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ＰａｒｔⅢ 

 
外国人客に対する 
飲食接遇マニュアル ＜応用編＞ 
 

外国人のお客様の満足度を 
高める工夫 

 
 

～ ～ 

自然農法や有機食品などに対する関心が高まり、 
食の意義が見つめ直されている。 
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 3－１ 受入環境のさらなる改善・工夫 

 

１.外国人客向け情報提供の充実                     

 

・ メニューに写真があると分かりやすくなる。ただし、季節によって料理内

容や食材が異なる場合もあるため、メニューには、ただし書きを記す必要

がある（写真と実際の料理の内容が異なっているため、苦情を言ってくる

外国人のお客様もいる）。 

 

・ メニューの中に、各料理の簡単な説明を記載すれば、外国人のお客様も料

理の内容を理解できて、安心して料理を注文できる。 

 

・ お客様に料理の中身をよりよく理解していただき、また、安心して食事を

楽しんでいただくためにも、メニューの中に「食材」、「食材の産地」、「食

材の生産方法（有機農法、自然農法、マクロビオティックなど）」、「カロ

リー表示」、「調理方法（煮る、炒める、蒸すなど）」など、食材に関する

充実した情報を提示するとよい。 

 

・ 特に、アレルギーを起こす食材を含まない料理、ベジタリアンに対応した

料理については、積極的にメニューの中で情報提供するとよい。 

 

また、ベジタリアン対応が可能なホテルやレストラン、ハラル料理を提

供できるホテルやレストランでは、メニューやホームページにおいて、「ベ

ジタリアン対応が可能です」、「ハラル料理が提供できます」などの案内を

することも検討するとよい。 

 

・ 分かりやすさとデザイン性も、メニューの重要な要素である。お客様が読

んでいて楽しくなりワクワクするようなメニューをつくることなど、検討

するとよい。 

 

＜メニューの工夫例＞ 

○子どもが読む絵本のようなデザインのメニューをつくる。 

○デザイン、写真、イラストを盛り込む。 

○提供する食材や料理に関する興味深い話（ストーリー）を盛り込む。 
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【表 特定の料理内容を示すアルファベット表記例】 

（注：メニューの中で各料理の内容を説明するため、「アルファベット略称」を使う） 

 

# 
アルファベット

略称 
意味（英語） 意味（日本語） 

1 O Organic 有機食品 

2 V Vegetarian 
ベジタリアン向け 

注）ヴィーガン向けを表す場合もある。 

3 VG Vegan 
ヴィーガン向け 

注）ヴィーガン＝最も厳しいベジタリン 

4 GF Gluten free グルテンを含まない 

5 L Lacto (egg free) 卵を含まない 

6 DF Dairy free 乳製品を含まない 

7 CF Casein free 

カゼインを含まない 

注）ミルクに多量に含まれるタンパク質（チ

ーズの主成分） 

8 WF Wheat free 小麦を含まない 

9 NF Nuts free 木の実を含まない 

10 SF Suger free 砂糖を含まない 

 

作成：財団法人日本交通公社 

 

・ 訪れるお客様の国籍などに合わせて、韓国語、中国語など、英語以外の言

語による情報提供を図り、お客様にさらに安心・快適に利用いただけるよ

うにするとよい（メニュー表示、トイレの案内など）。ただし、日本語も

しくは英語と併記する必要がある（その国の言葉だけが掲示されると、差

別的な扱いだと感じる人もいるため）。いずれの言語も、専門業者もしく

はネイティブに翻訳を依頼する方がよい。 

 

・ 店頭に食品サンプル（プラスチックなどで作られた食品の模型）が飾られ

ていると、分かりやすくなる。メニューと同様に、季節によって料理内容

や食材が異なる場合には、「季節に応じて料理の内容が変わることがあり

ます」と記す必要がある。 

 

・ 特にヨーロッパや北米のお客様には、充実した「日本酒リスト」があると

喜ぶ人も多い。また、日本酒の種類だけではなく、日本酒に関する様々な

情報（成分、作り方、歴史など）を掲載すると、異なる視点から日本の食

文化を楽しんでもらうことができるため、効果的である。 
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２.外国語による挨拶                          

