
 

 

 

 

 

１．座談会 

宿泊施設における訪日外国人の受入接遇 
                    ※平成 19 年 10 月実施 
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川口：お忙しいところお集まりいただき、ありがとうござ

います。 

本日の座談会では、本事業の表題にもありますよう

に、主に“接遇”をテーマとし、サービスやホスピタリテ

ィー、外国語対応、館内表示･･･といった面を中心に

お聞きします。 

お集まりいただいた皆様におかれましては、それ

ぞれ立場や条件等の違いがあることは承知していま

すが、これまでの経験を踏まえ、お話をいただければ

と思います。そのような中で、インバウンド推進上の

“ポイント”や“心構え”などに対する共通点、あるいは

立場等の違いからくる“相違点”“配慮事項”などが明

確になれば良いのではないか･･･と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまず、皆様の“自己紹介”の意味を込め、

それぞれの宿泊施設の規模や立地、あるいは外国

人受入れの状況（国や比率、いつごろからなど）につ

いてお聞かせください。 

澤：台東区谷中で、私と家内と息子夫婦で家族旅館

をやっています。全部和室で 12 部屋。26 年前、勧め

られて外国のお客さんの受入れを始め、これまでに

90 カ国、延べ約 12 万人の外国のお客さんに泊まっ

ていただきました。平均稼働率は約 9 割、そのほとん

どが個人旅行で、欧米の方が中心です。「なんでもっ

と大きくしないの･･･」とよく言われますが、顔が見える

旅館だから来てもらえるのだと思っています。 

飯田：上野にある NEW 伊豆ホテルは全 47 室のビジ

ネスホテルです。自分に留学経験があったこともあり、

先輩の方々に教えていただきながら外国人旅行者の

受入れを始めました。ワールドカップのとき一気に増

えて、現在は 4 割ぐらいが外国のお客様です。オー

ストラリアの高校生、イギリスの専門学校生など、外国

のグループ客の方にも選んでもらえるようになりまし

た。 

白崎：東京都千代田区九段下にありますホテルグラ

ンドパレスは 1972 年のオープン、部屋数は 464 室で
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す。当初はインバウンドは圧倒的に欧米が主流だっ

