写真・イラスト入りメニュー

1,390人
857人

多言語表示・コミュニケーションで困った場面（複数回答）

飲食店
飲食店を見つける際
席へ案内される際

77人（8.4％）
605人（65.8％）

食べ方の説明を受ける際

296人（32.2％）

店内でトイレ等を探す際

34人（3.7％）

その他

図表05

訪日外国人旅行者が最も必要だと思うコミュニケーションツール（単回答）
n=2,323

飲食店

76人（8.3％）
15人（1.6％）

出典：観光庁「『訪日外国人旅行者の受入環境整備における国内の多言語対応に関する
アンケート』結果」
（平成29年度調査）

タブレットを用いた注文
指差し会話シート ( 注文時等）

1,004人
1,130人

出典：観光庁「『訪日外国人旅行者の受入環境整備における国内の多言語対応に関するアンケート』
結果」
（平成29年度調査）

1.5

14.8

1.6

テーマパーク

7.9
2.0

その他スポーツ
（ゴルフ等） 0.9

20.2
17.4
21.1
23.4
3.0
16.1

自然体験ツアー・
6.7
農漁村体験 15.6
3.6

四季の体感
（花見・紅葉・雪等）

■ 今回したこと
■ 次回したいこと

12.9
29.0

映画・アニメ 4.9
縁の地を訪問 10.8
日本の歴史・
伝統文化体験

24.8
25.9

日本の
日常生活体験 3.4

日本の
日常生活体験

22.4
21.6

1.5

85.1

43.2

日本の歴史・
伝統文化体験 4.3

日本のポップカル
チャーを楽しむ

65.5
74.4

30.3

スポーツ観戦 1.6
（相撲・サッカー等） 9.2

1.1

治療・健診 0.2

4

42.9

日本のポップカル 14.6
チャーを楽しむ 14.3
治療・健診 1.0
3.8

出典：観光庁｢訪日外国人の消費動向 訪日外国人消費動向調査結果及び分析

平成29年

国籍・地域別の訪日外国人1人当たりの費目別旅行支出

2018年暦年（速報）
国籍・地域

娯楽等
宿泊費 飲食費 交通費 サービス 買物代 その他
費

152,594

45,822

33,664

16,209

5,952

50,880

67

77,559

24,888

19,837

7,660

3,833

21,292

49

台湾

128,069

35,882

28,164

13,794

4,963

45,236

31

香港

154,460

45,651

36,743

16,711

5,025

50,294

36

中国

223,640

47,932

39,854

16,868

7,968 110,923

95

タイ

124,300

36,880

27,807

15,104

4,379

40,006

124

シンガポール

171,039

62,409

41,551

19,852

5,902

41,261

64

マレーシア

137,618

44,858

30,435

16,351

6,450

39,522

3

インドネシア

141,467

48,111

29,170

20,962

5,593

37,613

17

フィリピン

121,765

31,567

30,187

14,371

6,036

39,336

268

ベトナム

189,427

56,062

44,039

18,975

5,873

64,237

241

インド

161,351

75,362

34,067

21,865

3,734

26,323

0

英国

219,725 100,009

55,771

32,983

8,278

22,649

34

ドイツ

191,783

84,397

47,592

28,503

5,962

25,242

87

フランス

215,733

85,594

56,901

33,415

7,348

32,434

41

イタリア

224,268

88,116

58,119

39,306

7,579

30,863

286

スペイン

236,996

92,527

61,910

42,164

7,598

32,797

0

ロシア

188,530

61,970

43,228

21,745

8,055

53,389

143

米国

191,352

82,192

50,573

27,282

7,844

23,427

34

カナダ

184,134

75,220

47,743

27,717

8,250

25,060

143

オーストラリア 242,050

99,084

58,815

35,046

16,128

32,742

236

198,291

83,769

48,152

29,280

6,330

30,746

14

その他
年次報告書」

総額

（円／人）

【訪日外国人１人当たり旅行支出】

韓国

全国籍・地域

舞台鑑賞 4.2
（歌舞伎・演劇・音楽等） 12.2

スポーツ観戦
（相撲・サッカー等） 0.6

0.9

95.8

その他スポーツ 2.0
（ゴルフ等）
7.0

舞台鑑賞
（歌舞伎・演劇・音楽等） 1.0

映画・アニメ
縁の地を訪問

スキー・スノーボード

100

33.9
41.2

ショッピング

テーマパーク

（％）

80

29.2
26.0

自然・景勝地観光

美術館・博物館

60

図表08

45.2

22.6

繁華街の街歩き
13.9

40
55.4

温泉入浴

7.5

四季の体感
（花見・紅葉・雪等）

20

日本食を食べること

旅館に宿泊

ショッピング

自然体験ツアー・
農漁村体験

0

日本の酒を飲むこと
（日本酒・焼酎等）

繁華街の街歩き 3.6

スキー・スノーボード

電話通訳 189人

303人（32.9％）

料理を選ぶ・注文する際

会計の際

n=920

30

1.6

温泉入浴

美術館・博物館

今回したことと次回したいこと
(全国籍・地域、複数回答）

（％）

20
26.1

自然・景勝地観光

出典：観光庁「『訪日外国人旅行者の受入環境整備における国内の多言語対応に関するアンケート』
結果」
（平成29年度調査）

図表03

10

日本食を食べること

155人

多言語表示メニュー

0

図表07

出典：観光庁【訪日外国人消費動向調査】2018年全国調査結果（速報）

5

外国人観光案内所に寄せられた訪日外国人旅行者の声

訪日外国人旅行者は日本を訪れたら、どんなお店で何を食べてみたいと思っているのでしょ
うか？ また実際、どんなことに困っているのでしょうか？
ここでは、東京の玄関口でもある成田国際空港第 1 ターミナル・第 2 ターミナルの外国人観光
案内所、東京駅 JR EAST Travel Service Center に実際に寄せられた生の声をご紹介します。