 

・ お客様の国籍などに合わせて、外国語による挨拶をするとよい。片言でも

構わないので、「こんにちは」「ありがとうございました」などの言葉を呼

びかけることによって、お客様にとても親近感を持たれる。 

 

 

３.従業員の充実                            

 

・ お客様の国籍などに合わせて、韓国語、中国語など、英語以外の言語でコ

ミュニケーションができる従業員を雇用することは、外国人のお客様への

対応の幅を大きく広げる。外国人のお客様にとって、直接自国の言葉でコ

ミュニケーションができることは、大きな安心感にもつながる。 

 

・ 従業員の語学力は、従業員教育を通じて組織的に対応する方が効率的で、

効果も大きい。組織規模などによっても状況は異なるが、必要に応じて、

従業員教育の中に語学研修を設けることも検討するとよい。実際に外国人

のお客様と接する状況をいくつかのケースに分類して、ロールプレイング

形式（＝役割を演じながら学習する形式）で学ぶとよい。 

 

・ 外国人従業員を雇用することも、必要に応じて、検討してもよい。外国人

従業員は、言葉のコミュニケーションを助けてくれるだけではなく、その

国の食文化に関する有益な情報を提供してくれるため、重宝する。 
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【表 外国語による挨拶の一般的な事例 一覧】 

 

