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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

• 一部のホームページは美しい写真を使い、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いものもある。
• 特に変な表現はなかった。
△工夫すべき点
• 英語のサイトはあるが韓国語のサイトがないホテルが多い。

• 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。

• 特に観光系のホテルの場合、韓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
• 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。

• 旅行会社の共通ページは便利であるが、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。

• 宿泊したホテルは韓国語の話せる日本人がいて、電話で行うことが出来た。
◎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。）

• ホテルチェーンとして予約サイトを構築しているものもあり、使いやすいものもあ
る。

△工夫すべき点

• ホテル自体の案内は韓国語で書いてあるが、予約しようとクリックすると英語に
なってしまうサイトも多い。ビジネスマン向けには問題ないが、英語ができない人
には不親切なサイトとなっている。

美しい写真が数多く使われている

韓国語の予約サイト
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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

• フロント係りの人全員が笑顔の応対は好感がもてる。

△工夫すべき点

• 「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。

• 言葉ができる人がいないためチェックイン自体の応対がスムー

ズにいかなかった。チェックインやチェックアウト、館内にお

ける手渡しできる簡単な対話集があると良い。

• 貴重品に関する案内や館内図も韓国語の表記があると良い。

４．客室まで

◎良かった点

• フロントからエレベーターまでは案内が付いてくれた。笑顔で

親切に応対してくれた。

• 清掃など行う従業員が何名かいたが、廊下ですれ違った際に、

日本語だが笑顔で挨拶してくれて、とても印象が良かった。

△工夫すべき点

• エレベーター内の表示は日本語と英語の表示なので、施設の案

内は韓国語があった方が良い。特に食事場所などについては表

示があった方が良い。

• 日本人か韓国人かは区別がつかないが、お客様に対して従業員

が笑顔で日本語の挨拶をしても、好印象となる。

フロント

エレベーター内案内

フロント

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。

• 国際電話に関する案内は韓国語も表記されていた。

• 非常時に関しての韓国語の案内があったこと。（作成は消防署）

△工夫すべき点

• テレビ放送は日本語と英語だけなので、日本語と英語だけの案内であった。

• もし、韓国語のテレビ放送があった場合は、韓国語の使い方案内も必要で

ある。

• 貴重品入れについても日本語と英語の案内しかなかったので、使いづらい。

６．洗面所（バス・トイレ）

◎良かった点

• 少し狭かったが、清潔感にあふれていた。

△工夫すべき点

• 整髪料などの韓国語表示がない。

• トイレ（ウォシュレット）に関しての案内が英語しか、書いていなかった。

間違えて操作をしないように韓国語表記もあった方が良い。

• 便器の後ろにインターホンがあったが、何の表示も無いため、何に使うの

かわからなかった。やはり簡単な案内書きが欲しい。

防災の手引：本文防災の手引：韓国語もある
韓国語表記が欲しい

客室内

電話のかけ方
の案内
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④館内施設（売店、館内レストランなど）

７．売店

◎良かった点

• 係りの人の皆さんが笑顔で応対していて、とても感じが良かっ

た。

• 言葉はできないけれど、一生懸命応対してくれた。

△工夫すべき点

• お勧め品などには韓国語の案内表示が欲しい。

• 売店がないホテルの場合、周辺のお店の内容が書いてある（コ

ンビニエンスストアや飲食店など）韓国語の案内図を用意して

くのが良い。

※韓国人が喜ぶお土産品

おおまかな傾向としては、韓国自体日本同様に物は豊富であるので、

日本固有の廉価な民芸品などが喜ばれる。

８．館内レストラン

◎良かった点

• 係りの人の応対は良かったが、言葉はできなかった。

△工夫すべき点

• 館内のレストランのご案内に、韓国語の案内表記があった方が

よい。

• メニューもできれば韓国語の表記が欲しい。

• メニューの表示に英語はあった。写真を載せているので何なの

かがわかるのは良かった。

• 周辺にある飲食店（食事の内容を含む）の韓国語の地図を用意

しておくのが良い。

レストランの案内：韓国語表記が欲しい

レストランのメニュー：英語しか表記されていない
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⑤朝食
９．食事場所

