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①ホームページと予約など

１．ホームページ関連

◎良い点

• 多くのホテルのホームページが美しい写真を使い、館内の施設などもわ

かりやすく紹介していている。

• 交通方法や部屋の値段まで調べられてとても分かりやすかった。

• 特に変な表現はなかった。

△工夫すべき点

• 中国語を話せる人がいない場合、その旨断り書きを入れた方が良い。

２．予約

○状況

• 中国語で電話をかけると英語の対応となってしまう施設がほとんどであ

る。

• メールでの対応も英語対応のところがほとんどである。

• 旅行会社の共通ページは便利であるが、銀聯カードやクレジットカード

がインターネット予約の際は必要になる施設もある。

◎良い点

• 旅行会社が行っている共通ページは内容がわかりやすく、予約しやすい

ものもあった。銀聯カードかクレジットカードが必要になる場合もある

が、ほとんどの人はそれらのカードを所有しているので問題はない。

（インターネット上でカードを使用することもあまり抵抗はない。）

△工夫すべき点

• カードが予約に必要な場合、最初に何のカードが必要であるか書いてあ

ると良い。（特に銀聯カードが使用可能であるかどうか）

ホテルの案内ページ

基本情報ページ
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②チェックインから客室まで

３．フロント（チェックイン）

◎良かった点

• フロント係りの人は笑顔で挨拶があり、身嗜みも良く、言葉も丁寧な応対

で好感がもてる。

• 中国語が出来る人日本人スタッフがいたので、チェックインはスムーズ

だった。

• 食事場所などについても問合せたところ親切に対応してもらえた。

△工夫すべき点

• 中国語でチェックインできるのは良いのだが、中国語の館内施設案内パン

フレットがなかった。中国語の案内も用意すると良い。

• チェックインする際にロビーには多くの中国人がいた。ところがロビーの

中に中国語の表記がない。もっと表記した方が良い。

４．客室まで

△工夫すべき点

• 案内が付いてくれたことは良かったのだが、案内する係りの人は中国語が

できずに英語で案内となった。

• 施設案内については中国語のものが必要だと思う。

• エレベーター内の表示は日本語と英語の表示なので、客室以外の施設の案

内は中国語があった方が良い。

• 館内施設の表記も全て日本語と英語だけであった。

フロント：混んでいたが笑顔で迎えてくれた

中国語も欲しい館内案内
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③客室

５．客室

◎良かった点

• 部屋自体はきちんと掃除されていて、清潔感に溢れ、心地良かった。

• 部屋の鍵はかけておく事、連泊の場合、ベッドメイクをしないことに

ついての注意書きは中国語で表記されていた。（但し、繁体字）

• ビデオシアターに関しても中国語の案内があった。

△工夫すべき点

• 館内の案内書類も日本語と英語だけだった。

• 部屋のドアにある消火栓と消火器の案内は何となく意味はわかるが中

国語表記した方が良い。また、また、危険にかかわるものなので使い

方も中国語あった方が良い。例：消火栓→消防栓、消火器→灭火器

• 電話の案内が日本語と英語だけなのでわかりにくかった。

• 貴重品入れについての案内も日本語と英語しかなかったので、使いづ

らい。

• 中国語の表記を増やした方が良い。（簡体、繁体併記）

６．洗面所（バス・トイレ）

◎良かった点

• 清潔感にあふれていた。

△工夫すべき点

• シャンプー、リンスなどの中国語表示がない。間違えてしまうので中

国語表記が必要である。

• トイレ（ウォシュレット）に関しての案内が日本語と英語しか書いて

いなかった。誤った操作をしないように中国語表記もあった方が良い。

電話：日本語と英語のみ

ビデオシアターの案内

ウォシュレットの案内
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④館内施設（売店、館内レストランなど）

