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「最先端観光コンテンツ インキュベーター事業」とは、訪日外国人旅行者にとって真に「楽
しい国 日本」にすべく、地域固有の文化、自然等を活用した観光資源を掘り起こし、磨き上
げ、新たな観光コンテンツを開拓・育成するため、平成30年度に観光庁にて実施した事業
です。同事業において、新たな観光コンテンツの開拓・育成のためのモデル事業を募集し、

「付加価値の高い美容体験サービスの提供」に関するモデル事業として、本「観光地での
隙間時間における多言語コミュニケーションツールを活用した『リラクゼーションサービス
業』への導入モデル事業」が採択されました。

本モデル事業では、リラクゼーションサロンにご協力いただいた上で、言語障壁の解消に
向けた言語補助ツールの提供や外国人旅行者向けのリラクゼーションサービスの造成を
行い、モニターによるアンケート調査等の実証実験を行いました。

現在、日本の美容・リラクゼーションサービス分野は「おもてなし」「技術力」「清潔感」への評
価も高く、観光体験化への潜在的需要は高いと想定されている一方で、多言語対応や情報
発信が十分に行われておらず、インバウンドの受け入れ整備がまだまだ進んでいないのが
現状といわれています。

本ガイドラインは、モデル事業の実証結果を踏まえ、新たに訪日外国人旅行者の受け入れ
を考えるリラクゼーション施設に向けて、「受け入れたいがコミュニケーションに不安がある」

「どのようなことに気を付ければいいか分からない」という不安を解消し外国人受け入れの
第一歩を踏み出すきっかけとなることを目指し、モデル事業の成果物として作成しています。

本ガイドラインは、ガイドライン内の文言を用いて、受付前や店舗内の多言語POPを作成し
たり、一部をコピーして外国人向け接客ツールとして活用することを想定して作成していま
す。店舗で使いやすいように掲載の文言等を引用してご使用ください。また指差し確認ツー
ル等はデータ提供も行っておりますので、データを希望される場合は、裏表紙の「モデル事
業実施主体・データ提供問合せ先」を確認ください。

本ガイドラインを入り口として、訪日外国人旅行者対応への不安感が軽減され、受け入れ
推進のための一助となれば幸いです。
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はじめに

1-2
言語補助ツールのご紹介

その他民間サービスの例
《本実証実験での導入事例》
互いに相手の言葉が話せなくても対話できる音声
通訳端末です。74言語のうちの2言語でコミュニ
ケーションできます。通訳の精度が高く、長文にも対
応しています。詳細は下記HPをご確認ください。

※今回の実証実験では、他ツールとの比較検討の
上、POCKETALKを試験導入いたしました。 

● ポケトークサイト

　 https://pocketalk.jp/

2.音声翻訳技術を活用した言語補助ツールのご案内
音声翻訳技術は、様々な民間サービスで活用されています。各ツールを比較検討した上
で、サロンの活用実態に合わせた導入を検討することが必要です。

● 情報通信研究機構 (NICT) の
　 音声翻訳技術を活用した民間サービスの例

　 http://gcp.nict.go.jp/news/products_and_services_GCP.pdf

来店時に使用する言語の確認からお帰りになるま
で、指差しで順を追って確認しながら接客できる
ツールです。誰でも簡単に使うことができます。英
語・韓国語・中国語（繁体字／簡体字）に対応
しています。
P.13 ～ P.20 にも実証実験で使用した文言を一部
抜粋して掲載しております。また、データの提供も
しておりますので、詳しくは裏表紙をご覧ください。

訪日外国人旅行者を受け入れるにあたって、一番の壁になるのが言語の違い
です。お客さまのニーズに応え、より満足していただくために、コミュニケーショ
ンをとることは非常に重要です。

※2019年2月の情報を元に作成しております。

1. 指差し会話ツール

シーンに応じた接客の基本

2-1
予約受付時の対応

訪日外国人旅行者の予約は店舗に直接来店する「飛び込み予約」がほとんど。
宿泊施設からの紹介や Web サイトなどのケースも考えられますが、直接対応
が必要な来店予約に対応できるよう、あらかじめ準備が必要です。

1. 予約内容の確認
●名前、性別、連絡先など予約に必要な項目をあらかじめリスト化しておくとよいでしょう。以下の項目を参考に英語

リストを作成し記入できるよう受付に置いておけば、外国人の方でもスムーズに予約受付が可能です。

 受付シートに記入をしてください。▶ Please fi ll out the reception sheet.

●飛び込み予約で来店された場合、希望の日時に予約が埋まっていて、受付できない場合もあります。
お断りする場合や、別日時での予約を取る場合は以下のようにご案内しましょう。

 予約状況を確認しますのでお待ちください。
　   ▶ I will check if we have any open slots.

 （すぐ施術を受けたい場合 ) ただいまの時間、施術が可能です。
　   ▶ We have a slot available for treatment now.

 （希望日時の記載があり、予約可能な場合 ) この時間帯で予約が可能です。予約されますか？　
　   ▶ These slots are available to make a reservation. Would you like to make a reservation?

 （希望日時の記載があり、予約が埋まっている場合 ) 申し訳ございません。予約がいっぱいです。
　   ▶ Sorry, the reservation is full.

