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①ホームページと予約画面など

１．ホームページ関連

◎良い点

• 基本的に韓国語のホームページを備えている旅館は少ない、日本語と英語がほとん
どである。美しい写真を使っているので雰囲気を感じることはできる。

• 日本の旅行会社が運営するサイトは 低限の情報も掲載され、また、代金の比較も
できるので使いやすい。

△工夫すべき点

• それほど需要はないかもしれないが、旅館が韓国語の予約ページを持っていたら便
利だと思う。（メール応対でも構わない。但し、クイックレスポンスは必須）

• 韓国のビジネスマンは一定程度の英語はできるが、一般の人は会話までは無理なの
で、観光のお客様を受け入れるには韓国語のサイトがあった方が良い。

２．予約

○状況

• 韓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。

◎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。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

• 韓国の会社が運営する日本の旅館・ホテルサイトは、クレジットカード利用の先払
いであり、支払い通貨はウォンである。為替が毎日変わるのを考えると便利である。
日本の旅行会社が運営する韓国語のサイトも支払いが円とウォンの両建てだと使い
やすい。また、できなくてもおおよそのウォン換算額が表記されていると良い。

美しい写真が数多く使われている
が英語サイトしかない

食事についても同様
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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

• フロント係りの人が「いらっしゃいませ」と笑顔の出迎えてくれた。とて
も好い印象である。

△工夫すべき点

• 韓国語ができるスタッフがいない場合は、「こんにちは」「ようこそ」と
いった簡単な韓国語でよいでの、話すことができれば、好印象となる。

• 手渡しできる館内案内図（韓国語表記されたもの）は必要だと思う。

• 注意事項（ホテル内における情報）が書かれた書面を渡されたが、英語だ
けであったので、こちらも韓国語のものが必要。

• チェックインやチェックアウト、館内における簡単な手渡しできる対話集
があると良い。

• 館内図も韓国語表記があると良い。（英語は韓国においても必修であるの
で 低限英語の表記が必要）

４．客室まで

△工夫すべき点

• エレベーター内の表示は日本語のみであり、英語だけでなく韓国語の表示
もあった方が良い。特に大浴場や食事場所などについては表示があった方
が良い。

• 日本語でよいので、お客様には館内の従業員が笑顔で挨拶するのは好印象
となる。

ロビー

館内の案内図：韓国語表記もあると良い

エレベーター内
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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。

• 浴衣が準備されていることはとても良かった。

△工夫すべき点

• 韓国語の案内は全くなかった。必要 低限の案内は韓国語で必要だと感じ
た。（例：ドアの鍵について・オートドア、セーフティボックス、非常口、
ゆかた、バスタオル・大浴場に常備、チェックアウトの時間）

• 特に布団を敷く際に夕食時間帯に部屋に係りの方が入ることがあるが、何
かあった際に嫌疑を受けることもある。韓国語の案内が必要。

• 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韓国語
表記した方が良い。危険にかかわるものなので使い方も韓国語あった方が
良い。