たのですが、1980 年あたりからアジア圏からが増えて

きて、86 年のつくば博で台湾からの訪日客がブレー

クしました。今年上半期はウォンが強くなった韓国で

約 1 万 2,000 名、台湾 6,000 名、アメリカ 5,500 名、

中国も伸びていて 4,000 名近く。稼働は 8 割程度、外

国人・日本人比率は半々です。個人のお客様 8 割、

団体 2 割です。 

中沢：草津温泉のホテルヴィレッジです。草津温泉は

昔からドイツなど欧米との付き合いがあった温泉地で

すから、外国のお客様に対する抵抗感は、地方の温

泉地としてはかなり少ないほうです。私どものホテル

は草津温泉内でも比較的客室数が多くてインバウン

ドにも対応できたので、積極的に受入れている方だと

思います。外国人のお客様は全体の 5％ぐらい、年

間 7,000～8,000 名です。うちツアー客が 8 割、残りが

FIT（個人旅行者）。ツアーは圧倒的に台湾、中国、

韓国から、FIT は欧米や韓国中心です。インバウンド

の数とは別に、日本を代表する温泉地として日本人

が外国人を連れてくるという使い方もされています。 

川口：ありがとうございました。それでは、 初にお伺

いしたいのは、外国人を受入れるにあたって、宿泊

施設の方がまず気にされるのが「言葉」「会話」「語

学」の面だと思います。どのように対応されているの

でしょうか？ 

白崎：ビジネス客が多いので英語は大前提と考えて

いまして、フロントには特に英語が堪能な人間を置い

ています。ほかにフランス語、スペイン語、アラビア語、

ドイツ語、韓国語に対応できます。でも、日本に来た

観光客は、いろいろジェスチャーなども交えてわかり

合うのも楽しいのではないですか。お客様が病院に

かかったりするときは英語が必要になることもあります

が、ツーリストは英語圏以外からもたくさんいらっしゃ

るので、言葉はそれほど問題ではないと思います。 

中沢：フロントや予約のほうに英語の堪能な者がいま

す。中国語に関しては研修生を数名、中国から受入

れています。でも実際にツアーなどでいらした方たち

は添乗員さんがいらっしゃいますし、FIT でもトラブル

がなかったので、さほど何もしていません。ただ、み

んな恥ずかしがってなかなかやってくれないのです

が、お客様の国の言葉で「いらっしゃいませ」「おはよ

うございます」と声をかけよう･･･とは言っています。 

飯田：うちのスタッフは 初苦手だったのですが、こ

れだけ外国の人が来ると、ある程度は受け答えできる

レベルに到達します。ただ、細かい質問は私が出て

いかなければいけませんし、メールの返信も私がして

いるので、スタッフの英語力にはもうちょっと力を入れ

ていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澤：「外国のお客さんを受けたら･･･」と言われ、実は 1

年間踏み切れなかったのは、やっぱり言葉がわから

ないことだったのです。ところが、一番障害にならな

かったのが言葉でした。英語ができても、英語のわか

らない人が来ることもありますしね。 

初は電話で「ハロー」と言われるとガチャンと切っ

ていた（笑）。それではいけないと会話集を使ってみ

ましたが通じなかったのです。近所の外国の方に「も

っと単純でいい、「『単語英語』で大丈夫！」と言われ

て、以来通じるようになりました。わからなければ紙に

書いてもらって辞書を引けばいい、絵を描いてもらっ

たらいい。もちろん勉強してもいいんですが（笑）、言

葉にこだわると二の足を踏んでしまいます。 

川口：外国語での会話力がないと無理ではと感じて

しまうのですが、一定程度の会話力でもコミュニケー

ションは取れるものですか。 

中沢：何か答えようという気合いと根性で、コミュニケ

ーションは取れていますね。 

中沢 一裕氏
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飯田：私もペラペラなわけではないのですが、逆に

「英語ができる」と思われると面倒なことを相談されて

時間がかかったりします。ある程度できるというぐらい

のほうがいいかもしれません（笑）。 

澤：うちはホテルのコンシェルジュと違って、できない

ことは「できません」と言いますからね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白崎：それは非常に大事だと思いますよ。目を見てち