◎良かった点

• 客室から食事場所へはチェックインの時に説明を受けていたので問題

なかった。

• 会話が可能な人はいなかったが、食券を渡すと素早く席に案内してく

れた。

• 食事中か食事が終了しているのが、わかりやすいカードがあった。

（食事が終了した場合、カードを裏返す）

10．食事（朝食）

◎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。

• 味も全く問題がなかった。

• ほとんどの料理について韓国語の名称の表示もあり良かった。

△工夫すべき点

• 食事会場内にいる係りの人に笑顔が少ないような気がした。もっと笑

顔を見せた方が印象が良い。

• ほとんどの料理に説明があるが、できれば、食材についての表示も欲

しい。

• 日本のキムチは韓国のものと味が違うので、置いてあっても手をつけ

ないことが多い。コチュジャンや七味があると喜ばれる。

• ナイフ、フォーク、スプーンなどは銀メッキの上質なものであるのに、

箸が割り箸であった。高級な割り箸であるのかもしれないが、アンバ

ランスでとても変な印象を持つ。何かしらの説明書きがあると納得す

ると思う。

• 全体的には綺麗な会場で問題はないが、コーヒー沸かしに貼ってある

シールに染みが入って汚れていた。高級ホテルであるのだから、そう

した小さなところも気を付けた方が良い。

食事中カード

少しシミの目立つコーヒーポット

韓国語、中国語も表記された料理案内

なぜ割り箸なのかわからない
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⑥チェックアウトと観光案内所など

11．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、韓国語のできる人が

いないので、英語になってしまった。

◎良かった点

• フロントへ出向いてみる、韓国語は通じなかったが、応対

は笑顔で行ってくれた。

• このホテルの隣に観光案内所があり、韓国語の案内パンフ

レットと地図を用意してくれた。

△工夫すべき点

• 難しいと思うが部屋からの電話での問い合わせの場合、韓

国語で答えられない場合は、部屋に出向いた方が良い。

• 周辺の観光案内などは韓国語のものを備えた方が良い

12．フロント（チェックアウト）

◎良かった点

• 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。

△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。

近隣の観光施設案内

ロビー
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⑥チェックアウトと観光案内所など

13．観光案内所

◎良かった点

• 韓国語を話せる人はいなかったが、韓国語の観光関連のパ
ンフレットだけでなく、飲食店などのパンフレットが充実
していた。

• 韓国語は通じなかったが、平易な英語でメモを取りながら
相談にのってくれた。その応対方はとても良かった。

• 近くにトイレはないかと聞いたら、すぐに親切に２つの場
所を教えてくれた。

△工夫すべき点

• 周囲には外国人が多く訪れる場所もあるので、もう少しス
ペースが大きい方が良いと感じた。

• 韓国語の話せる人がいた方が良いと思った。

• 聞かれたことに答えるだけではなく、それぞれの地域の人
に合ったお薦めの場所を伝えるようにしたら良いのではな
いか。

案内所正面

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）

• 従業員が笑顔で挨拶してくれること。

• 施設全体が清潔感にあふれていること。

• 食事がバイキングで料理の種類（和・洋・中）、デザートの種類、飲み物の種類も多

かった上に暖かいものも数多くあったこと。

• 食事についても料理名が韓国語で書かれていたこと。

• バイキングを食べる時にカードが渡された。表が食事中、裏が食事終了で日本語、英

語、韓国語、中国語が書いてあってとても理解しやすかった。

• 緊急時の案内について、英語、韓国語、中国語で書かれた冊子が客室にあったこと。

好例：食事中カード

好例：客室備え付け防災案内

好例：客室にあったお願いの書面
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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。

• 館内の主要な場所と客室などに韓国語の表記を増やす。

例：館内の案内図、料理の紹介、電話の案内など

• 韓国の方は個人旅行者が多いので飲食店やコンビニエンスストアなどを記
載した周辺案内図（地図）を備えておくと良い。

• また、周辺の観光案内のパンフレットも必須である。

• 韓国語のホームページは、個人旅行者が多いこともあり、なるべく詳細な
情報を記載しておくと親切である。

一例：宿泊施設の会話集例

朝食場所案内：韓国語も欲しい

避難経路図：韓国語も欲しい
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⑧韓国人旅行者に関して留意すべき点

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。
バラエティ等の日本の娯楽番組の放映は開放されておらず､日本語の歌謡曲やドラマ､アニメ等の娯楽番組の地上波による放送に
も制限があるなど､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韓国人旅行者に関して留意すべき点

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。温泉が健康や美容に良いことを知らせると効果的です。

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。

韓国では日本文化や日本語への関心が高まっており､若年層を中心に､日本の音楽､ドラマ､アニメ､小説などの人気があり､「韓流」
に対して「日流」という言葉が生まれたほどです。
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