• テレビや電話の案内日本語と英語だけなのでわかりにくかった。

※畳の部屋の場合、寄りかかれる座椅子があった方が良い。

６．洗面所（バス・トイレ）

◎良かった点

• 少し狭かったが、清潔感にあふれ、たいへん印象が良かった。

△工夫すべき点

• トイレ（ウォシュレット）は韓国でも普及しているが、カタカナだけの案
内だと間違えて操作をする可能性もあるので、韓国語表記もあった方が良
い。

客室

部屋にあった案内：韓国語表記も欲しい

カタカナだけでなく、韓国語表記も欲しい



6

④館内施設（大浴場、売店、レストランなど）

７．大浴場

◎良かった点

• ２ヶ所ある大浴場共に脱衣所も浴槽もたいへん清潔であった。

• 浴室にはいろいろな種類の石鹸やクレンジング用品、化粧用

品が置いてあって良かった。

• 脱衣所にバスタオルが置いてあってよかった。

• 浴室にあるシャンプーやコンディショナーには韓国語の表記

があり良かった。

• 特に露天風呂の景色が良く、ゆっくりとつかることができて

良かった。

△工夫すべき点

• 韓国人の入浴方法は日本人と変わりないが、入浴方法につい

ては韓国語の表記がなかった。念のために韓国語でも表記し

た方が良い。

• 韓国人にとって当たり前の垢すりをしないように韓国語で注

意書きしている温泉もある。

• いろいろな石鹸、化粧品類があるのは良いが、外国語表記が

ないのが残念だった。表記してあると印象はさらに良くなる。

• 湯船に段差があったが日本語の表記しかない、危険なので外

国語表記した方が良い。

様々な種類の化粧水：韓国語表記があれば
より良い印象となる

入浴時の注意：韓国語もあった方が良い



7

④館内施設（大浴場、売店、館内レストランなど）

８．売店

◎良かった点

• 係りの人、皆さんが笑顔で応対し「ありがとうございます」と

いわれ、とても感じが良かった。

• 言葉はできないけれど、一生懸命に身振りで応対してくれた。

△工夫すべき点

• とても種類がおおいので、特に地元の名産品でお薦めのものは

外国語の表記が欲しい。

• 韓国人にとっては温泉では食べるものより、国に持って帰れる

記念品のようなものが喜ばれる。

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。

• 写真を載せているので何なのかがわかるのは良かった。

△工夫すべき点

• 韓国語の案内がメニューがあって、お薦め料理などが紹介され

ていると良い。

日本が感じられるおみやげ

おみやげの紹介が欲しい

レストランのメニュー：写真が載っている
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⑤夕食と朝食
１０．食事場所

△工夫すべき点
• 会場までの外国語の表記があった方が良い。
• 日本語ができないので、外国人だから景色の良いところへ案内しようという

親切心からか、海や街の夜景が見えるところに案内された。海の夜景が見え
る席はバイキングの料理棚から遠かった。できれば、英語でも良いのでどの
席が良いか（例：景色が良い、料理棚に近いなど）聞いてもらった方が良い。
（韓国語で聞いてもらえればベスト）

• 朝食については、会場での案内もなく自由席であった。空いている席は何と
なくわかるが、案内があった方が良いと思う。

１１．食事（夕食）
◎良かった点
• 食事はバイキングだったので量も質も問題なかった。
△工夫すべき点
• 全ての料理に説明があるが、日本語だけであった。韓国語の表記が欲しい。
• バイキングの中でお薦め料理や人気のある料理もわかった方が良い。
• この土地ならでは食べ物や食材について説明書きがあると食事が楽しくなり、

より印象に残ると思う。
• 自分で好みの味に変えたい人もいるので、調味料（コチジャン、七味）を出

しておいた方が良い。
※会席料理の場合、品数などをあらかじめ説明し、どれくらいの量があるのかおお

よその目安を説明した方が良い。
※会席料理の場合は、 初から白いご飯を出した方が良い。また、韓国語のお品書

きを用意した方が良い。

１２．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。
• お茶漬けがあり、食べ方がわからないしぐさをしたら、親切に身振りで教え

てくれた。
△工夫すべき点
• 何の料理なのか案内の表示が欲しい。
• お茶漬けなどは食べ方の案内も必要だと思う。

案内が日本語しかない

案内が日本語しかない：食べ方も必要
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⑥チェックアウトと観光案内所など