ゃんと「ノー」と言う。 

澤：でも 26 年前はやっぱり言葉が心配で。やってみ

るとできてしまうものですが、それはやってみないとわ

かってもらえない。 

中沢：草津温泉でも、部屋が空いていても外国のお

客さんは「勘弁してくれ･･･」という旅館さんはまだ多

いです。言葉の問題で自信がないという。一度やっ

てみると、意外に簡単だと感じるはずなんですけど。 

川口：言葉は大きな障害ではないということですね。

次に、外国の方々を受入れた場合のクレームやトラ

ブルなどお伺いできればと思います。また、こういうこ

とが喜ばれるという話もあればお願いします。 

白崎：夫婦げんかがあったり、酔って正体をなくすお

客様がいらしたり、その程度の小さなトラブルは日常

茶飯事です。ただ、当然のことですが、日本人・外国

人を問わず全てのお客様を平等に扱うことが も重

要と考えています。日本のホスピタリティーは素晴らし

いですから、当たり前のことをしていれば「サンキュ

ー」という言葉をいただけます。クレームが多いのは

むしろ日本人ですよ（笑）。 近少し難しいと思うのは、

ベジタリアンやノースモーキングの方が増えてきたこ

とや、イスラム圏用の食事のことなどです。 

中沢：はじめたころは大浴場ではしゃいで泳ぐお客

様がいらして、まわりの方にしぶきがかかるとか、お風

呂のゆかに寝そべっていて日本人から「どうにかし

て」と言われたりということはありました。添乗員さんに

お願いしたり、お風呂のマナーについてカードを配っ

たりしましたが、 近韓国や台湾では入り方が知られ

ているようで、そういうトラブルは少なくなりました。以

前は部屋の調度品がなくなることがありましたが、これ

も今はないですね。私たちが海外へ行くときのように、

それなりに皆さん勉強していらっしゃる。 

飯田：若者のグループは長く泊まる場合が多く、私は

寮母さんのように思われたりしています。特別なこと

はしてないのにとても感謝されたり、帰ってからメール

や手紙をいただいたりします。この前はスペインのグ

ループが、帰るとき「掃除のおばさんにもあげてね」と、

フルーツケーキをくださいました。 

クレームといえば、すごく太っている方が和室のト

イレ（洋式）が「狭くておしりが拭けない･･･」とおっしゃ

って、洋室のお客様に部屋を替わっていただいたこ

とがあります。あとは、ワールドカップのときフーリガン

が 7 人泊まって、警察が 30 人ぐらい来るという事件が

ありました（笑）。でも、感謝して帰ってくれるお客様が

たくさんいらっしゃるので、ちょっとのクレームやトラブ

ルは帳消しになります。 

澤：和式トイレはトラブルが多くて、今は全部洋式にし

ています。お風呂は他人と一緒に入る抵抗感がある

ので、カギがかかるお風呂を 2 つ作ってあります。共

同のお風呂なのに栓を抜かれるので、今回作り替え

たとき手では栓が抜けないようにしました。やられて

困ることを一つ一つつぶしてきた･･･、何か起きたらそ

のとき対策を取ればいい･･･という考え方です。滞在

型のお客さんが多いですから、コインランドリーは喜

ばれました。乾燥機も設置したのですが、乾燥機に

かけられない素材の服もあるので屋上に物干し場を

作りました。 

澤 功氏
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川口：「館内の表示」や「注意書き」などはトラブル回

避的な意味合いがあるかと思いますが、設備の使い

方などについては、館内に掲示をたくさんしてらっし

ゃるのでしょうか。 

白崎：うちは日本語と英語だけです。ただ、ビジネス

センターと国際電話がかけられる公衆電話には、中

国語・韓国語・英語・日本語の表示をしています。非

常口の表示は万国共通ですから、非常灯のランプを

常時つけておけば大丈夫です。テレビは CNN と、中

国語放送・韓国語放送も入れました。英語新聞はジ

ャパンポスト等、日本で発行している英字新聞を用意

しており個人客には部屋にセットします。 

澤：玄関の看板を日本語とローマ字で書いています。

漢字はアジア圏のお客様が、ローマ字は欧米のお客

様が見て入ってきます。来たときフロントで門限と掃

除の時間を必ず全員に知らせます。それ以外に、お

風呂には使い方を掲示しています。 

飯田：うちもそんなに館内掲示はしてないですね。部

屋には、A4 判 2 枚でインフォメーションと国際電話の

かけ方を説明しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中沢：うちの場合 9 割は日本の方ですので、館内表