１

◦スタンディング寿司や回転寿司はどこにありますか。＜ブラジル
20 代男性 2 人＞
30 代男性＞

◦ Green Tea を料理に使うレストランはありますか？＜シンガポール

20 代男女＞

◦飛行機の中で、
『ラーメンヘッズ』という映画を見ました。そこで見たラーメンが食べたいです！ ＜アメリカ

50 代男

性、30 代女性、20 代女性＞
◦日本でふぐを食べて、勇気のあるところを見せ、帰国してから自慢したいです。＜オーストラリア

20 代男性 3 人＞

どんなお店に行ってみたい？
30 ～ 40 代女性＞

◦面白いところを紹介してほしい。ロボットが接客してくれるレストランに行ったがとても良かったので、忍者とか花魁
が見られるレストランなどにも行ってみたい。＜韓国

30 代男性＞

◦台湾の旅番組で見た釣り堀のあるレストランへ行きたい。＜台湾

◦店内に土俵があって、お相撲さんが見られるレストランに行きたいです。＜スペイン
◦ラテアートが楽しめるカフェへの行き方を教えてください。＜メキシコ

30 代男性、20 代女性 2 人＞
20 代男女＞

20 代男女＞

び外国語版」
、東京都の多言語メニュー作成

STEP2

◦自分はベジタリアンで、チキンしか食べられません。豚肉や牛肉はスープでもダメです。＜インド

30 代女性＞

◦主人はベジタリアンですが、私は何でもよく食べるタイプで、本場の寿司やラーメンなどが食べてみたいです。私たち
40 代夫婦＞

◦私たちはベジタリアンで、五葷（アサツキ、ネギ、ラッキョウ、ニラ、ニンニク）も食べないので、五葷が入っていな
20 代女性 2 人＞

◦この近くにハラール対応レストランはありませんか？＜イラク、パキスタン、インド

STEP1

簡単。まずはトライしてみて。

3-1 宗教上の問題で食べられない食材が…

いベジタリアンレストランを教えてください。＜台湾

いま、
日本の至るところで、
外国人で賑わい、
わかりやすい多言語メニューや体験プランを充実
させる施設が増えています。ただ、
多くの先人たちが口をそろえるのが
「様々なツールは外国人
のお客様のためでもあるが、
スタッフがストレスをためずに心からお迎えする準備」
ということ。

ウェブサイトをはじめ、様々なツールを使えば

日本で食事をする際、どんなことが気になる？

二人が満足できる店はありますか？＜オーストラリア

ンを築いている事例をご紹介します。

最初の関門、多言語メニュー作成は「ぐるな

30 代男女＞

◦ディナー付きで船内でショーが見られるクルーズを予約したいです。＜オーストラリア

20 代男性グループ 3 人＞

◦せっかく日本に来ているのだから和食を食べたい。ハラールに対応している和食レストランはありますか。＜マレーシ
ア

ように、航空ネットワークの向上、インターネットの進展によって世界はどんどん狭くなり、日本にも多

すべてを完璧にしなければ、
おもてなしできないというわけではありません。できることから始
め、
一人ひとりとコミュニケーションをとっていくことが重要だといえます。

◦原宿にあるかわいくてユニークなカフェに行きたいです。＜ボリビア

3

世界では観光が21世紀最大の産業になるといわれています。飲食店の皆さんも日々実感されている

まずは、スタッフがお迎えしやすい環境づくりを

30 代夫婦、1 歳娘＞

◦（
「串」と紙に書いて）このようなものが付いている食べ物を食べたいです。＜香港

2

相手の立場に立って
日本の“美味しい”を伝えよう
ムが心配」
という方もこれからは大丈夫。インバウンドの集客に成功し、素敵な国際コミュニケーショ

40 代夫婦＞

◦自分で肉や野菜を調理させてくれるレストランに行きたいです。お好み焼きやもんじゃ焼きも食べてみたいです。＜カ
◦日本の鍋を食べてみたいです。＜ドイツ

外国人客受け入れのノウハウ

くの外国人が訪れています。
「英語が話せないけれど大丈夫だろうか」
「外国人だから予期せぬクレー

日本で何が食べたい？

ナダ

今日からでもできる！

30 代男性＞

3-2 病気やアレルギーがあって…
◦妻が糖尿病を抱えているので、炭水化物の少ないメニューの日本語を教えてほしいです。＜オーストラリア 60 代夫婦＞
◦私はセリアック病で、
体が小麦・大麦を全く受け付けません。醤油に添加されている少量の小麦成分でも体調を崩してしまいます。
外食するのに神経を使うのですが、どういったものが食べられるのか、アドバイスがほしいです。＜オランダ 40 代女性＞

心配な接客は会話集、翻訳アプリなどを活用
すれば思いのほかスムーズ。お通しなど日本
独自のルールを説明できるとトラブルを回避で
きるほか、国別の嗜好に対応できればベスト。

STEP3
外国人観光客の多くが期待しているのが、日
本ならではの体験プラン。日本技術の最先端
を感じるだけでなく、釣り、お好み焼きを自分
で焼くといったオーソドックスな企画が人気。

【取材協力】一般財団法人 国際観光サービスセンター（ITCJ）
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今日からでもできる！