 （別日で予約 ) 再度、予約の申し込みをいただき、再来店が必要になります。予約されますか？
　   ▶ You will need to make a new reservation and come back to the store another time. Would you like to make a new reservation?

●施術内容や注意事項はしっかり確認してもらいましょう。英語によるメニュー表記や、注意書きの表
記を準備しておくとスムーズに理解していただけます。

 施術メニューはこちらです。注意事項をご確認ください。
　   ▶  The treatment menu are on here. Please read the notes.

●予約時間の厳守を伝えましょう。国の習慣によって時間にルーズな方もいます。「10 分以上過ぎた場
合はキャンセル」などのお店のルールがある場合は、あわせて伝えてください。

 10 分以上の遅刻の場合、メニューを変更させていただく又はキャンセル扱いとさせていただく場合があります。
　   ▶ If you are late to your reservation by 10 minutes or more. we might change your treatment or cancel your reservation.

 予約時間の５分前には受付にいらしてください。
　   ▶ Please make sure to be at the reception desk at least 5 minutes before your reservation.

2. 支払い方法の確認
予約受付時に支払い方法の確認を行いましょう。基本的に海外では、金額が大きい時はクレジットカードで
支払うため、店舗が対応しているキャッシュレス決済やクレジットカード会社のマークを受付に表記しておきましょう。

 お支払いは現金かカードのみになります。▶ We only accept cash or credit card.

 （決済マークを指さして）こちらの決済方法に対応しています。▶ We support here of the settlement method.

必要
項目例

名前 name 性別 sex 連絡先 contact information
希望日 preferred date ホテル名 stay hotel
希望時間 preferred time 施術メニュー treatment menu

【 POCKETALK®（ポケトーク）本体 】
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シーンに応じた接客の基本

2-2
来店時の対応

シーンに応じた接客の基本

2-3
健康状態の確認

国籍に関係なく、日本語で「いらっしゃいませ」と笑顔でお迎えしましょう。
続けてスムーズに受付をすることで、喜んで施術を受けていただくことがで
きます。

1. 予約有無の確認
まずは予約の有無を確認しましょう。施術を受ける当日の体調など、お店のルール
がある場合は、必ず施術前に確認を行います。予約をされていない場合、P.4『 1. 予
約内容の確認』を参考に受付を行います。

 お名前を教えてください。
　  ▶ Please tell me your name.

 予約が確認できました。ご予約いただきありがとうございます。
　  ご案内させていただきますので、おかけになってお待ちください。

　  ▶ Thank you for making a reservation. We will be with you shortly. 
　　 Please take a seat.

2. 施術内容・NG 項目の確認
予約されたお客さまであっても、改めて施術内容の確認が必要です。お客さまの求
める施術内容がコースの中に含まれておらず、トラブルになるケースもあります。
英語表記のメニューを施術前に再度お見せしましょう。また、直接肌に触れてほし
くない箇所がある方もいますので、あわせて確認するようにしましょう。

 本日の施術メニューはこちらです。
　  ▶ Today’s treatment menus are on here.

 触ってほしくない箇所などありますか？
　  ▶ Are there any areas that you do not want to be touched?

施術前に必ずお店のルールに沿って健康状態を確認しましょう。万が一
お客さまが急に体調を崩された場合は、医療機関へのご案内も必要で
す。事前に情報を確認し、すぐに対応できるように準備しましょう。

1. 健康状態の確認
施術は原則、健康状態が良好な方のみに行いましょう。事前に以下の施術不可の一
例を参考にしながら、健康状態確認シートの作成をおすすめします。施術前の健
康状態に問題が無ければ署名をいただくことでトラブルを未然に防ぐことができま
す。P.22 に英語版「健康チェックシート」も掲載していますので、あわせて参考に
しましょう。

 体調に関する注意事項をお読みください。問題がなければ、署名をお願いします。
　  ▶ Please read the notes regarding health conditions.
　　  If you do not have any problems, please sign your name.

【施術不可の一例】

●高熱がある方
●飲酒をされている方
●妊娠している方
●足に怪我、ねん挫などの異常がある方　
●水虫、および伝染病にかかっている方
●狭心症、心筋梗塞の既往歴のある方

2. 体調不良時の対応
万が一、サービス中にお客さまの体調不良を感じた場合は、すみやかに施術行為を
中止してください。施術中もお客さまの様子を見て、気分が悪くないかの確認を行
いましょう。

 体調が悪くなったりしておりませんか？
　  ▶ Are you feeling okay?