示は英語が少しある程度です。外国の方が泊まると

いう部屋に、案内の紙を韓国語や中国語のものに差

し替えて、ご本人がしっかり理解してくれればいいと

いうスタンスでやっています。 

川口：外国人を受入れるにあたって、まち中では外

国語の案内表示もしていこう･･･というお話をするので

すが、それと館内の表示は違うものですか。 

澤：まちの中は必要なんでしょうけど、昔よりは泊まる

人が旅館の使い方をよく知っています。 

白崎：それに、海外のお客さんは「なんとかしよう！」

とやってみるのが楽しいようです。 

澤：個人旅行のお客さんは何でも楽しんでくれる。部

屋の中で素足なんて初めて体験した、自分の国では

「ありえない！」と。不便なこともあるでしょうが、そのま

まの体験をさせてあげたほうがいい。畳の上にベッド

を置いたりしたら、澤の屋に来る意味がないですし。 

川口：ツアーの団体さんは、添乗員さんが館内設備

等の使い方をきちっと説明してくれているのですか。 

中沢：何がどこにあるという館内説明はしてくれても、

マナーや使い方まで説明してくれている雰囲気はな

いですね。日本に来る段階で勉強してくるほうが多い

ようです。 

川口：館内の設備やサービスで、外国の方を受入れ

るにあたって整備したものはありますか。 

白崎：インターネットはいつの間にか必需品になって

しまいましたね。もちろん高速回線でなければいけな

い。464 室のうち 7 割以上はインターネットが使えるよ

うにしています。接続料金は無料で、これは都内ほと

んどそうだと思います。無料は大きなセールスポイン

トになります。 

澤：うちは食堂に 2 台パソコンを置いて、24 時間使え

るようにしています。部屋も全部つなげられるようにし

ました。やはり無料です。公衆電話はあまり使われな

くなって、もう撤去されるかも（笑）。お客さんは、持っ

てきた携帯電話で国際電話をかけています。あとは、

クレジットカードを受けないと外国人、特に個人旅行

の欧米人は受けられません。 

飯田：いくつかの部屋はインターネットが使えます。ロ

ビーでは無線 LAN が使えるので、いろいろな国の人

がパソコンを開いて、知らない同士が会話されたりし

ています。いい雰囲気だと思うのですが、日本の方に

は少し違和感があるようです。客室のテレビは BBC

飯田 明子氏
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を見られるようにしています。 

中沢：フロントで無線 LAN の用意をしていますが、1

～2 泊の方が多いのであまりリクエストはありません。

コインを入れて使うインターネットパソコンを 2 台置い

ており、韓国の若い人は使っています。おみやげは、

観光地より「東京で電化製品を買いたい･･･」とか、

「荷物になるので 後の 1 日でないと買わない･･･」な

ど、さほど出ません。 

澤：うちも、はちまきや T シャツ、浴衣程度は出ますが

高いものは売れません。皆さん情報を持っているし、

アメ横にも行きますし。 

白崎：浴衣が喜ばれますね。それから、「近くに 100

円ショップはある？」とよく聞かれます。おみやげに買

い込まれるようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川口：リラクゼーション関係はどうですか？ 

白崎：うちはマッサージぐらいしかないので、あんまり

使われません。 

中沢：草津は夏に音楽アカデミーがあるのですが、そ

の講師の先生方はマッサージを利用されます。アジ

ア圏の人は料金が高いと感じるのか、ほとんど使わな

いですね。 

川口：お食事も提供するような観光地、温泉地のホテ

ルでは、“お風呂”とともに気を使うのが“食事”とお聞

きしますが、皆様のところ、特に温泉地にある中沢ヴ

ィレッジさん、あるいはシティーホテルのグランドパレ

スさんはどうでしょうか？ 

中沢：バイキング形式では、トラブルは特にありませ

ん。ベジタリアンやイスラム圏の人は食べられないも

のが多いので、日本の精進料理が向いていることに

気づきました。また、インバウンド用の和食では、日本

食の体験的な意味ですき焼き・お寿司・天ぷらを入

れます。生ものを多くせず、群馬なので刺身こんにゃ

くなどを組み合わせています。 

白崎：アジア系のインバウンドは朝食付きが普通なの

で、1 泊朝食付きのパッケージ料金にしています。欧

米系は宿泊のみのこともあります。朝食は、和食とビ

ュッフェの共通チケットを渡して、どちらでもという形

式にしています。朝食に関しては今のところ問題はあ

りません。 

川口：一方、都市部にある澤の屋さん、ビジネスホテ

ルの NEW 伊豆さんでは、夕食は宿以外で食べられ

るお客様が多いかと思いますが、どのように対応して

いますか？ 

澤：外客が 9 割になったころ夕食をやめたのですが、

当時は近所の飲食店に、玄関に「Welcome to」を出し

てください・・・とか、英語のメニューを作ってくださ

い･･･とお願いに行きました。お寿司屋さんも 初は

驚いていたけど、メニューに写真を入れて値段を書

けばできることがわかって、今、うちのまわりはどこも

外国のお客さんを受けてくれています。来たとき地図

を渡して説明するので、その地図を持っていれば「澤

の屋のお客だと」地域の人は理解してくれているよう

です。それから、客室は食べ物の持ち込み OK にし

て、お皿やお箸を貸してと言われたら貸しています。 

飯田：上野は回転寿司が多いので、「回転寿司はど

こ？」とよく聞かれますね。「安い日本食を食べたい」

と言われたときは、チェーンの居酒屋さんを勧めてい

ます。メニューに写真がついていて、英語表示がなく

ても指させばわかりますから。たいていの人は食べる

ところをガイドブックで調べているようです。私も知ら

ないようなマニアックなお店を知っていて、行き方をイ

ンターネットで見てあげることもあります。 

澤：うちのまわりには朝早く洋食を出すところがないの

白崎 達也氏 
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です。そこで、セルフサービスのコーヒーと紅茶、パン