外国人客受け入れのノウハウ

Case Studies
Case 1

人気料理のおすすめシートでオーダー時間短縮

お国柄に合わせた接客で売上アップ

人気料理のおすすめシートでオペレーションがスムーズになった一例。外国語のメニューブックは

インバウンドの集客に力を入れる多くの飲食店にとって、
日本人客に比べると、外国人客は客単価

英語・中国語・韓国語をまとめたものと、
ムスリム用の2種を作成。ムスリム向けには
「NO PORK」
の表

は比較的低いのも課題です。そこで、売上アップにつながる道を探ろうと、
まず外国人客を国別に集

示のほか、
ムスリム用の使用食材を打ち出すことで、
1年を通じた来店につながっています。
また、
これ

計。もっとも多かった国の言語ができるスタッフを即採用したのに続き、各国用のメニューブックを充

とは別に
「焼鳥ベスト5」
「フードメニューベスト7」
シートも用意。おすすめをシートで提案することで、注

実させたのが
「鉄板神社」
です。

文までの時間が短縮されました。

国籍を把握することで、例えば中国人は氷なしのドリンクを好むので最初に確認するといった、
お

入口脇の壁には世界地図を貼って、
どこから来たのかを書いてもらったり、
「祝箸」
をプレゼントした
りするなど、
会話のきっかけになる工夫を随所に凝らしているのも人気の理由といえます。

料理の写真と3言語に対応し、わかりやすいレイアウトを意識
したというメニューブック（左）。
「焼鳥ベスト5」を記したシート
（右）は外国人客にも人気で、スムーズなオーダーにつながった

Case 2

鶏ダイニング 月のおどり
大阪府大阪市中央区道頓堀
1-1-11 24Kビル2F
https://r.gnavi.co.jp/
rk3szfc90000/
飲食店が密集する大阪・道頓
堀にあり、オーナーシェフの
祖父の代からの味を継承した
焼鳥が人気。Facebook、トリッ
プアドバイザーを活用した英
語での発信にも積極的です。

多言語に翻訳した接客会話シートの導入

インバウンドの集客に取り組んだ当初、
外国語が苦手だったスタッフのために、
「予約はありますか」
「靴を脱いでください」
など、基本的な接客会話を多言語に翻訳したシートを用意。シートを順に見

国柄に合わせた接客を実践。個々の国民性を把握し、
思い違いによるトラブルを未然に防ぐ方法を蓄
積することで、
店と客の両方のストレスを解消しました。

店の外看板（上）には外国人客が入
りやすい雰囲気づくりをし、店内で
は外国語のオーダーシート、メニュー
ブックのほか、国・地域を把握できる
工夫を行っている

Case 4

鉄板神社 道頓堀店
大阪府大阪市中央区
道頓堀 1-6-4
道頓堀エリカビル B1
https://r.gnavi.co.jp/
ka0z603/
外国語のオーダーシートで
効率よくファーストオー
ダーをとる同店。オーダー
違いと時間のロスを回避す
るツールです。店からも写
真撮影を申し出て SNS での
拡散を促進しています。

動画により料理手順を説明
外国人にも人気のお好み焼きは、味だけでなく、自分たち
で焼く
「体験」が好まれています。そこで、初めての外国人で

せて席に案内し、英語、韓国語、中国語
（簡体字・繁体字）
の4言語による案内ファイルをテーブルに持

も気軽に楽しめるよう、留学生のアルバイトスタッフの力を借

参。そこには、
「オーダーの仕方や日本食の食べ方」
「部屋とトイレの位置」
などが項目別に詳細に書か

りて、英語テロップの付いた焼き方動画をスマートフォンやタ

れています。

ブレットで見られるようにしました。YouTubeに動画をアップ

オーダーには厨房とオンラインでつながるタブレット端末を採用し、会話をしなくても成り立つよう
対応は万全ですが、
「ツールは完璧ではありません。準備することで生まれる余裕が大事なのです」
と
代表取締役の仲村健太郎さんは語っています。

入口に外国人用の接客シートを用意することで、言葉がわからな
くてもお客様を席までご案内し、注文までスムーズな対応が可能
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Case 3

魚料理専門 魚魚一（とといち）
静岡県浜松市中区肴町318-28
ペッシェビル3F
https://r.gnavi.co.jp/n104600
「うなぎの刺身」を開発し、
商標を登録。海外メディアに
も取り上げられています。外
国人は中国を中心にアジア系
のアッパー層が中心で、刺身
や寿司、日本酒などの注文が
多く客単価が高いのも特徴。

したことが口コミにつながり、多言語の外国人用メニューブッ
クにもURL、QRコードを掲載してアピールしています。
また、日本に来た思い出
に無料で写真をプレゼント。
楽しんでいるところをカメラ
で撮 影し、退 店の際にプ
リントして渡しています。デ
ジタルのデータだけでなく、
形になるお土産として喜ば
れています。
お好み焼きの焼き方は英語テロップ付きの動画で紹介し、自分で焼いてみたいという外国人客に好評。
記念写真のプレゼントも日本旅行のいい思い出に

お好み焼き・もんじゃ焼き・
鉄板焼き 浅草 つる次郎
東京都台東区浅草1-20-8
https://r.gnavi.co.jp/
b891800/
日本屈指の観光地・浅草の
雷門近くに店を構える。詳細
なメニューブック、エンターテ
インメント性がある焼き方の
動画、写真プレゼントなど、
様々な角度から外国人の集
客に力を入れています。
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Case Studies

PICK UP!