訪日外国人旅行者を受入可能な医療機関も事前に調べておくと、すぐに対処がで
きます。受入可能な医療機関は日本政府観光局（JNTO）ウェブサイトに掲載さ
れています。また、外国人旅行者が怪我や病気で困ったときの案内に利用できる
ツールなどもダウンロードできますので参考にしましょう。

● 医療機関検索サイト
　 http://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

●脳腫瘍、脳出血、脳梗塞の既往歴のある方
●糖尿病、骨粗しょう症の方
●過呼吸症候群の方
●俗に言うてんかん症状の方
●心臓にペースメーカーを入れている方
●現在、医師による治療を受けている方

JNTO　医療JNTO　医療



訪日外国人旅行者対応 ガイドライン訪日外国人旅行者対応 ガイドライン 87

シーンに応じた接客の基本

2-4
施術時の対応

施術中はお客さまにリラックスしてもらうことが第一。黙 と々施術するのではなく、
施術箇所の確認、施術の強さなどコミュニケーションをとりながら行いましょう。

1. 施術箇所の確認
まずは担当するスタッフの名前をお伝えしましょう。笑顔で自己紹介をするとぐっ
と親近感が高まります。そして、施術する箇所については、施術前にきちんと明示
してから行いましょう。英語対応したイラストなどを用意してわかりやすく説明す
ることが望まれます。疲れているところ、重点的にケアしてほしいところなどあら
かじめ確認しておきましょう。

 本日、担当させていただきます、〇〇です。どうぞよろしくお願いいたします。
　  ▶ My name is ◯◯ and I will be your therapist today.
　　  Thank you for choosing our services today.

 本日、特にお疲れのところはございますか？
　  ▶ Are there any areas that feel especially tired?

2. 施術中のコミュニケーション
外国人の施術にあたっては、日本人より強圧が必要な印象がありますが、力加減の
要望は人それぞれ。その人に一番合った施術を行うために、力加減や体調について
積極的にコミュニケーションをとりましょう。例えば「痛ければ右手を挙げてくだ
さい」など、施術前にサインを決めておくのもよいかもしれません。

 痛ければ右手を挙げてください。
　  ▶ Please raise your right hand if it hurts.

 うつ伏せになってください
　  ▶ Lie on your face,please.

 仰向けになってください
　  ▶ Lie on your back,please.

 もっと強めですか？それとも弱めですか？
　  ▶ More harder or softer?

 水分を摂りますか？
　  ▶ Would you like some water?

 （力加減など）いかがですか？
　  ▶ How do you feel?　

 延長はされますか？
　  ▶ Would you like to extend your treatment?

シーンに応じた接客の基本

2-5
お支払い時の対応

日本に来たときには「また来たい」と思ってもらえる接客・施術はでき
ましたか。来店への感謝の気持ちを素直に伝えましょう。施術終了後の
支払いでの対応もスムーズに行えば、さらに満足度を高めることができ
ます。

1. 施術後の体調の確認
施術後も、P.6『2. 体調不良時の対応』を参考に、体に痛みがないかなど体調の確
認を行いましょう。万が一体調不良があった場合は、受入可能な医療機関を案内す
るなどの対応が必要となります。

2. 価格・決済方法の確認
支払い時には、価格と決済方法について確認を行ってください。価格を伝える時は
口頭などで済ませず、電卓などでしっかり数字を表示するとスムーズです。お会計
でのトラブルは大きなクレームにつながる可能性がありますので、注意しましょう。

 お支払いは現金かカードのみになります。
　  ▶ We only accept cash or credit card.

 （決済マークを指さして）こちらの決済方法に対応しています。
　  ▶ We support here of the settlement method.

 こちらのカードはご使用いただけません。他のカードはお持ちでしょうか。
　  ▶ We do not accept this credit card. Do you have any other credit cards?

 クレジットのサインをお願いいたします。
　  ▶ Please sign here for your credit card payment.

3. お見送り
お支払いが終了したら、来店への感謝の気持ちを伝え、笑顔でお見送りしましょう。
最後まで明るく対応することで、訪日時のリピーターへと繋がります。

 〇〇様、ありがとうございました。
　  ▶ Thank you Mr./Ms. ◯◯ .

 またのお越しをお待ちしております。
　  ▶ We are looking forward to seeing you again.
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シーンに応じた接客の基本

2-6
緊急時の対応 ①｜災害

日本人でもパニックになる火災や地震。訪日外国人旅行者が冷静に安全
に避難できる体制をきちんと整備しておきましょう。

1. 平常時からやっておくこと
●訪日外国人旅行者対応のための責任者や指揮命令系統の確立
●全従業員があらかじめ定められた役割分担に基づいて、指示や判断を仰ぐことなく
　速やかに対応できる活動マニュアルの作成
●ハザードマップによる店舗立地の災害リスクの確認
●施設周辺の避難場所や一時滞在施設、給水場所などの災害拠点のリストアップ
●災害時に連携すべき施設や事業者の確認・リストアップ
●外国人旅行者を想定した緊急時対応訓練 ( 対応したピクトグラムの作成 )

2. 訪日外国人旅行者の行動の理解とその対応
●日本で発生する災害を経験したことがないため、災害そのものを理解できない人がいます。
　→何が発生したのかをきちんと説明する必要があります。
●災害後の停電や断水等を施設側の過失と勘違いする人がいます、
　→災害によって停電や断水が発生したことや、復旧の見通し、携帯トイレなどを
　　説明する必要があります。
●災害後もエレベーターを使おうとする人がいます。
　→使用禁止を徹底してください。
●ほとんどの外国人旅行者は自分だけで避難できません。
　→従業員の皆さんが避難誘導や避難場所へ案内してください。
●被災している場所からの移動を希望する人が多くいます。
　→災害に対する恐怖を取り除くとともに、公共交通機関が停止している場合は、
　　むやみに移動しないよう伝える必要があります。同時に交通機関の最新運行状
　　況をどのように入手するか準備しておきましょう。