出典：『世界のことば・出会いの表現辞典』（石井米雄、千野栄一編）を基に、財団法人日本交通公社にて作成

日本語 おはよう こんにちは こんばんは おやすみなさい

韓国語 アンニョンハセヨ アンニョンハセヨ アンニョンハセヨ アンニョンヒ　チュムセヨ

北京語 ニィ　ザオ ニィ　ハオ ワンサン　ハオ ワン　アン

広東語 ヂョウ　サン レイ　ホウ 　レイ　ホウ　(注2) マーン　オーン

タイ語 サワッ（ト）　ディー サワッ（ト）　ディー サワッ（ト）　ディー サワッ（ト）　ディー

マレー語 スラマット　パギ スラマット　トゥンガ　ハリ スラマット　マラム スラマット　マラム

インドネシア語 スラマット　パギ スラマット　シアン スラマット　マラム スラマット　マラム

ヒンディー語 ナマスカール ナマスカール ナマスカール ナマスカール

タミル語 カーライ　ワナッカム マディヤム　ワナッカム イラヴ　ワナッカム イラヴ　ワナッカム

英語 グッモーニン グッダフタヌン グッディーヴニン グッナイトゥ

フランス語 ボンジュール ボンジュール ボンソワール ボンヌ　ニュイ

ドイツ語 グーテン　モルゲン グーテン　ターク グーテン　アーベント グーテ　ナハト

イタリア語 ブオンジョルノ ブオンジョルノ ブオナセーラ ブオナノッテ

ロシア語 ドーブラエ　ウートラ ドーブルィ　ヂェーニ ドーブルィ　ヴェーチル スパコーイナイ　ノーチ

日本語 　さようなら　(注3) ありがとう

韓国語 アンニュンヒ　ガセヨ カームサハムニダ

北京語 ツァイチィエン シェシェ　ニィ

広東語 バーイバーイ ドー　ヂェー 中国人（広東省中部南部～広西チワン族自治区南部）、香港人

タイ語 ポッ（プ）　カン　マイ　ナ コー（プ）　クン

マレー語 ジュンパ　ラギ トゥリマ　カセー

インドネシア語 スラマット　ティンガル テゥリマ　カシ

ヒンディー語 ナマスカール ロンバナンリ

タミル語 ワナッカム シュクリヤー

英語 グッバイ センキュウ

フランス語 オ　ルヴォワール メルスィ

ドイツ語 アウフ　ヴィーダーゼーエン ダンケ

イタリア語 アッリヴェデルチ グラッツィエ

ロシア語 ダスヴィダーニヤ スパスィーバ

注1：比較的フォーマルな表現を中心に掲載している。

注2：広東語の「こんばんは」に該当する定型の言葉はない。

注3：各国の「さようなら」の欄では、居残る人が去る人に向かって言う表現を掲載している。

日本人

フランス人、カナダ人（主にケベック）、スイス人、ベルギー人など

ドイツ人、オーストリア人、スイス人など

イタリア人、スイス人など

韓国人、中国人の一部（延辺朝鮮族自治州など）

中国人、台湾人、シンガポール人（中国系）、マレーシア人（中国系）

タイ人など

マレーシア人（マレー系）、シンガポール人（マレー系）、インドネシア人（マレー系）など

ロシア人など

インドネシア人

インド人

インド人（南部中心）、シンガポール人（インド系）、マレーシア人（インド系）など

米国人、カナダ人、英国人、オーストラリア人、香港人、シンガポール人、インド人など
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３-２ 食材、料理のさらなる改善・工夫 

 

１.外国人客向け定番メニューの開発                   

 

・ 外国人のお客様に向けた定番メニューを開発する場合には、お店として一

定の味の水準を保ちながら、日本人のお客様にも満足していただき、外国

人のお客様の要望にも対応できるように、質の高い食材と料理人の想像

力・技術を用いて新しい料理を創造する必要がある。 

 

・ まずは、ベジタリアンも楽しめる料理を 1 つ開発するとよい。「プリフィ

ックス形式の料理」（＝複数の選択肢を用意し、好きな料理の組み合わせ

が選択できるセット料理）、野菜だけを使う「ベジタリアン向け料理」な

どがある。 

ベジタリアン向け料理が定番メニューとして確立すれば、あとは、その

料理をベースに食材を取り替えることで、外国人のお客様の要望に応える

ことが容易になる。外国人のお客様受入の可能性が大きく広がることにな

る。 

最近は、日本人の間でもベジタリアンや健康志向のお客様が増加する

傾向にあるため、ベジタリアン向け料理を「ヘルシーメニュー」として

日本人のお客様に対して提供すれば、開発した料理の利用者が外国人の

お客様だけに限定されることもない。 

 

 

＜プリフィックス形式料理の例＞ 

 

1 品目 「先付」 

2 品目 「お造り」もしくは「野菜天ぷら」 

3 品目 「サラダ」 

4 品目 「しゃぶしゃぶ」もしくは「すきやき」もしくは「野菜天ぷら」 

5 品目 「デザート」 

 

※ 肉類、生ものが食べられないお客様には「野菜天ぷら」を選択

してもらうことで、対応ができる。 

※ 個別の要望があるお客様には「野菜天ぷら」を選択してもらい、

要望に合わせて食材を取り替え、対応をする。 

※ お客様が食べられないものを必ず確認して、料理内容を組み立

てる。 
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２.選択肢があるメニュー                        

 

・ 一般的に外国人のお客様は、複数の選択肢から自分の好みを選択できるこ

とを好む。メニューにおいても、朝食や昼食に「和食以外の提案」（目玉

焼きとトーストなど）があることなどを高く評価する。複数の選択肢があ

るメニューを開発すること、トッピングの種類を増やすことなど、お客様

の満足度を大きく高める工夫を検討するとよい。 

 

 

３.相手国の料理・飲物の提供                      

 

・ 特別なお客様などに対して、その国の料理を一品付け加えることができれ

ば、とても喜んでもらえる。ただし、本格的な味付けを実現するには、現

地の食材を使う必要がある（日本の食材を使うと日本風な味付けになる）。 

お客様の国の「年中行事」や「宗教行事」で食べる食材（クリスマスの

七面鳥など）を使い、おもてなしの工夫をすることも検討するとよい。 

またお客様の国のワインを用意できると、お客様はとても喜ぶ。 

 

 

４.宗教上の食習慣に配慮した料理の提供                 

 

・ お客様の宗教上の食習慣を理解したうえで、現場から様々なアイディアを

提案して、新しい料理やサービスを開発することも検討するとよい。 

 