街の中華料理店が伝える日本の心

バッドレビューを機に
Case 5

カウンター越しに直接、
職人に食べたいネタをオーダーし、
会話しながら楽しむのも日本の寿司店
の醍醐味。国内外からの観光客で賑わう金沢に店舗を構える同店は、
外国人にも日本人と同じように
対応することを目標に掲げ、
全社員を対象に英会話教室を実施。外国人にメニューを見せながらおす
すめのネタやセットを英語で説明する職人の姿が定着しています。
さらに日本での食との出合いを特別なものにしてもらおうと実施したのが、
外国人客を対象とした
「寿司握り体験」
。
ツアーに組み込まれた企画で、
事前に英語の台本を用意し、
実際に外国人相手のリ
ハーサルも行って準備し、
好評でした。

※現在、「金沢まいもん寿司」では「寿司握り体験」は
行っておりません。

Case 6

岐阜県高山市天満町 6-7-2
http://j47.jp/heianraku-takayama/

近隣の飲食店を訪ねて

寿司握り体験を企画しアピール

金沢まいもん寿司 本店
石川県金沢市駅西新町 3-20-7
https://r.gnavi.co.jp/65ygmvf40000/
日本の本物の寿司と食文化を世界に
発信することが企業理念。回転寿司
店ですが、注文に応じて職人が目の
前で握るスタイル。注文しやすい
セットプランも用意しています。

平安楽

ベジタリアン・マップ
を制作

店主の古田洋さん
と直子さん

外国人観光客の受け入れを考えるうえで、ぜひ訪れてみたいの

トリップアドバイザーをはじめとする口コミサイトで認知度が

が、岐阜県高山市にある中華料理店「平安楽」。トリップアドバ

全世界に広まった同店ですが、「とても良い」が軒並み続くグッ

イザーで全国1位に選ばれたこともある店を切り盛りするのは2

ドレビューだけでなく、バッドレビューにもすぐ対応するのが二

代目夫婦。昔懐かしい佇まいの扉をくぐって店内に足を踏み入れ

人の人柄であり、お店と地域全体の来訪者満足度向上に一役買っ

ると、地元の人はもちろん、様々な国の人たちがラーメンに餃

ています。2018年にベジタリアンの英国人が「ベジタリアン対

子、郷土料理のころ芋に舌鼓を打ち、古田洋さん、直子さんと楽

応と聞いて行ったのに店は満員で待たされ、不快な思いを受けて

しそうに会話をしているアットホームな雰囲気が広がります。

去った」と書き込みがあり、それを読んだ洋さんと直子さんは夜

「最初から英語が話せたわけではありません。必要に迫られて

社員を対象とした英会話教室では、外国
人講師を招き接客に必要な英会話を学
び、メニューも寿司がわかるスタッフが
翻訳している（上 2 点）
。外国人対象の
「寿司握り体験」
（左）はリハーサルを繰
り返し、当日に備えた

体験フロー
（店のシステム）
をわかりやすく説明

も眠れないほど悩んだといいます。

少しずつできるようになっただけ」と謙遜する直子さん。夫婦で

12席の私たちの店のキャパシティでは限界がある。でも、何と

受け継いで約20年。当時から外国人向けに英語のメニューを少

かできないだろうか ― 。二人はすぐ動き、店から3ブロック程

しずつ始め、リクエストに応えるうちに肉抜き、ベジタリアン、

度のエリアにある飲食店を訪れて、ベジタリアン対応の有無を尋

グルテンフリー、アレルギーにも対応するようになりました。

ね、賛同を得られた店舗を含む、ベジタリアンのためのレストラ

むろん、すべて順調だったわけではありません。店内には、
“飲食物の持ち込み禁止”、“畳の間に上がる時の注意事項”を

ンマップを作成し、配布し始めました。日本でもオーバーツーリ
ズムが指摘されるなか、まさに現場から起きた動きといえます。

わかりやすくイラストで記したPOPもさりげなくあります。た

「高山ではどの店に入っても、外国人も日本人も万遍なくいて

だその一方で、「私は文化の違いを意識しつつ、画一的ではなく

交流している。店同士はライバルだけど同志。そんな受け入れが

その店の個性で対応していくことが大切だと考えています」と直

実現できたらうれしいです」と直子さん。その言葉には、いま日

子さんは力を込めます。

本のインバウンドが抱えている縮図があります。

インバウンドにおいても、
モノからコト消費への移行が進む中、
飲食店でも重要になっているキーワー
ドのひとつが「体験」
です。
「ざうお」
は、
店内にいけすを設置し、
自分で魚を釣り上げると活け造りが割引
になるという遊び心で人気で、
訪日外国人観光客からの問い合わせも徐々に増えるようになりました。
目玉の魚釣りはシステムが複雑なことから、
わかりやすいよう看板やシートを使って説明。
スタッフは
英語が堪能ではありませんが、
釣れ
ていないときに釣れやすいポイントに

❶

❷

❸

❹

❺

❻

案内したり、
釣れたら太鼓の一本締め
で盛り上げたりする、
親切で明るい雰
囲気づくりが愛される理由です。

店の楽しみ方とシステムはイラスト入りフローチャートで紹介。英訳した「早釣り大会」
の案内や釣りチケット付きの外国人専用セットメニューも好評

釣船茶屋 ざうお 難波本店
大阪府大阪市中央区日本橋 1-1-13
ホテルサンルート大阪なんば B1
https://r.gnavi.co.jp/k519700/
魚釣りと日本の和食をともに楽し
める。釣りチケットが付いたインバ
ウンド向けセットメニューは大人気
で、オペレーションの効率化と客単
価アップにつながっています。

❼

❽

P8-10：ぐるなびが発行する情報誌「ぐるなび通信」掲載の連載、
「インバウンド獲得対策の今」より、一部抜粋。
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外国語対応支援サービスの活用法