※これら災害に対するマニュアルや英語の文例は東京都作成の「外国人旅行者の安
全確保のための災害時初動対応マニュアル」に記載されています。WEB サイトか
らも確認できますので、災害が起こる前に対策マニュアルを作成しておきましょう。

3. 訪日外国人旅行者への情報提供に役立つツール
災害時に、訪日外国人が情報収集に利用できるツール（ホームページ、アプリ等）と訪日
外国人へのご案内に役立つツールについて掲載されていますので参考にしましょう。

● 災害時に役立つツール

　 http://www.mlit.go.jp/common/001266661.pdf

シーンに応じた接客の基本

2-7
緊急時の対応 ②｜トラブル

日本の基準で考えると起こりにくいトラブルも、訪日外国人旅行者だと
発生することがあります。「ダメなものはダメ」と伝えることが基本ですが、
伝え方には配慮も必要です。

1. 無断キャンセルや予約時間に大幅に遅れる方への対応
外国人旅行者によっては、予約時間を大幅に過ぎてから来店されたり、無断キャンセル
になってしまうケースがあります。連絡先の電話番号を予約時に聞いておいても、つな
がらないことも少なくありません。予約をいただく際には、連絡なく遅れた場合は、キャ
ンセル扱いになることを事前に伝えておきましょう。宿泊しているホテルに問い合わせを
すると伝えてくれることもありますので、確認しておきましょう。
また P.12 に Reservation sheet もございますので、コピーをして切り取ったうえで必要
事項を記入しお渡ししましょう。電話では対応が難しくても、E メールで遅刻やキャンセ
ルの連絡をいただける場合があります。

2. 店内を歩き回る方への対応
施術を受けるご本人ではなくお連れの方が、物珍しさから店内を歩き回るケースがありま
す。他のお客さまの迷惑になりますので、やめるようお伝えしましょう。可能であれば、
別室や受付ロビーなどへご案内することをおすすめします。

 受付でお待ちください。
　  ▶ Please wait at the reception area.

 店舗内には場所がありませんので、外でお待ちください。
　  ▶ There is no place inside the store, please wait outside.

3. 無断で店内の写真や動画を撮影する方への対応
写真を撮影してもよい場所を用意するか、撮影 NG の
場所はわかりやすい表示をしましょう。右のようにピク
トグラムを用意しておくと伝わりやすくなります。

 写真及び動画の撮影はご遠慮ください。
　  ▶ Please refrain from taking picture and videos.

4. 料金を値切る方への対応
最初に料金を具体的に掲示して納得いただいた上で施術に入ってください。値引きがで
きない場合は、あいまいな返答はせず、明確に断りましょう。

 値引きの対応はできません。
　  ▶ I can't  give you more of a discount.

撮影禁止のピクトグラム表示例



訪日外国人旅行者対応 ガイドライン訪日外国人旅行者対応 ガイドライン 1211

シーンに応じた接客の基本

体験談
訪日外国人旅行者モニターを

受け入れた店舗の声
訪日外国人旅行者への対応で、言葉の壁とあわせて懸念事項となるのが
マナーや文化の違い。今回、モニター受入の実証実験を行う中で、店舗から
あがった声の一部をご紹介します。

店舗の声①　マナーの違い
●トイレで喫煙してしまう人がいる　　● 大きな声で喋ってしまう人がいる
● 携帯電話がマナーモードになっておらず、大音量が流れてしまう

 このように対応しましょう！→ 外国語で
説明するのはスタッフの負担になり、言い方
を間違えるとトラブルの元にもなりますので、
ピクトグラム等を受付や店舗内へ掲示をし、
注意を促しましょう。

店舗の声②　習慣や文化の違い
● 靴のまま入店してしまう人がいる

 このように対応しましょう！→ 「Please take off your shoes（靴は脱いでください）」
とお声がけをしたり、先回りしてスリッパを置いておくなどの対応を行うとよいでしょう。

● 施術内容に含まれていないのに、オイルを使ってくれと言われる
 このように対応しましょう！→ 国によっては、マッサージはオイルが主流で、オイ

ルを塗るのが当然だと思っている方がいます。施術内容は予約時等にきちんと明示をす
るようにしましょう。オイルマッサージを実施していない場合は、メニューをご案内する
際に、オイルは含まれていないことを伝えておくとよいでしょう。

 このメニューにはオイルマッサージは含まれていません。 
　  ▶ The oil massage is not included in this menu.

● チップをいただくことがある
 このように対応しましょう！→ チップに対しては予め店舗としての方針を決めて

おくとよいでしょう。チップをお断りする場合は、受付に「チップは受け付けてい
ません」と明示しておくと便利です。

 チップは受け付けていません。
　  ▶ We don’t accept tips.