８．売店

◎良かった点

• いろいろな種類のものが販売されていて面白かった。

△工夫すべき点

• 係りの人は日本語しか話すことができなかったので、スムーズ

な対応ではなかった。

• 笑顔と挨拶もなく、ホスピタリティが感じられなかったのが残

念。

• 中国語でお薦め商品を表記しておくと良い。

※中国人が喜ぶお土産品

女性：化粧品（年齢を問わず）、お菓子

男性：電化製品（若年層）、たばこ、お酒（老齢層）

９．館内レストラン

◎良かった点

• 係りの人の対応は良かったが、言葉はできなかった。

△工夫すべき点

• メニューの表記は全て日本語と英語であったので、中国語の案

内がメニューがあり、お勧め料理などが紹介されていると良い。

• メニューがわからない時のために、写真入りだと良い。

売店の売り物：中国語表記が欲しい

レストランメニュー：中国語表記が欲しい
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⑤朝食

１０．食事場所

◎良かった点

• 会場に着くとすぐに係りの人が空いている座席へ案内してくれた。

△工夫すべき点

• 館内に中国語の表記がないため、少し会場が分かりにくいかもしれな

い。できれば、エレベーター内にある案内には中国語表記があった方

が良い。

１１．食事（朝食）

◎良かった点

• バイキング形式なので食べたいものが食べられて良かった。

• 暖かいものが多く、量もたべられるので良かった。

• 料理の盛り付け方がいろいろな形の鉢やガラスの皿などを上手に使っ

ていて、とても良かった。また、贅沢に感じた。

• パンやフルーツの種類も多くて良かった。

△工夫すべき点

• 何の料理なのか案内の表示が欲しい。表記はあるのだが、全て日本語

と英語なので、想像して取るしかない。

※お粥もあって良かったが、中国においては一番安いものであるので、日本

にいるのであれば、積極的には食べないかもしれない。

充実した朝食：中国語の表記が欲しい

パンの種類が豊富
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⑥チェックアウトと観光案内所など

１２．フロント（問合せ）

○状況

• 部屋からの問い合わせをしたところ、中国語のできる人が少

ないので、英語になってしまった。

◎良かった点

• 時間を改めて、フロントへ出向いてみると同じく中国語ので

きるスタッフが質問に答えてくれた。

• 近くで買い物をしたいと言うと、中国語の店舗の案内をくれ、

説明してくれた。

△工夫すべき点

• 時間によって中国語のできるスタッフがいないこと。できれ

ば、常に中国語のできるスタッフが１人でよいのでいると良

い。

• ハウスフォンについて、できれば中国語専用の問合せ番号を

専用にしたものがあると良い。

• ホテルに常備されている観光案内には中国語のものが欲しい。

１３．フロント（チェックアウト）

◎良かった点

• 中国語ができるスタッフが対応したので全く問題はなかった。

• 支払いに関しても待たされることなく、スムーズであった。

• 笑顔で見送ってくれ、好感が持てた。

フロントの両替の案内

レストランの案内
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⑥チェックアウトと観光案内所など

１４．観光案内所

◎良かった点

• 笑顔で親切に質問に答えてくれた。

• 中国語はじめ韓国語、英語のパンフレットも多くあり、上

手に陳列されていた。

△工夫すべき点

• 中国語ができる人はいなかった。できればいた方が良い。

• パンフレットそのものはわかりやすいものだったが、観光

地の案内しか掲載されていなかったのが、残念。例えば、

食事場所、公共トイレの場所、喫煙所などの情報も掲載し

ておいた方が良い。

• また、パンフレット自体も情報を一元的に載せるだけでな

く、お薦めのポイントを書いた方が良いと感じた。

• また、観光案内所があるのにその場所がわかりづらかった

ので、駅の中に案内看板を設置した方が親切だと思った。

• 駅を出て右に行くべきか左にいくべきか最初に迷ってし

まった。

駅の外にある案内看板

陳列された外国語パンフレット
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⑦まとめ

好感がもてる点（みならうべき点）

• ホテルのフロントの人が笑顔で挨拶してくれる。