１３．フロント（問合せ）

◎良かった点

• 部屋からの問い合わせをしたところ、韓国語のできる人がいないの

で、英語になってしまった。英語でソーイングセットといったら、

直ぐに持って来てくれたのは良かった。

• フロントで問い合わせをしたが、韓国語はできなく、片言の英語と

身振りで一生懸命に対応してくれた。

△工夫すべき点

• 部屋まで来てくれたのは、たいへん良かったがThank youといったの

に返事も無く帰ってしまった。会釈でも良いので返した方が良い。

• 韓国語の周辺の観光案内図がなかった。あった方が良い。

１４．フロント（チェックアウト）

◎良かった点

• 客室内で飲んだ飲物の領収書を別にして欲しいという要望に、身振

りで説明したところ一生懸命に理解しようとしてくれて、何とか伝

わった。熱意が感じられた。

• 荷物を預けようとしたところ、やはり身振りで伝えたが、ちゃんと

対応してくれた。

• 近くにある観光施設に行きたいと問合せたところ、日本語であった

が割引券をくれた。

△工夫すべき点

• 簡単な韓国語でよいので挨拶（見送り）をしてくれるともっと、好

感度がアップすると思う。ロビーにあった観光案内：韓国語も欲しい

ロビーに陳列してあったお神輿：日本を感じる
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⑥チェックアウトと観光案内所など

１５．観光案内所

◎良かった点

• 韓国語の簡単な地図と案内しかなかったので、その他のパンフレッ

トは無いか聞いてみようと２人で韓国語で話していたところ、ス

タッフから韓国語で話しかけられた。

• 周辺の見所を聞いたところ、近くのデパートやその他周辺のスポッ

トを紹介してくれた。

• たいへん親切に対応してくれた。韓国語が流暢であったので、韓国

人の方かと聞いたら、韓国ソウルで語学の勉強をした日本人であっ

た。（この方を含め韓国語対応できる人は２名いる）

△工夫すべき点

• 韓国語自体のパンフレットは数が少なかったので、もっと周辺の観

光スポットや飲食店を掲載したパンフレットがあると良いと感じた。

• また、そのパンフレットには割引券が付いていると更に良くなると

感じた。

観光案内所の入り口

パンフレット陳列の様子（案内所）
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⑦まとめ

好感がもてる点（みならうべき点）

• 従業員のみんな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。

• 言葉できないが、多くの係りの人が身振り、手振りでコミュニケーションを

取ってくれたこと。

• 大浴場については、多くの種類の化粧品、クレンジング用品、石鹸などが用

意されていたこと

韓国語表示があればたいへんわかりや
すい案内図

種類の多い化粧品類：韓国語の表示が
あればベスト
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⑦まとめ

工夫すべき点（改善すべき点）

• 会話を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韓国語の表記を増やす。

例：館内の案内図、主要な施設、料理の紹介

• 料理に関しては、できればその土地の名物や季節のもの（野菜、果物）などについての説明があ
ると良い。より思い出に残るはずだと思う。

• 特に防災に関する消火器や消火栓の使い方は韓国語が書いてあった方が良い。

• 簡単な挨拶でよいので韓国語を話すと印象はたいへん良くなると思う。

• ホームページについて、韓国語のものを作った方が良い。

多個所の好例：韓国語他の料理の表示
例

多個所の好例：宿泊施設の会話集例
英語と日本語しかない避難図
韓国語もあった方がよい。
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⑧韓国人旅行者を迎えるに際して留意すべき点

韓国では､1998年から4回にわたって日本の大衆文化を段階的に開放し､日本映画の放映や､日本の歌謡曲の販売などが行わ
れるようになりました。
全面開放には至っていないものの（2008年6月現在）、日本のテレビドラマが韓国のケーブルテレビで放映され､書店には日本の漫
画や村上春樹や吉本ばなな､浅田次郎など の小説が並び､「日流」という言葉もできるほど､日本の大衆文化が韓国社会で着実に
浸透しています。

歴史的背景や竹島問題､教科書問題などにより、日本に対して良いイメージを持っている人が少なく､2005年2月の竹島･教科書
問題では両国関係が悪化 し､訪日旅行にも影響が出ました。また､日本人の表情が乏しいためか､何を考えているか分からないと
いう印象も抱いています。
その一方で､日本は先進国､ 学ぶべき点が多い､最新技術を持っている､安全､また､日本人は勤勉､時間を守る､親切､といったイメ
ージを持っています。
訪日韓国人数の増加､インター ネットの普及などにより､新聞や雑誌で誇張された日本ではなく､本当の日本の姿を知る人が増えて
きたこと､日本の生の情報の入手が容易となったことから､ 特に若年層では両国間の関係が悪化しても､それは政治レベルでの話と
考えるようになってきています。