※訪日外国人旅行者の中には、日本の習慣や文化がわからない方もいらっしゃいます。
一概に否定するのではなく、相手を尊重しながらの対応を心掛けましょう。

シーンに応じた接客の基本

Checkしてみよう !
ガイドラインセルフチェックシート

コピーしてお使いください。

接客シーン 具体的内容 対応済 未対応

予約受付時の対応 … p.4
予約内容の確認

支払い方法の確認

来店時の対応 … p.5
予約有無の確認

施術内容・NG 項目の確認

健康状態の確認 … p.6
健康状態の確認

体調不良時の対応

施術時の対応 … p.7
施術箇所の確認

施術中のコミュニケーション

お支払い時の対応 … p.8

施術後の体調の確認

価格・決済方法の確認

お見送り

緊急時の対応 ①
災害 … p.9

平常時からやっておくこと

訪日外国人旅行者の行動の理解とその対応

訪日外国人旅行者への情報提供に役立つツール

緊急時の対応 ②
トラブル … p.10

無断キャンセルや予約時間に
大幅に遅れる方への対応

店内を歩き回る方への対応

無断で店内の写真や動画を撮影する方への対応

料金を値切る方への対応

Reservation sheet for inbound

date
(予約日)

　　  　  /　 　　/ time
(予約時間)

AM
PM                       

email addresses
(店舗のメールドレス)

　　　　　　　　　　　　　　　         ＠

チェック日：　　　/　　　　/記入者名：

禁煙 / マナーモード / お静かに の表示例

:

If you are late or cancelled, please email to us.
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3-1
指差しツール ｜ 英語

ご来店からお支払いまで、英語での対応をまとめたものです。シーンに応じて、指差ししながら、
お客さまとコミュニケーションをとってください。

来店時の対応

健康状態の確認 / 施術時の対応

お支払い時の対応

日 本 語

日 本 語

Welcome. 
Thank you very much for coming to our store.

The changing room is this way.
Please take your time changing.

Are you feeling okay?

The treatment is fi nished. 
Thank you very much for using our services today.

I will begin.

This way, please. 
Please take a seat.

We only accept cash or credit card.

Once you are ready, 
please come to the reception.

My name is ◯◯ and I will be 
your therapist today.
Thank you for choosing our services today.

We will check to make sure you have not forgotten 
anything.

Thank you for making a reservation.　
We will be with you shortly. 
Please take a seat.

Please make sure you have 
all your belongings.

Please read the notes regarding health conditions.
If you do not have any problems 
please sign your name.

Please do not forget to stay hydrated.

I will check if we have any open slots.

Are there any areas that feel especially tired?

Are there any areas that you do not want to be 
touched?

Thank you Mr./Ms. ◯◯ .

英 語

英 語

こんにちは。
当店にご来店頂きありがとうございます。

更衣室までご案内いたします。
ごゆっくりお着替えなさってください。

体調は悪くなったりしていませんか。

以上で終了です。
本日はご利用頂きありがとうございました。

それでは始めてまいります。

こちらにどうぞ。
おかけください。

お支払いは現金かカードのみになります。

ご用意が済みましたら、
受付までお越しください。

本日、担当させて頂きます○○です。
どうぞ宜しくお願い致します。

忘れ物がないか確認してまいります。

ご予約頂きありがとうございます。
ご案内させて頂きますので
おかけになってお待ちください。

お忘れ物のないように
お気を付けください。

体調に関する注意事項をお読みください。
問題がなければ署名をお願い致します。

この後、水分補給を忘れずにしてください。

予約状況を確認します。

本日、特にお疲れのところはございますか？

触ってほしくない箇所などはありますか？
〇〇様、ありがとうございました。　
お気をつけてお帰りください。

健康状態の確認 / 施術時の対応から続く
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3-2
指差しツール ｜ 中国語（簡体字）

ご来店からお支払いまで、中国語（簡体字）での対応をまとめたものです。シーンに応じて、指差
ししながら、お客さまとコミュニケーションをとってください。

来店時の対応

健康状態の確認 / 施術時の対応

お支払い時の対応

日 本 語

日 本 語

欢迎光临。

欢迎光临本店。
现在带您去更衣室。

请您慢慢更衣。

您的身体状况有没有变坏？

按摩到此结束。

非常感谢您今天的光临。

那么，现在开始为您按摩。

请往这边走。

请坐。

付款仅限现金或信用卡。

您更衣完毕后，

请前往接待处。

我是今天为您服务的〇〇。

请多关照。

我们去为您确认一下有没有

遗忘物品。

感谢您的预约。　

接下来我们将为您安排服务，

请您坐下稍候。

请注意不要忘记随身物品。

请阅读关于身体状况的注意事项。

如果没有问题，请签名。

之后请不要忘记补充水分。

我们将为您确认一下能否预约。

请问您今天有没有感觉

特别疲劳的地方？

有没有不想让我们触碰的地方？
〇〇先生 / 女士，今天非常感谢您。

中 国 語 ( 簡体字 )

中 国 語 ( 簡体字 )

こんにちは。
当店にご来店頂きありがとうございます。

更衣室までご案内いたします。
ごゆっくりお着替えなさってください。

体調は悪くなったりしていませんか。

以上で終了です。
本日はご利用頂きありがとうございました。

それでは始めてまいります。

こちらにどうぞ。
おかけください。

お支払いは現金かカードのみになります。

ご用意が済みましたら、
受付までお越しください。

本日、担当させて頂きます○○です。
どうぞ宜しくお願い致します。

忘れ物がないか確認してまいります。

ご予約頂きありがとうございます。
ご案内させて頂きますので
おかけになってお待ちください。

お忘れ物のないように
お気を付けください。

体調に関する注意事項をお読みください。
問題がなければ署名をお願い致します。

この後、水分補給を忘れずにしてください。

予約状況を確認します。

本日、特にお疲れのところはございますか？

触ってほしくない箇所などはありますか？
〇〇様、ありがとうございました。　
お気をつけてお帰り下さい。

健康状態の確認 / 施術時の対応から続く
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3-3
指差しツール ｜ 中国語（繁体字）