は自分でトーストしてもらって、目玉焼き・ハムエッグ・

スクランブルの 3 つから選んでもらう。これが洋食と言

えるかわかりませんが、クレームが来たことはないし喜

んでもらっています。 

川口：外食もそうですが、地元地域との関わりはどう

でしょうか？ 外国人のお客様を受入れる上では重

要なのでしょうか。例えば、宿泊施設同士の同業者

間の連携、あるいは先ほどの飲食、土産屋などとの

連携、他にもボランティアガイドさんとの連携など。 

飯田：地域は、道に迷ったお客さんを近所の方が連

れてきてくださるとか、そのぐらいでしょうか。まわりの

ホテルさんとは仲良くしています。うちのまわりはビジ

ネスホテルが集中していますから、予約されてない方

が来て「どうしても･･･」というときは、あちこち電話して、

近かったら連れていき、遠かったら地図を書いてあげ

ます。以前、先輩に「ただ断るよりどこか紹介してあげ

なさい」と言われたので。 

白崎：うちも、何かあれば他のホテルを紹介しています。

情報交換もお互いにちょくちょくしております。 

澤：昔は「隣の旅館に紹介したらお得意さんを取られ

る」と言われたんですが、外国のお客さんを受入れる

ようになってからは変わってきました。その地区へ来

たら地区のどこかで受入れてあげる。だって、自分も

海外でそんな目にあったらねえ。 

中沢：地元の旅館さんとは外国客のことに限らず仲

良くして、情報交換もしています。草津では、湯畑周

辺で他のツアーと交じって、帰りによそのバスに乗っ

てしまうケースが結構あるのです。そういう方が間違っ

てうちの旅館に来てしまったら、その人が泊まる旅館

に送り届けてあげています。みんな草津に来てくれた

お客様ですから、よそのお客だからどうこうということ

は絶対ないですね。 

川口：同業者同士がライバルというより地域の中で共

生し、地域全体で受入れをしているということですね。

いろいろとお聞きしてきましたが 後に、皆様の宿泊

施設、あるいは個人的なお考えでも結構ですが、こ

れから外国のお客様の受入れを始めようとしている

方々への“ワンポイント・アドバイス”のようなものをい

ただけますか。 

中沢：「習うより慣れろ」だと思いますし、やってみれ

ば大したことはない、普通の日本のお客さんとそんな

に変わりません。ただ、外国の方に対してまだ抵抗感

を持っている日本のお客様もいらっしゃるので、その

点についての配慮は必要かなと感じます。 

白崎：日本人はよく外国に行きますが、迎える経験は

まだまだです。インバウンドをやるときのアドバイスは、

「ありのままを見せなさい」、「平等に迎えなさい」とい

うことです。あとはスマイル。例えばベッドメークをする

スタッフでもニコッと笑う、一言「ハロー」と言う。そんな

小さなことでいいのです。一人一人の意識が変われ

ば、もっともっと外国のお客様が来ると思います。 

飯田：外国のお客様を迎えるのはびくびくしてしまうと

思いますが、でも慣れです。とにかく受入れて、温か

い心でおもてなしをすることが一番大切。それを外国

のお客様はわかってくれます。言葉が百パーセント

通じない分、気持ちでわかってくれることはたくさんあ

ります。 

澤：旅の思い出として 後まで残るのは、その国の人

との“ふれあい”や“親切”です。旅館の中だけで全部

できるわけではありませんから、「まちでお世話にな

る」という気持ちでやっています。まちの人たちと交流

する仲立ちができればいい。みこしや盆踊りに入れ

てもらったり、イベントがなくてもそのまま、まちの中に

入っていけるように。いい思い出を作ってもらえれば、

日本にまた来てくれると思います。旅館だけでインバ

ウンドに取り組むのでなく、地域全体で受入れること

が大事です。 

川口：大変参考になる内容が多かったように思いま

す。これを読まれた方々も、いろいろヒントになるので

はないかと思います。そして、ここでのご意見やポイ

ントを自らの宿泊施設に合わせて、さらにより良くアレ

ンジしていただき、出来ることから始める…ことが重要

であると思います。 

本日は長時間にわたり、貴重なご意見をいただき、

ありがとうございました。