 

＜宗教上の食習慣に配慮したメニュー開発例＞ 

 

「イスラム教徒向けルームサービス」 

 

―イスラム教では、毎年、1ヶ月にわたる断食期間（ラマダンと呼ばれ

る）があり、断食期間中は、夜明けから夜になるまで一切の飲食が禁

じられる（水も飲んではいけない）。この期間の食事は、通常、夜明

け前と夜の 2回だが、断食期間中ということもあり、夜の食事は、普

段の食事よりもたくさんの量の食事を食べる。 

この期間に宿泊施設に泊まるイスラム教徒は、ルームサービスを利用

することが多い。イスラム教徒のお客様の好みに合わせた料理をルー

ムサービスで提供できれば、お客様にとても喜ばれる。 
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５.地域特有の料理（郷土料理など）の提案                

 

・ 一般に旅行者は、その土地でしか食べられないもの、地域特有の食べ物を

食べたいと思うものである。これは、日本人のお客様にも外国人のお客様

にも共通する。その土地の食材や郷土料理、季節感や旬の味わいなどを楽

しんでもらう工夫を積極的にするとよい。 

 

 

６.夜食の提供                             

 

・ 外国人のお客様は、宿泊施設でのチェックインが深夜になることも多くみ

られるため、ルームサービスを提供しない宿泊施設を中心に、簡単な夜食

サービスを提供できるとよい。特に日本を初めて訪れる外国人は、深夜に

町に出て飲食店を探すことが困難な場合が多いので、宿泊施設が配慮する

とよい。 

 



60 

３-３ サービスのさらなる改善・工夫 

 

１.日本文化を楽しませる工夫                      

 

・ 「食は旅の一番の楽しみである」とも言える。お客様を楽しませる工夫を

してみよう。外国人のお客様の多くは料理を楽しみながら、同時に、日本

文化を楽しむことをとても好む。飲食提供者が日本の食文化に関する正し

い知識を身につけ、お客様に対して日本の食文化に関する話をすれば、非

常に喜ばれる。 

食に携わる生産者や職人の思い、技術、食の歴史など、日本の生活文化

における食の魅力やおもしろさを一つのストーリーにして、楽しく話すと

よい（単なる学術的な情報を提供するだけではそれほど関心を持たれない

こともある）。 

 

 

＜日本の食文化に関する話題提供の事例＞ 

 

○食材の名称と言葉の意味 

○食材の産地と産地の特徴 

○食材の収穫過程、収穫までにかかる期間 

（わさびが実際に収穫される場所、収穫までにかかる期間など） 

○食材の調理方法 

○料理の食べ方、ルール 

（寿司を食べる順番とその意味など、日本の伝統的なルールを教える） 

○料理の歴史 

（寿司の歴史など） 

○旬の食材、季節の料理 

○日本料理に合わせた日本酒の選び方 

○日本酒の蔵元 

○料理の器 

○お茶、和服、掛け軸などの食に関わる日本文化の要素 

○お客様の国の食文化と日本の食文化の相違点 

（会席料理の配膳方法など） 
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・ メニューとは別に、写真やイラストによる料理の説明書き（外国語のもの）

を用意して、テーブルに置いておくとよい。外国人のお客様に料理をより

一層楽しんでもらうことができて、また、料理人やサービススタッフの方

からお客様に話しかけるきっかけにもなる。 

 

＜料理の説明書き 例＞ 

○寿司屋の場合、マグロの写真（全身、輪切りなど）の説明

書きを用意する。写真を指し示しながら、お客様が実際に

食べているもの（赤身、中トロ、大トロなど）がどの部分

にあたるか、大トロの脂身が多い理由などを説明できる。 

 

・ 世界的な日本食ブームが浸透していることの影響から、外国人のお客様に

は、自国で食べる自国向けに味付けされた日本料理ではなく、本当におい

しい本物の日本料理、日本文化を体験したいと考える人が多くなってきて

いる。日本料理、日本文化の魅力を積極的に発信・提案することも検討す

るとよい。 

 