ご来店からお支払いまで、中国語（繁体字）での対応をまとめたものです。シーンに応じて、指差
ししながら、お客さまとコミュニケーションをとってください。

来店時の対応

健康状態の確認 / 施術時の対応

お支払い時の対応

日 本 語

日 本 語

歡迎光臨。感謝您蒞臨本店。

請跟我到更衣室。請您更衣。

身體是否感覺不舒服？

芳療到此結束。

感謝您今天光臨本店。

我們現在就開始。

請到這裡來。

請坐。

我們只接受現金或信用卡付款。

準備好之後，請您前往櫃檯。

我是今天負責為您服務的〇〇。

請多指教。

我去檢查您是否有忘

記帶走的隨身物品。

感謝您的預約。　

我們將為您帶位，

請稍坐休息。

提醒您，請記得隨身物品。

請詳閱有關身體狀況的注意事項。

沒有問題的話，請在這裡簽名。

請不要忘記補充水分。

事先確認是否接受預約。

今天，有沒有特別痠痛的部位？

是否有不希望被觸碰的部位？
〇〇女士／先生，謝謝您。

中 国 語 ( 繁体字 )

中 国 語 ( 繁体字 )

こんにちは。
当店にご来店頂きありがとうございます。

更衣室までご案内いたします。
ごゆっくりお着替えなさってください。

体調は悪くなったりしていませんか。

以上で終了です。
本日はご利用頂きありがとうございました。

それでは始めてまいります。

こちらにどうぞ。
おかけください。

お支払いは現金かカードのみになります。

ご用意が済みましたら、
受付までお越しください。

本日、担当させて頂きます○○です。
どうぞ宜しくお願い致します。

忘れ物がないか確認してまいります。

ご予約頂きありがとうございます。
ご案内させて頂きますので
おかけになってお待ちください。

お忘れ物のないように
お気を付けください。

体調に関する注意事項をお読みください。
問題がなければ署名をお願い致します。

この後、水分補給を忘れずにしてください。

予約状況を確認します。

本日、特にお疲れのところはございますか？

触ってほしくない箇所などはありますか？
〇〇様、ありがとうございました。　
お気をつけてお帰り下さい。

健康状態の確認 / 施術時の対応から続く
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3-4
指差しツール ｜ 韓国語

ご来店からお支払いまで、韓国語での対応をまとめたものです。シーンに応じて、指差ししながら、
お客さまとコミュニケーションをとってください。

来店時の対応

健康状態の確認 / 施術時の対応

お支払い時の対応

日 本 語

日 本 語

어서 오십시오 .
본 매장을 찾아 주셔서 감사합니다 .

탈의실로 안내해 드리겠습니다 .
천천히 옷을 갈아 입으십시오 . 

컨디션이 나빠지거나 하지 
않았습니까 ?

이상 , 시술이 끝났습니다 . 
방문해 주셔서 대단히 감사합니다 . 

그럼 , 시작하겠습니다 .

이쪽으로 와 주십시오 .  
앉아 주십시오 .

결제는 현금이나 카드로만 
가능합니다 .

준비를 마치면 접수 창구로 
와 주십시오 .

오늘 시술을 담당할 입니다 .
잘 부탁드리겠습니다 .

잊으신 물건이 없는지 확인하고 
오겠습니다 .

예약해 주셔서 감사합니다 .　
안내해 드릴 때까지 잠시만 앉아서 기다려 주십시오 .

잊으신 물건이 없도록 주의해 
주십시오 .

몸 컨디션에 관한 주의 사항을 확인해 주십시오 .
문제가없으면서명을부탁드립니다 .

오늘 하루 수분을 충분히 
섭취하시기바랍니다 . 

예약 가능한지 확인해 보겠습니다 .

특히 많이 피곤한 부분이 
있으십니까 ?

손이 닿지 않길 원하는 부분이 
있으십니까 ?

님 , 감사합니다 .

韓 国 語

韓 国 語

こんにちは。
当店にご来店頂きありがとうございます。

更衣室までご案内いたします。
ごゆっくりお着替えなさってください。

体調は悪くなったりしていませんか。

以上で終了です。
本日はご利用頂きありがとうございました。

それでは始めてまいります。

こちらにどうぞ。
おかけください。

お支払いは現金かカードのみになります。

ご用意が済みましたら、
受付までお越しください。

本日、担当させて頂きます○○です。
どうぞ宜しくお願い致します。

忘れ物がないか確認してまいります。

ご予約頂きありがとうございます。
ご案内させて頂きますので
おかけになってお待ちください。

お忘れ物のないように
お気を付け下さい。

体調に関する注意事項をお読みください。
問題がなければ署名をお願い致します。

この後、水分補給を忘れずにしてください。

予約状況を確認します。

本日、特にお疲れのところはございますか？

触ってほしくない箇所などはありますか？
〇〇様、ありがとうございました。　
お気をつけてお帰り下さい。

健康状態の確認 / 施術時の対応から続く
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日 本 語 訳
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Check !
健康チェックシート