• 施設全体が清潔感にあふれていること。

• 中国語を話せるスタッフがフロントにいること。

• 食事がバイキングで料理の種類、デザートの種類が多かったこと。

• その食事の盛り付けも上手で、とても豪華だったこと。

朝食
部屋にあった施錠の案内

簡体字も欲しい
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⑦まとめ

工夫すべき点（改善すべき点）

• 会話ができる人がいない場合に備えて簡単な会話集があると良い。

• 館内の主要な場所などに中国語の表記を増やす。 例：露天風呂→露天浴池、ロビー→大厅

• 中国語の館内案内図があると良い。

• 部屋にある電話、貴重品ボックスについては使い方に関する中国語表示が欲しい。

• 特に防災に関する消火器や消火栓の使い方は中国語が書いてあった方が良い。

• バイキングの場合、食事中と食事終了を案内するカードがあると良い。

• 中国語表記は簡体字と繁体字を併記すると良い。

• レストランのメニューは写真入りにすると良い。

• ホームページについて、中国語が話せる人がいない場合、その旨を注意書きした方が良い。

好例：中国語他の料理の表示例 他個所の好例：宿泊施設の会話集例 他個所の好例：食事中カード

筆談について：同じ漢字を使うので、簡単な単語レベルであれば、筆談でやり取りが通じることもあります。しかし、根本的
に中国語と日本語は異なった言葉ですので万能とはいえません。多くの漢字の使い方も異なります。

例：あなた、君→你、 食べる→吃 私、僕→我 彼、彼女→他
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⑧中国人旅行者に関して留意すべき点

食事に関して

• 冷めた物は好みません。

• 寿司、刺身など生ものを受付けない人もいます。

• 食べる量が多いため、バイキングにすれば、量も種類も多いので喜ばれるでしょう。懐石の場合は最初にこれく
らいの品数でこれくらいの量だということを説明しておいた方がよいです。

• お茶またはお湯をたくさん飲みます。

• ラーメン、牛肉を好みます。

• 日本の食事は野菜の量が少ないとの不満があります。

• 室内で靴を脱ぐ習慣がなく、正座にも慣れていないので座敷は好みません。座敷の場合は座椅子は必須です。

• 出身地により味の好みが違うので、調味料（醤油、唐辛子など）をテーブルに用意しておくと良いでしょう。

宿泊に関して
• 温泉が人気です（特に景色の良い露天風呂）。

• ビジネスホテルタイプの狭い部屋は好みません。

• 部屋の備品を持ち帰る人もいますので、持ち帰られても構わない物とそうでない物とをはっきりさせておく必要
があります。

• 旅行中に早寝する人は少なく、ナイトライフ（ショーなど）を楽しみにしています。

• ナイトライフは日本では非常に少ないため、部屋でテレビを見ることが多く、中国語放送チャンネルの導入が望
まれます。

• 中国語で書かれた宿泊施設周辺のウォーキングマップ（深夜営業のコンビニエンス・ストア、ドラッグストア、
居酒屋、ラーメン屋など。手書きでも構いません）などを用意しておくと喜ばれます。

• 中国ではキャンセル料を取られないことが多いこともあり、土壇場でのキャンセルが多いようです。

• 相部屋は好みません（旅館などどうしても相部屋になる場合には事前に了解をとっておく必要があります）。

資料：日本政府観光局（JNTO）
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⑧中国人旅行者に関して留意すべき点

歓迎

• 中国人は特別扱いされるのを特に喜ばれます。

• 宿泊施設の入り口に「熱烈歓迎」の横断幕を掲げたり､簡単なお土産を用意するとたいへん喜ばれます。

• 言葉が通じなくても歓迎の気持ちは伝わるので､本当に歓迎していることを表すことが必要です。

• オフシーズンなら歓迎するがオンシーズンはお断りというのでは歓迎していることにはなりません。

言葉に関して

• 日本を訪れる殆どの中国人は中国語しか話さないと考えても良いでしょう

• 中国語(簡体字)の資料・情報・案内板などが必要となります

• 従業員は中国語に堪能であるだけではなく、できれば、中国人の習慣、文化にも精通していることが望まれます。

• タイ旅行が中国の人々にとって人気が高い理由は、価格が安いことが一番ですが、中国語が通じるうえ、人民元
も通用するなど中国人を歓迎する姿勢を直接訴えていることにあります。