外国語対応支援サービスの活用法

IT×人で
外国人を呼び込もう

ノーショーを防ぐ事前決済導入

ブックは英語、簡体字、繁体字、ハングルの4言語
に対応しており、食材や調味料、調理法も表記で

仕組み。飲食店のノーショー問題が顕在化するなか、

きるため、対応が難しいと思われがちなベジタリ

訪日外国人のノーショーも少なくありません。ぐる

アン対応への一歩にもなりそうです。決済の方法、

なびにはコンシェルジュサービスとして英語と中国

お通しの説明、税込み表記といった訪日外国人から

語で細かくヒアリングしながら予約するオプション

多い質問をPOPにしたツールも無料で提供。この

サービスがありますが、それでもノーショーになっ

ほか、会話集、おもてなしツールも充実しています。

てしまうケースがありました。そこで、新たに導入

ますます増加が予想されているインバウンド。
「最

は、インバウンド事業セクショングローバルサー

したのが事前決済型ネット予約です。指定したコー

初から完璧な受け入れを目指す必要はなく、まず

ビス企画グループグループ長の久富謙介さん。

ス情報を海外サイトに提供することで、事前にク

は私たちのツールなども活用しながらチャレンジ

レジットカードで決済してもらうため、確実にノー

してみてください」と力を込める久富さん。人とIT

ショーを防ぐことができます。

の力を活かしながら、すぐに実践できるところか

飲食店の皆さんに、ぜひ活用してほしいのがぐるなびの各種サービス。会員登録＊をすれば、外
国語版サイトや外国語メニューブック、店内外POPなどの無料ツールを利用することができます。
＊各種プランによりサービス内容は異なります。

飲食店検索サイト「ぐるなび」が「ぐるなび

トップページはRecommendationsで、全国

外国語版」をスタートしたのは2004年。2015

23スポット、料理ジャンル20の掛け合わせでわ

年の大幅リニューアルを経て、2017年にさらに

かりやすく検索できます。欧米はトリップアド

進化しました。外国語版に掲載されている飲食

バイザー、中国はシートリップ、台湾はライオ

店は約8万3500軒に上ります。

ントラベル、KKdayといった海外の口コミサイ

「それまでは日本語版をベースにコンテンツ制

接遇や誘客のための各種サービス。外国語メニュー

また、注目したいのが、事前決済型ネット予約の

「外国人客受け入れに興味はあるけれど、何から始めればいいのだろう」と二の足を踏んでいる

海外サイトとアライアンスへ

IT×人で外国人を呼び込もう

ぐるなびを活用するもうひとつのポイントは、

ら始めてみてはいかがでしょうか。

トや旅行会社等と提携しているのも特徴です。

作をしていましたが、サイトのアクセス解析や

たとえば、トリップアドバイザーの場合はトリッ

海外のサービスを調査した結果、外国人は『ど

プアドバイザーの店舗詳細ページにぐるなびへのリ

こで』『何を』食べたいかという極めてシンプル

ンクボタンが設置されたことで、ユーザーは口コミ

なニーズが高いことがわかりました」と話すの

だけでなく、飲食店の正確な一次情報に触れ、ウェ
ブを通じた予約まででき
るようになっています。逆
に、トリップアドバイザー
の口コミはぐるなび店舗
ページにも掲載されてい
ます。ぐるなびは2020年
までにアライアンスをさ
らに強化し、共同商品な
ども開発する計画です。

●外国語メニューブック
多言語メニュー作成システムとネイティブチェックでメニュー
ブックを作成し、
直接お届け。カラーは赤、
黒、
ベージュの3種類、
店のインテリアやターゲットとした国・地域に応じて選べるの
もグッド

●店内外POP
質問／決済方法の説明、お通しの説明、税込み表記、無料Wi－
Fi、外国語スタッフの有無、外国語メニューの有無、おすすめコー
ス×4言語（飲み放題付きコースの紹介）

ぐるなび英語版のトップ画面
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口コミサイト の 活用 法

工夫次第でビジネスチャンスは無限大
インターネットの口コミが話題を呼び、レストランで外国人が店主と笑顔で会話しながら
料理に舌鼓を打つ――。そんな光景が日本のあちこちで見られるようになったいま、大き
な役割を果たしているのが口コミサイトのトリップアドバイザーです。飲食店が口コミを
活用して誘客につなげるためにはどうすればいいか。そのポイントを聞いてきました。