英語版で作成した「健康チェックシート」です。コピーして切り取ればそのま
ま使用することができます。

① タイトル
健康チェックシート

② チェックシートの説明
以下は、施術を受ける際に必要な
チェック項目です。必ず全ての項目
をお読み頂き、最後にご署名をお願
い致します。ご署名をいただけない
と施術を受けることが出来ません。

③ 注意事項
■ 当店でのサービスは、治療を目的と

した医業（類似）行為ではありませ
ん。

■ 万一、サービス中に体調の異常を
感じた時には、その場でただちに
お申し出ください。

■ サービス後に店外で発生した傷病
や医師による因果関係の証明不
能な傷病は、当店にて責任を負い
かねますのでご了承ください。

■ 以下の健康チェックに一つでも該
当がある方は、施術をお受けいた
だけません。

④ チェック項目
□ 高熱がある方
□ 飲酒をされている方
□ 妊娠している方
□ 足に怪我、ねん挫などの異常があ

る方
□ 重度の水虫、及び伝染病にかかっ

ている方
□ 狭心症、心筋梗塞の既往歴の方
□ 脳腫瘍、脳出血、脳こうそくの既

往歴のある方
□ 重度の糖尿病、骨粗しょう症の方
□ 過呼吸症候群の方
□ 俗にいうてんかん症状の方
□ 心臓にペースメーカーを入れてい

る方
□ 現在、医師による治療を受けてい

る方

⑤ サイン
上記承認いたしました。

日付　　　ご署名

  

■

■

■

■ Guests to whom any of the following health conditions apply cannot receive our services.

□ Those with a high fever
□ Those who have been drinking
□ Expecting mothers
□ Those who have leg injuries (e.g., sprains)
□ Those with a severe form of athlete’s foot or other contagious diseases
□ Those with a history of angina pectoris or myocardial infarction
□ Those with a history of brain tumors, cerebral hemorrhage, and cerebral infarction
□ Those with severe diabetes and osteoporosis
□ Those with a hyperventilation syndrome
□ Those with epilepsy
□ Those with a cardiac pacemaker
□ Those who are currently receiving treatment from a doctor

 I have read and understood all of the above.

Date: Signature

Please note that the salon will not be responsible for any post-treatment injuries or
sicknesses that happen outside the salon or injuries or sicknesses without a known

英語

Health Check Sheet

Every guests are required to check the following items.
Please read all the items and sign your name at the end.
You cannot receive our services without signing the form.

Our store aims to provide health care services.　We do not provide medical care nor
t t tIf any problems should arise during treatment, please inform the staff right away.

このページを拡大コピーして健康チェックシートを切り取ってそのままお使いください。

巻末資料

便利！ シーン別お役立ち文言集
接客の中で、覚えておくと便利な文言をシーン別に15個ピックアップしました。ぜひご活用ください。

● お申込みいただきありがとうございます。開始時間を過ぎております。
 　施術が可能か確認しますのでお待ちください。

● お洋服のしわが気になるようでしたらお着替えをお勧めいたします。

● 施術を受けることで、お身体の負担となり、
 　現在のお持ちの症状を悪化させてしまう可能性がございます。

● ご希望があれば、別途追加料金で延長は可能です。

● お身体のためには、ほぐした部分が固まってしまう前にまたご来店い
 　ただくとよいのですが、〇日後のご都合はいかがですか？

● この時間帯で予約が可能です。予約されますか？

● 延長を希望されるときはお声掛けください。

● ◯◯ではお客さまのお身体の安全を考えて、
 　サービスの提供は控えさせていただいております。

● 大変申し訳ございません。

● 施術前にお手洗いはご利用されますか？

● お荷物はベッド下の、お顔の近いところに置かせていただきますね。

● かごの中に手荷物を入れてください。

● ( 施術可 ) お時間の確保ができました。
 　ご案内させていただきますので、おかけになってお待ちください。

● ( 施術不可① ) 施術時間が十分確保できません。再度、予約の申し
 　込みをいただき、再来店が必要になります。予約されますか？

● ( 施術不可② ) 施術時間が十分確保できません。メニューに記載の
 　時間より短くなってしまいますが、施術を受けられますか？

英　語

It is now past your 
reservation time.  Please 
wait while I check if we can 
still  give you the treatment.

中国語
（簡）

已经过了开始时间了。
帮您确认一下能否进行按摩，
请稍候。

韓国語
시작 시간이 이미 지났습니다 .  시
술이 가능한지 확인할 테니 ,  잠시
만 기다려 주십시오 .

中国語
（繁）

已經超過了開始時間。必須先
確認是否能施術，請您稍候。

英　語

We recommend that you 
change your clothes  if you 
are concerned about your 
clothing  getting wrinkles.

中国語
（簡）

若您擔心身上的洋裝起皺，建
議您先更衣。

韓国語 옷의 주름이 걱정된다면 옷을 갈아 
입으실 것을 권합니다 .