• 中国人は買い物に大きな関心がありますが、商品の説明が中国語でないと買いたくても買えないことになります。

その他（気質など）

• 個人主義が発達しているため、一般的に規制の多い団体行動はやや苦手のようです。

• 直前まで計画を詰めず、臨機応変に物事を決めることが多いようです。

• ただし、訪日旅行については、査証を取得する必要があるため、間際での申し込みはありません。

• 無理だと分かっていても頼んでくる場合がよくあります。

資料：日本政府観光局（JNTO）
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⑨中国語 基本例

あいさつ

いらっしゃいませ 欢迎光临

ファンイン グゥァンリン

おはようございます 早上好 ザゥシャンハゥ

こんにちは 你好 ニイハオ

おやすみなさい 晩安 ワンアン

さようなら 再见 ツァイチェン

返事

はい 是的 シデー

いいえ 不是 プシー

かしこまりました 好的 ハオデー

ありがとうございました 谢谢 シェシェ

どういたしまして 不客气 ブーカチー

申し訳ありません 对不起 ドォイブーチー

客室への案内

こちらへどうぞ 请到这边来

チンダオ チェイビェン ライ

お履物はこちらでお脱ぎください。

请脱鞋 チン トーシェー

では、ごゆっくりおくつろぎ下さい

请休息 チン ショーシー

見送り

またお越し下さいませ

请下次再来光临

チンシャー シーツァイライ グゥァンリン

よいご旅行を 祝您愉快

ツゥーニン ユクァイ

食事・メニュー

日本料理 日本料理 ズーベンリャオリー

郷土料理 乡土料理 シャントゥーリャオリー

前菜 冷盘 リェンベン

吸い物 清汤 チンタン

味噌汁 酱汤 ジァンタン

お造り 生鱼片 センユーピェン

煮物 煮的菜 ツテツァイ

焼き物 烤的菜 カウテツァイ

揚げ物 炸的菜 ツァーテツァイ

蒸し物 蒸的菜 ツェンテツァイ

ご飯 白饭 パイファン

果物 水果 スェイグォ

甘味 甜品 ティンピン
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⑨中国語 基本例

宿泊施設種類

旅館 日式旅馆 ズースー リューグァン

ホテル 西式旅馆 シースー リューグァン

ビジネスホテル 商务旅馆 サンウー リューグァン

ロビー周り

玄関 玄关 シュエングァン

フロント 柜台 グェータイ

セーフティボックス 保险箱 バォシェンシャン

観光案内 观光指南 グァングァンツーナン

ロビー 大厅 ダーティン

ソファ 沙发 サーファー

トイレ 洗手间 シーソージェン

非常口・非常階段

非常口 安全门 アンチュェンメン

非常階段 逃生梯 タォセンティ

消火器 灭火器 メーフォーチー

避難 避难 ビーナン

危険 危险 ウェーシェン

立入禁止 禁止进入 ジンツゥジンズゥ

禁煙 禁烟 ジンイェン

大浴場

温泉 温泉 ウェンチュェン

大浴場 大澡堂 ダーツァォタン

露天風呂 露天温泉 ルーテンウェンチュェン

貸切風呂 专用温泉 ツァンヨンウェンチュェン

家族風呂 家庭用温泉 ジァーティンヨンウェンチュェン

サウナ 三温暖 サンウェンヌァン

風呂桶 浴室桶 ユーシートン

手ぬぐい 擦手巾 ツァスォジン

タオル 毛巾 マォジン

バスタオル 浴巾 ユージン

洗い場 沖澡处 ツォンツァォツゥー

シャワー 淋浴 リンユー

脱衣場 脱衣处 トイツゥーシュー

石鹸 香皂 シャンツァオ

シャンプー 洗髪精 シファジン

リンス 润糸精 ルェンスージン