2001年の大学入試から、高校における第2外国語が入試科目に加えられることになり､日本語を学ぶ学生が増えています。これ
は､日本文化に対する関心の 高さや日韓交流の増加により日本語が就職に有利と判断する学生が多いことが理由となっている
と思われます。国際交流基金によれば､韓国の日本語学習者数は 約91万人(2006年海外日本語教育機関調査)と世界の中で
もトップで､世界の日本語学習者の約3割(30.6％)を占めていることになります。

韓国では､儒教による敬老精神が身についているため､年上･目上の人を敬い尊敬語を使う習慣があります。日本語のように尊
敬語とぞんざい語(非丁寧語)が存在します。家族､親族とのかかわりが強いのも儒教の影響です。
酒を飲む時やタバコを吸う時にも目上の人を敬う文化が反映されています。酒は両手で目上の人に注ぐのが一般的ですし､目
上の人から注いでもらった酒は飲むのが見えないように横を向きながら飲み､特に焼酎の場合には一気に飲むのが通常のマナ
ーです。また､タバコを吸う時は目上の人に断ってから吸うのが礼儀です。

男性同士では握手や肩を組んだり､女性同士では手をつなぐなど､日本よりスキンシップを使って親しさを表現することがあります。
一般的に自己主張が強く､曖昧なことを嫌う国民性があります。特に怒るときなど､ストレートに感情を表現することがあります。
待つことが苦手でせっかちな面があります。例えば､日本のように整然と列を作って待つことは少なく､車も信号が赤でも人がいなけ
れば発進するケースもよく見られます。

資料：日本政府観光局（JNTO）
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⑧韓国人旅行者を迎えるに際して留意すべき点

一般的に、日本はどこへ行っても清潔であり、日本人は秩序正しく親切であると認識しています。
韓国人は老若男女を問わず温泉が好きで、日本は世界的な温泉国と認知されていることから、日本に行ったら温泉を体験したいと
思う人が多くいます。

日本料理は韓国でよく食べられています。最近では､本格的な居酒屋や､ラーメン､すし､たこ焼きなどの店が増え､デパートではカッ
プラーメン､しょうゆ､お菓子､納豆など､多様な日本の食料品が販売されるようになっています。

韓国からの訪日旅行の際､日本の宿泊費の高さがマイナス要素の一つとなっていましたが､韓国内の物価高も進んでおり､以前に
比べ差がなくなってきていま す。依然として低廉な宿泊施設を求める声はあるものの､国民の生活水準も向上し､高級で快適な宿泊
施設を求めるニーズも出てきています。また､上で触れた ように温泉が好きで､温泉以外に懐石料理や浴衣体験などが一度にでき
る高級旅館に対する人気も高くなっています。

旅行者には日本でのショッピングは大きな魅力の要素になるので、郷土色ある物や流行の品を売る店を紹介すると喜ばれます。 ま
た、日本ブランドに対する信用度は高く､電化製品､ファッション用品､化粧品などを買い求める旅行者も目立ちますが、韓国で購入する
より廉価であるという条件が付きます。