本音の評価でランキング

れているからこそ透明性がある」
「あまりにも批判的な

2018エクセレンス認 証。 設

コメントは懐疑的になる」
といった声が少なくありませ

5段階中4以上を獲得している
こと、最低限の口コミ数を獲

ザー。月間のユニークユーザー数はなんと世界で4.9

組みで、
飲食店の場合、
寿司、
ステーキ、
中華といった

「オーナー施設さん自身がよりおいしそうな写真を投
稿することができるので、
ユーザーが撮影した食べか

示することができます。
トリップアドバイザーの利用者

けの写真がトップに表示されるのを防ぐことができま

の75％が
「ステッカーが貼ってある施設を選ぶ」
と回答

す」
（古賀さん）
。

したデータもあり、
PRには最適のツールともいえます。

料理別、ベジタリアン料理、郷土料理といった食材、
ジャンル別で絞り込むこともできます。人気ランキン

では、
飲食店がこうした口コミを活用して誘客につ

グを決めているのは、
口コミ数、
投稿時期、
5段階によ

なげるためにはどうすればいいのでしょうか。
「口コミ

る評価点の3要素です。

というと、
ネガティブな意見を書かれてしまうのではな

外国人の利用が多いという印象があるかもしれま

いかと心配する施設オーナーもいらっしゃいますが、

一方、
トリップアドバイザー側も進化を続けていま

口コミへの返信をまめにして対応する姿勢を示すこと

す。2018年にはこれまでの口コミ情報だけでなく、
新

で、
評価点や口コミ数を上げるチャンスが広がります。

たに旅行関連メディアがパートナーとして各自の情報

PRに最適のツール

口コミがビジネスのヒントに

掲載されていることの3つ

レストランの場合は、
食事の写真がポイントとなります。

言語で、
口コミ投稿数は7億件以上に上ります。
トランをエリアごとの口コミ評価でランキングする仕

得していること、12か月以上

だけでなく、
積極的に仕掛けることも重要です。特に、

億人。展開言語は英語から日本語、
アラビア語まで28

トリップアドバイザーで東京都港区のレストランを検索すると
こんなにたくさんのお店が！

定のための条件は総合評価で

ん。口コミを活用するためにはただ書かれるのを待つ

まずは、
オーナー登録し、
公式写真投稿、
最新情報、

2000年にアメリカで設立されたトリップアドバイ

国内外の観光名所、
アクティビティ、
宿泊施設、
レス

を配信。
ソーシャル機能を導入し、
メディア、
インフルエ
ンサー、
友人などとコミュニティが形成できるようにな

また、
多くの外国人が来店の際に参考にしているの

りました。今、
観光産業ではタビナカの消費行動に注目

が
「エクセレンス認証」
。旅行者から高い評価を得てい

が集まっていますが、
同サイトはタビマエのさらに前に

る施設に送られるもので、
認定されるとトリップアドバ

当たる旅のインスピレーションから旅行の共有までを

イザーのページに認証バッジが自動的に表示される

ワンストップで提供するプラットフォームに生まれ変

だけでなく、
認定証やステッカーを入手して店舗に掲

わっています。

Column

年間50万人が訪れる高山市でランキング1位
オープン2年の店が愛されるわけとは？

せんが、
実は日本でも
「観光」
と検索した人が見に行く

実際はよかった思い出をシェアしたいと考える旅行者

サイトの1位。口コミ件数も日本人によるものが多く、

が圧倒的に多く、
口コミの内容からヒントを得て次の

年間外国人宿泊者数が50万人を超える高山市。街のレストラン898軒

その内容がグーグルの簡易翻訳で世界中に発信され

ビジネスにつなげることができます」
と話すのは、
ト

中、トリップアドバイザーのランキングで1位を獲得しているのが、2017

ています。すなわち、
日本人の生の声が世界に発信さ

リップアドバイザー・コーポレートコミュニケーション・

年4月にオープンしたばかりの「炒飯 花」です。人気の理由は看板メ

れ、
現地ならではの体験をしたいという外国人の旅心

マネジャーの古賀小百合さん。

ニューのからあげと炒飯はもとより、店を切り盛りする川口徳久さんと伊

を刺激しているわけです。

工夫次第でビジネスチャンスは無限大

口コミサ イトの 活 用 法

同社のユーザー調査では、
「様々な口コミが寄せら

藤直子さんの人柄。徳久さんがフライパンを振りながら外国人観光客に
フレンドリーに話しかけ、料理が出来上がるまでの待ち時間は直子さんが
手づくりの折り紙でもてなします。ベジタリアンにも臨機応変に対応して
います。
二人は高山市内のレストランに寄せられているトリップアドバイザーの口

炒飯 花

岐阜県高山市花里町 5-13
https://chahanhana.jimdofree.com/
にこやかな笑顔で
お客様を迎える徳
久さんと直子さん

店内にはお客様に
喜 んでもらう、 口
コミを寄 せてもら
うための様々な工
夫が
忙しい 合 間を縫っ
て、 折り紙細工の
遊び方を教えるこ
とも

コミを読み込み、
外国人がどんなサービスを求めているかを考え、
メニュー
ジャンル別にみる、ユーザーの知りたい情報（レストラン）
出典：旅行者の情報ニーズ調査、マクロミル、2017 年 11 月
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やおもてなしを試行錯誤してきたそうです。店内に所狭しと貼られた来
店客の笑顔の写真から、
この店がいかに愛されているかがうかがえます。
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訪日客4000万人時代目前！
インバウンド対応で
必ず知っておきたい

飲食マナー

香港

Hong Kong

8割以上がリピーターで、美食家も多い香港人。ご当地グルメへの関心が高く、地方のチャンスが大きい市場です。夕食の後に
夜食を食べる文化があり、居酒屋やラーメン店が人気。
訪日外客数

221万人

1人当たり飲食費
主な宗教

多くの人が海外から訪れるようになった日本。和食を中心とする食は訪日の大きな動機です

3万6743円

道教、キリスト教

つながるはずです。

◦おにぎりなど、本来温かいものが冷たい状態で出されるのを嫌う
◦食事中は水よりも温かいお茶、お湯をよく飲む

東南アジア Southeast Asia
訪日外客数

世界には様々な国・地域と文化があります。たとえば、中国や台湾では食事の際に冷たい水より温かいお茶

が好まれたり、
イタリアやフランス、
スペインでは20時以降から遅くまで時間をかけて家族や友人と食事を楽

しんだりと、
日本の習慣とは異なる部分も少なくありません。

（タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

333万人※1

1人当たり飲食費

2万7807～

		

4万4039円

主な宗教 イスラム教、仏教、

まずは、国・地域別の基本的なポイントをチェック。一方で、訪日客は普段どおりの日本を体験したいという気

キリスト教

持ちが大きいので、
日本人同様に当たり前の対応でお迎えすることも大切です。

China

爆買いの次は、個人的なテーマを持った旅
「深度遊」
が流行している中国。食事は日本人の1.5倍が中国人の腹八分目ともいわ
れます。おいしい食事をたっぷり提供したいものです。
訪日外客数

838万人

1人当たり飲食費

3万9854円

OK
NG

主な宗教 仏教、道教、イスラム教、
キリスト教

韓国

Korea

754万人

1人当たり飲食費
主な宗教

1万9837円

仏教、キリスト教

米国

U.S.A.