中国語
（繁）

如果您在意按摩时会弄皱衣
服，建议您更衣。

英　語

The treatment may put 
stress on your body,
possibly worsening your 
conditions.

中国語
（簡）

如进行按摩会给您的身体造成
负担，可能
导致您现在的症状恶化。

韓国語 시술을 받으면 몸에 무리가 가서 , 현
재상태를 악화시킬 우려가 있습니다 .

中国語
（繁）

有可能因為接受此療程，影響身
體狀況，導致您目前的症狀加重。

英　語 You can extend your treatment 
for an  additional fee.

中国語
（簡）

如果您有需要，可以另加费用
延长按摩时间。

韓国語 원하시는 경우 , 별도 추가 요금을
지불하시면 연장이 가능합니다 .

中国語
（繁）

如果您願意，可以另外付費延
長時間。

英　語
We recommend that you come back 
before your  muscles tighten again. 
How is your schedule in ◯  days’ time?

中国語
（簡）

为了您的身体健康，推荐您在
今天按摩的部位僵硬之前再来
一次，请问〇天后您有 空吗？

韓国語
몸을 위해서 마사지한 부분이 굳어져
버리기 전에 다시 방문하시는 것이
좋은데 , 〇 일 후는 어떠십니까 ?

中国語
（繁）

為了保持您的身體健康，建議
您在放鬆的部位再度變得僵硬
前再次來店接受治療， 請問您
◯日後是否有空呢？

英　語
These slots are available to make a 
reservation.  Would you like to make a 
reservation?

中国語
（簡）

这个时间段可以进行预约。您
是否预约？

韓国語 이 시간대는 예약이 가능합니다 . 
신청하시겠습니까 ?

中国語
（繁）

這個時段可接受預約。您要登
記嗎？

英　語 Please tell the staff if you wish 
to  extend the treatment.

中国語
（簡）

如果您希望延长服务，请告诉
我们。

韓国語 연장을 희망하시는 분은 말씀해  주
십시오 .

中国語
（繁） 若您希望延長，請告訴我們。

英　語

At ◯◯ , we value the health 
and safety  of our customers 
first, and so refuse to  provide 
our services in some cases.

中国語
（簡）

为了您的身体着想，◯◯
很抱歉这次 无法为您服务。

韓国語 ◯◯에서는 고객 신체의 안전을 생각
해서비스 제공을 자제하고 있습니다 .

中国語
（繁）

沙龍以貴賓的身體狀況為第一
考量，基於安全，請恕我們今
日無法為您提供服務。

英　語 We apologize. 中国語（簡） 非常抱歉。

韓国語 대단히 죄송합니다 . 中国語（繁） 非常抱歉。

英　語
Would you like to use 
the bathroom before the 
treatment?

中国語
（簡） 按摩前您需要上洗手间吗？

韓国語 시술 전에 화장실에 다녀 오시겠습
니까 ?

中国語
（繁） 開始前，是否要先上洗手間？

英　語 I will place your belongings 
under  the bed by your head.

中国語
（簡）

您的行李帮您放在床下、靠近
您脸部的位置。

韓国語 짐은 침대 밑 , 얼굴과 가까운 곳에  
두겠습니다 .

中国語
（繁）

將您的隨身物品放在床底靠近
臉部的地方。

英　語 Please place your belongings 
in the  basket. 中国語（簡） 请您将随身物品放到篮子里

面。

韓国語 바구니 안에 소지품을 넣어 주십시오 . 中国語（繁） 請將隨身物品放進籃子裡。

英　語

Thank you for making a 
reservation.  We will be with 
you shortly.
Please take a seat.

中国語
（簡）

感谢您的预约。
接下来我们将为您安排服务，
请您坐下稍候。

韓国語
예약해 주셔서 감사합니다 . 안내
해 드릴 때까지 잠시만 앉아서 기
다려  주십시오 .

中国語
（繁）

感謝您的預約。
我們將為您帶位，請稍坐休息。

英　語

We don’t have enough time for the 
treatment.  You will need to make a 
new reservation and come  back to 
the store another time. Would you 
like to  make a new reservation?

中国語
（簡）

没有足够的时间进行按摩。 请
重新预约后再次光临本店， 您
需要重新预约吗？

韓国語

충분한 시술 시간이 확보되지 않았
습니다 . 다시 예약 신청을 하신 후 
재방문하셔야 합니다 .  예약하시
겠습니까 ?

中国語
（繁）

此段時間無法進行施術。
必須重新登記預約並再次來
店，您要預約嗎？

英　語

The treatment will be shorter 
than the  time displayed on 
the menu. Would you  still 
like to receive the treatment?

中国語
（簡）

施術時間會變得比價目表上所
記載的短，
請問您可以接受嗎？

韓国語 메뉴에 기재된 시간보다 짧습니다
만 , 시술을  받으시겠습니까 ?

中国語
（繁）

实际服务的时间会比菜单上写
的时间短， 您还需要吗？

シーン 1｜ 来店時に予約時間に大幅に遅刻した場合

シーン 2｜ 施術前

シーン 3｜ 健康状態の確認

シーン 4｜ 施術中

シーン 5｜ お見送り