朝食､夕食には和食､洋食を組み入れた「ビュッフェ」スタイルを取り入れると無難です。最近は和食の人気もありますが､本場のキム
チを添えると親切です。韓国では菜食主義者や宗教により食べられるものが限られている､という人はほとんどいません。
韓国人にとって「御馳走」という概念の中には「量の多さ」が含まれます。そのため、例えば「つけもの」を一つ頼んだら、あるいは味
噌汁一杯を追加したら別料金を取るということは避けて、はじめから大ぶりの器で供する気配りが必要となります。
安い宿泊施設を希望する反面、日本はどこでもサービスの質が高いと考えられているので、施設の種類によってサービスの内容も
異なることを明確に知らせる必要があります。 また､日本のように個人単位で宿泊料金を払うシステムは､宿泊料金を部屋単位で払
う韓国ではなじみが薄いので､事前に説明することが必要です。
夫婦の場合､ツインベッドではなくダブルベッドのほうが好まれます。また､同性同士でもダブルベッドを使用する習慣があります。
韓国ではクレジットカードが日本以上に普及しているため､カードでの支払い対応ができることが望ましいです。

言語面での対策として､施設の利用方法などはハングル表記が親切です。ただし､注意事項などの場合､ハングルだけでは韓国のだけ
を注意しているように見えるので､日本語や他言語との併記が望ましいです。

資料：日本政府観光局（JNTO）
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⑨韓国語 基本例

あいさつ

いらっしゃいませ 어서오세요 オソ オセヨ

おはようございます 안녕하세요 アンヨン ハセヨ

こんにちは 안녕하세요 アンヨン ハセヨ

おやすみなさい 안녕히 주무세요

アンヨン ヒチュムセヨ

さようなら 안녕히 가세요

アンヨンヒ カセヨ

返事

はい 네 ネ

いいえ 아니요 アニョ

ありがとうございました 감사합니다 カムサハンニダ

どういたしまして 천만에요 チョンマネヨ

申し訳ありません 죄송합니다 チェソンハンニダ

客室への案内

こちらへどうぞ 이쪽으로 오세요

イチョグロ オセヨ

お履物はこちらでお脱ぎください。

신발은 이쪽에서 벗어주십시오

シンバルン イチョゲソ ポソチュシプシオ

ごゆっくりおくつろぎ下さい 편히 쉬십시오

ピュニ シシプシオ

見送り

またお越し下さいませ 또 오세요

ト オセヨ

よいご旅行を 좋은 여행을

チョウン ヨフェンル

食事・メニュー

日本料理 일본요리 イルボンヨリ

郷土料理 향토요리 ヒャントヨリ

前菜 전채 チョンチェ

吸い物 맑은국 マルグンクッ

味噌汁 된장국 テンジャンクッ

お造り 생선회 センソンフェ

煮物 조림 チョリム

焼き物 구이 クイ

揚げ物 튀김 ティギム

蒸し物 찜 チム

ご飯 밥 パッ

果物 과일 クァイル

甘味 단맛 タンマッソ
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⑨韓国語 基本例

宿泊施設種類

旅館 여관 ヨグァン

ホテル 호텔 ホテル

ビジネスホテル 비즈니스 호텔 ビジニスホテル

ロビー周り

玄関 현관 ヒョングァン

フロント 프런트 プロント

セーフティボックス 세이프티 박스 セイプティバクス

観光案内 관광안내 カンガンアンネ

ロビー 로비 ロビ

ソファ 소파 ソパ

トイレ 화장실 ファジャンシル

非常口・非常階段

非常口 비상구 ピサング

非常階段 비상계단 ピサンゲダン

消火器 소화기 ソファギ

避難 피난 ピナン

危険 위험 ウィホム

立入禁止 출입 금지 チュリプクムジ

禁煙 금연 クミョン

大浴場

温泉 온천 オンチョン

大浴場 대중탕 テジュンタン

露天風呂 노천탕 ノチョンタン

貸切風呂 전세탕 チョンセタン

家族風呂 가족탕 カゾッタン

サウナ 사우나 サウナ

風呂桶 나무욕조 ナムヨッチョ

手ぬぐい 수건 スゴン

タオル 타을 タオル

バスタオル 목욕타을 モギョタオル

洗い場 씻는곳 シンヌンゴッ

シャワー 샤워 シャウォ

脱衣場 탈의실 タリシル

石鹸 비누 ピヌ

シャンプー 샴푸 シャンプ

リンス 린스 リンス