訪日外客数

153万人

1人当たり飲食費

5万0573円

主な宗教 キリスト教

OK
NG

◦韓国では副菜のお代わりは自由。日本は別料金と事前に説明するとよい
◦一番目上の人が箸をつけるまで待つなど、上下関係に厳しい

ヨーロッパ

Taiwan

親日家、
リピーターが多い台湾。現地では日本の情報番組が多数放映され、
日本の流行を先取りしているケースもあります。韓
国、中国と異なり、ベジタリアンがいるのも特徴。
訪日外客数

476万人

1人当たり飲食費

2万8164円

OK
NG

主な宗教 仏教、道教、イスラム教、
キリスト教
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◦鍋料理が人気のメニュー。真夏でも好まれる
◦テーブルにたくさんの皿が並ぶことを喜ぶ
◦普段は食事の際に必ずスープを飲むのでおすすめするとよい
◦中国と同じく、冷たいものを避け、水よりも温かいお茶を
◦ニンニクやネギ類、ニラを食べない人がいる
◦生ものを食べる習慣がない人もいる

OK
NG

●ヘルシーな和食からB級グルメまで日本食への関心が高い
●アルコールを好む人が多く、英語の日本酒メニューがあると喜ばれる
●健康に気を使うのでカロリー表示があるとよい

Europe

（英国、フランス、
ドイツ、イタリア、ロシア、スペイン）

ヘルシーな和食がブームとなっているヨーロッパ。ラグビーワールドカップが開催される2019年は特に英国人の増加が予想さ
れ、
スポーツ中継のあるバー・居酒屋も喜ばれそうです。
訪日外客数

122万人※2

1人当たり飲食費 4万3228～
6万1910円
主な宗教 キリスト教

OK
NG

◦自国でも豆腐をはじめ低カロリーの和食が定着、身近な存在である
◦カフェなどで読書をしながらゆったりするのが好き

◦動物愛護から馬、鯨、活き造り、踊り食いを嫌う人が多い

◦20時以降夕食を楽しむ習慣がある。閉店時間の確認を
◦人差し指と親指のOKサインは南米やヨーロッパでは卑猥な意味を持つことも

◦死者にお酒を注ぐ風習があり、お酒の注ぎ足しはしないのがマナー

台湾

◦日本の食事は味が薄いと感じる人も多く、多彩な調味料があると喜ばれる
◦マレーシア、
インドネシアなどはムスリムが多いので十分な案内を
◦タイの敬虔な仏教徒には牛肉を食べない人もいる

●ベジタリアンが多く、厳格な人は動物性のかつおだしもNG
●臓物を主成分とする料理を嫌う人がいる
●レディファーストを重視するため対応に気をつけよう

◦冷たいものを避け、弁当や麺類も温かいものを
◦畳は苦手。掘りごたつや畳の上に高座椅子などの配慮を
◦ポン酢など酸っぱい料理は比較的苦手

◦韓国人にとって
「ごちそう」
は量の多さもポイント
◦お酒が好きな人が多く、焼酎のストレート、日本のビールが喜ばれる
◦健康によいものに関心が高く、効能などを説明できるとベスト

OK
NG

◦本格的な和食より、庶民的な親子丼、
ラーメンなどが好き
◦寿司は人気のメニュー。ワサビは多めに用意を
◦日本らしい四季を感じさせるメニューが喜ばれる

NYを中心に和食、
日本酒の人気が年々高まっている米国。和食は低カロリーで健康によいというイメージがあります。ただ、地
域や人種によって嗜好が異なるため配慮が必要です。

◦料理は多くの分量と品数がそろうことを好む
◦食事の最後に日本の果物を出すと喜ばれる
◦大人数での宴会のようなディナー、バイキングを好む

若者、短期滞在がキーワードの韓国人はB級グルメ好き。人と一緒に食事をし、会話を楽しんでいます。ベジタリアンや宗教に
よって食べるものが限られる人はあまりいません。
訪日外客数

◦繊細な味が楽しめる日本のフルーツが大好き

訪日客が増加し続ける注目の東南アジア。ただ、食文化や好みが異なり、それぞれ尊重することが必要です。外食産業が日本以
上に発達し、冷めた食事はあまり好みません。

国・地域でこんなに食文化が違う！

中国

◦日本料理を本場で食べたいとの本物志向が強い

◦分煙が徹底。食事中の喫煙を嫌う

が、飲食マナーは国・地域、宗教、信仰、伝統などによって違いがあります。ポイントを理解して、
最適なおもてなしをしましょう。日本を安心して楽しんもらうことは、あなたのお店の発展にも

OK
NG

◦新鮮な海鮮料理を好む。刺身のワサビは多めに用意を

オーストラリア Australia

1人当たりの旅行支出が23万円、飲食費も5万円を超えるオーストラリアは注目の市場。食事中にビールやワインを飲む人も多
く、都市部では日本酒を好む人も増えています。
訪日外客数