＜日本料理・日本文化の提案例＞ 

○料理に「和の要素」を盛り込む 

（日本の伝統的な調理方法、味付け、盛り付け、食材など） 

○日本酒をお客様に勧めてみる 

○日本料理をお客様に勧めてみる 

○日本産ワインを提案する 

○日本のＢ級グルメをメニューの選択肢の 1つに盛り込む 

（うどん、ラーメン、カレー、おでんなど） 

 

・ 美しい器を料理に使う、季節の花（桜など）をお部屋に飾るなど、細やか

な心配りをすることで、食事をもっと楽しんでもらえる。また、サービス

スタッフが和服を着ていると非常に喜ばれる。 

 

 

２.お客様への積極的なコミュニケーション                

 

・ 寿司、天ぷら、鉄板焼きなど、現在、外国人のお客様に非常に人気がある

日本料理は、料理人と直接話ができるという要素を持っている。料理人と

お客様が直接話せるスタイルは、日本から出発して、オープンキッチンと

いう形で世界中のレストランに受け入れられていった。寿司、天ぷら、鉄

板焼きに限らず、料理人が積極的にお客様に接する機会を持つことは、外

国人のお客様だけでなく、日本人のお客様の満足度も大きく高める。 
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 3－４複数店もしくは地域全体での外国人客受入態勢づくり 

 

１.複数店舗による外国人客の受入                    

 

・ 宿泊施設においても飲食施設においても、1 つの施設だけであらゆる客層

や要望に応えることは困難な場合が多い。そこで、複数の店舗が協力し、

外国人のお客様の様々な要望に対応できるように、受入れのネットワーク

をつくっておくとよい。特に、イスラム教徒からの要望があるハラルミー

ルの調達やベジタリアンへの対応は大きな課題であるため、受入が困難な

場合には、事前に対応できる近隣施設を見つけておいた方がよい。 

 

・ 宿泊施設の中に複数の飲食施設がある場合にも同様で、対応できない外国

人のお客様をスムーズに案内できるように、事前に施設間の協力関係及び

連絡体制を構築しておくべきである。 

 

 

２.地域全体による外国人客の受入                    

 

・ 複数店舗による外国人のお客様の受入をさらに推し進めて、特定の地域

（エリア）内において、旅館組合、ホテル協会、飲食店組合などが協力を

図り、多様な外国人のお客様の要望に応えられるような協力関係を構築す

るとよい。特に、地域のガイドブックやホームページの中に、ベジタリア

ンなど特定のお客様に対応ができる飲食施設や宿泊施設の一覧を掲載す

ることができれば、地域全体における外国人のお客様の受入態勢は大きく

向上する。徐々に対応できる飲食店を増やしていき、情報も充実させてい

けば、外国人のお客様の町歩きにもつながっていく。 

 

・ 全国の案内所は「ビジット・ジャパン案内所」のネットワークに参加し、

外国人のお客様の受入れに関する様々な情報を提供している（平成 19 年 3

月末現在 155 箇所）。地域全体で外国人のお客様を受入れるためには、「ビ

ジット・ジャパン案内所」と相互に協力を図ることが望ましい。 
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３.公的機関による外国語メニュー翻訳の支援               

 

・ 健康上（アレルギーなど）や宗教上の理由から食べられないものがある外

国人のお客様は、最低限、「日本語と英語の併記メニュー」がなければ料

理を選ぶこともできない。個々の施設で対応することも重要であるが、公

的機関による支援のもと、外国語メニューの翻訳を進めることも検討する

とよい。 

 

 

＜公的機関による外国語メニュー作成支援の例＞ 

 

2007 年に仙台市では、飲食店のメニューを外国語に無料で

翻訳する事業を実施した。 

対象言語は、英語、中国語、韓国語、タイ語などで、市の募

集に対して約 50 軒の応募があった。 

駅の近辺、美術館内の飲食店などに外国語メニューを置いて

おり、外国人のお客様が安心して食事ができるように、受

入環境の整備が進められている。 
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