55万人

1人当たり飲食費

5万8815円

主な宗教 キリスト教

OK
NG

◦屋外で食事をするのを好むため、
テラス席などを提案する
◦食後に甘いデザートを楽しむ習慣がある

◦失礼に当たるため、人を指ささない
◦和食はブームになっているが、朝食などで毎食続くと嫌になることも

◇訪日外客数・1人当たり飲食費は、
観光庁
「【訪日外国人消費動向調査】2018年全国調査結果
（速報）
（
」2019年1月16日発表）
による。
（※1）
東南アジアはタイ、
マレーシア、
シンガポール、
インドネシア、
ベトナム、
フィリピンの合計値
（※2）
ヨーロッパは英国、
フランス、
ドイツ、
イタリア、
ロシア、
スペインの合計値
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ようこそ！の前に知っておきたい宗教やアレルギーと食のルール
世界からの観光客が増える中で、
これまで日本ではあまりなじみのなかった生活習慣を持つ人たちへの対
応が欠かせなくなってきました。その筆頭がキリスト教に次いで世界第2位の信者数を持つイスラム教徒で、
ムスリムと呼ばれます。ムスリムは豚肉を食べません。また、ベジタリアンの中でも厳格なヴィーガンには蜂蜜
さえNGな人もいます。
もちろん、
すべてをクリアしなければ受け入れられないというわけではなく、情報提供を正確に行うことがす
べての始まり。多様性を理解した対応の積み重ねが満足度の向上につながります。円滑にコミュニケーション
をとるためには、多言語メニュー、写真掲載、
アレルギーや宗教戒律上食べてはいけないものの食材をピクト
グラム
（絵文字）
で表示することなども効果的です。
東京都 多言語メニュー作成支援ウェブサイトが提供している食品ピクトグラム例

http://menu-tokyo.jp/menu/pictogram/

POINT 1

原材料をわかりやすく伝える

豚肉や豚肉由来の食品がNGであることはよく知られてい

ますが 、旅 先での 食 事なら豚 以 外 の 肉はO Kという人もいれ
ば、ハラールミートでなければ食べられないという人も。料理
に使われている原材料をわかりやすく伝えたうえで、判断はお
客様に任せましょう。
POINT 3

食材だけでなく調理器具や食器も注意

豚 肉などハラームの 食 材を調 理した調 理 器 具や食 器もハ

ラームとみなされます。ただ、すべて対応するのは難しい場合

もあるので、どうしているかを率直に伝えて判断してもらいま

しょう。使い捨て食器を活用するのも手です。

POINT 5

四季を感じさせる日本の魚や野菜は好印象

POINT 2

アルコールは原則禁止

原則としてアルコールは禁止です。チューハイやカクテルな

ど、一見アルコールと気づきにくい飲み物は、英語やピクトグ
ラムで表示するなど注意が必要。最近はアルコールを添加せ
ず作られた醤油や味噌のバリエーションも増えています。

POINT 4

ラマダン明けは日本への旅行も旺盛に

年に一度、ラマダンと呼ばれる断食月があります。ただ、完

全に断食するのではなく、飲食は日の出前と日没後に行いま

す。ラマダン明 けに旅 行 するムスリムも増えており、集 客 の

チャンスです。

◎2019年：5月15日～6月14日
◎2020年：5月5日～6月3日

天ぷらや寿司など、野菜や魚介類は基本的にハラール。安心
でおいしいと東南アジアのムスリムにも人気のメニューです。
日本の豊かな食材、四季折々の旬の素材を使い、日本ならでは
のおもてなしを提案したいものです。

ヒンドゥー教
人口：約9億人
主な国：インド、ネパール
注意食材：牛、
ブイヨン、バター、ニンニク、ニラ、玉ねぎ、
アサツキ、
ラッキョウ
宗派や居住地域によってベジタリアンとノンベジタリアンに分かれるヒンドゥー教。ただ、
ノンベジタリアン
でもシヴァ神の使いである牛を食べる発想はなく、特に人々に乳をもたらす牝牛は神聖とされています。高い
カースト出身者は肉だけでなく、魚、卵、
アルコールを摂取しないことも。ニンニク、ニラ、
ラッキョウといったに
おいの強い野菜も避ける傾向があります。

ベジタリアン
人口：約6億人
主な国：インド、米国、英国、スイス、台湾、
オーストラリアなど
注意食材：肉、魚、乳製品、卵、蜂蜜
ベジタリアンといっても野菜しか食べないのではなく、肉、魚以外の植物性食品と卵、乳製品を食する
「ラク
ト・オボ・ベジタリアン」
、肉、魚、卵以外を食べる
「ラクト・ベジタリアン」
、卵はOKだが肉、魚、乳製品はNGの
「オ
ボ・ベジタリアン」
、蜂蜜さえ食さない
「ヴィーガン」
と様々。最近は日本でも、動物性食材を一切使用せず、野菜
の出汁でおいしさを追求する専門店や、最初のチャレンジとしてベジタリアン向けのセットメニューを用意する
（※ベジタリアンの定義は、資料により解釈が異なる場合があります。）
店も増えています。

ムスリム
（イスラム教）

食物アレルギー

人口：約16億人
主な国：中東、
インドネシア、マレーシア、北アフリカ、パキスタン
注意食材：豚、豚由来の加工品、調味料、
アルコール

最注意5品目：そば、落花生、卵、乳、小麦
注意品目：あわび、いか、イクラ、エビ、
カニ、鮭、サバ、オレンジ、キウイフルーツ、桃、
りんご、バナナ、
くるみ、
牛肉、鶏肉、豚肉、大豆、
まつたけ、
やまいも、ゼラチン

2030年には人口が22億人に達すると推測されているムスリム。日本でおもてなしをするうえで、対応は不
可欠です。イスラム教の教義にのっとって食べることが許されているものは
「ハラール」
、逆に禁じられたものは
「ハラーム」
といいます。ただ、その基準は国や宗派、人によってまちまち。ひとくくりにはできませんが、基本
的なことを押さえておきましょう。
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日本だけでなく、欧米諸国を中心に食物アレルギー患者の増加が問題となり、対応が急務となっています。
かゆみやじんましん、
くしゃみ、下痢など様々な症状がありますが、特にアナフィラキシーと呼ばれる急性重度
な反応が出た場合は命にかかわることもあるため、
すぐに病院を紹介する、119番緊急搬送などが望ましいで
しょう。地元で外国人対応に優れた病院のチェックもしておきたいものです。
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