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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

• 多くの旅館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。

• また、いる場合も２４時間対応しているのかどうかまで記した方が良い。

• 中国語に関しては簡体字だけで繁体字のない施設もある。できれば両方揃

えた方が良い。

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。

• メールでの対応も英語対応のところがほとんどである。

• インターネット予約の際は、クレジットカードが必要になる。

◎良かった点

• 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

• 予約ページは日本以外の国の会社が行っているものもあったが、その断り
書きがあった方が良い。

※台湾はVISAやMASTERなどクレジットカードが中心で、銀聯カードではない
ことに注意が必要。

綺麗な写真を使った客室案内

ホテル内の施設案内
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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笑顔の応対で好感がもてる。

• 途中から中国人のスタッフが来たので問題なかったが、来るま
では一生懸命パソコンの翻訳ページを使って奮闘してくれた。

• 館内の案内もその中国人のスタッフが行ったので、問題なかっ
た。

△工夫すべき点

• ロビーなどの表記は日本語が中心なので、中国語表記のものも
必要だと思う。

• 中国人のスタッフの方がいたのは良かったが、退勤すると他に
中国語のわかるスタッフがいないので、質問は今のうちにして
下さい。と言われた。もう少し中国語のわかるスタッフを増や
した方が良い。

４．客室まで

◎良かった点

• お部屋まで案内してれた。

△工夫すべき点

• 館内の案内表記については日本語と英語が中心なので、中国語
の表記があった方が良い。（繁体、簡体の併記が望ましい）

フロント

ロビーへの案内：中国語表記もあると良い

エレベーター内日本語と英語のみ
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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た。清潔感に溢れ心地良

かった。

• 連泊する場合は環境を考えてベッドメイクに関して、毎日

入らないことが中国語で書かれていた。

△工夫すべき点

• 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、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。

• 貴重品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

• バスルーム自体は清潔感にあふれ、たいへん印象が良かっ

た。

• また、アメニティグッズやドライヤーが整然とならんでい

て、気持ちが良かった。

• タオルの吸収力が強く、とても良かった。

△工夫すべき点

• シャンプーなどの中国語表示がない。

• トイレ（ウォシュレット）に関しては、中国語の案内も

あった方が良い。

館内案内：日本語と英語のみ

ベッドメイクの案内
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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

• 笑顔や挨拶もあり、ホスピタリティが感じられた。

△工夫すべき点

• お薦め品などには案内表示が欲しい。

８．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

• 日本語と英語のメニューだけだった。中国語のメ

ニューがあり、お勧めの品などが紹介されている

と良い。

• レストランに入っていた周りの中国人のお客さん

も片言の英語で注文していた。中国語のわかるス

タッフがいると良い。

売店内：様々なものを販売している

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

• 食事場所は前日に中国人スタッフが説明してくれたので、

迷わないでいくことが出来、とてもよかった。

• 会場自体は分りやすい場所にあった。

△工夫すべき点

• エレベーター内などの表記が全て日本語と英語なので中国

語の表記をした方が良い。

１０．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。

• 料理の種類も豊富で良かった。

• 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。ハロインの飾りつけ

も良かった。

• 料理の補充のタイミングも良いと思った。

△工夫すべき点

• 日本語と英語の表記はあったが、何の料理なのか中国語の

案内の表示が欲しい。

• 食事会場の案内表記があった方が良い。

飾り付けや料理
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⑥フロントへの問合せとチェックアウト

１１．フロントへの問合せ

◎良かった点

• 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
昼間はいるようで親切に答えてくれた。

• フロントでも周辺の観光について質問をしたら、中国人の
スタッフがいなかったが、中国語で書かれた周辺の案内パ
ンフレットが常備されていた。（繁体字、簡体字両方あっ
た）

△工夫すべき点

• できれば、昼間だけでなく夜間も中国語が話せるスタッフ
がいると良い。

１２．フロント（チェックアウト）

◎良かった点

• 応対したスタッフは笑顔で挨拶もあり、また、清潔感に溢
れていた。

• 両替について問合せると、近くの両替所を紹介してくれた。

△工夫すべき点

• 中国語で挨拶されるともっと印象は良くなると感じた。

館内電話の案内：中国語のできる人がいるならば、
その案内も表記した方が良い

フロント（たいへん広い）
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⑦観光案内所

１３．観光案内所

◎良かった点

• 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。

• 中国語で応対できるスタッフがいて、いろいろと相談に

のってくれた。

• 食事場所についてのパンフレットはなかったのでスタッフ

がプリントアウトして渡してくれた。

• 両替の場所についても同様だった。

△工夫すべき点

• 外国人の観光客が大勢いたので、少し待つことになった。

自分で調べられるパソコンなどがあると良いと思う。

• 写真のある食事場所の案内パンフレットがあると良いと思

う。

案内所正面の装飾

パンフレット陳列の様子（案内所）
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⑧まとめ

◎好感がもてる点（みならうべき点）

• 中国語を話せるスタッフがいる。

• 観光案内のパンフレットが常備されていたこと

• 朝食の内容が良く、また、盛り付けや補充などに気を配っていたこと。

• フロントの係りの方が笑顔で挨拶してくれたこと。

10

フロント
朝食会場

料理や飲物
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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：館内の案内図、料理の紹介

• 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。

• 中国語に関しては繁体字だけでなく簡体字も併記した方が良い。

• 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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⑨台湾人旅行者に関して留意すべき点
台湾人の日本に対するイメージは極めて良好です。

日本に対するイ メージは「秩序」「正確」「親切」「洗練」「安全」「清潔」「高品質」などの言葉で表現される。

台湾のメディアでも「家庭内殺人」「賞味期限偽 装問題」「長期景気低迷」「治安悪化」などマイナスの要素を含んだ日本の

ニュースが報道されることはあるが、それでも台湾人は日本を「参考にする価値 のある国」として見ています。

台湾において日本が良好なイメージを維持している理由として、次の二つが挙げられます。

一つ目は、1895 年から1945年の半世紀に及んだ日本統治時代への郷愁です。現在では、日本統治時代を直接知る世代、いわ

ゆる日本語世代は年々減少していますが、その子供や孫の世代にも日本に対する良好なイメージは受け継がれています。

二つ目は、日本の大衆文化の流入です。台湾では1994年に日本のテレビ番組の放映が解禁され、現在では数多くの日本のドラ

マが放映されています。テレビ番組以外でも、漫画、Jポップス、映画、ファッション、キャラクターグッズといった大衆文

化や、オタク（中国語で「宅男」）やコスプレ、コミックマーケッ トといったサブカルチャーまでもが流入し、若年層を中心

に欧米文化に肩を並べるほどの人気を集めています。

日本の最新情報は、テレビ番組に加え、インター ネット、新聞などを通じて瞬時に伝わるため、情報の時間差はほとんどあり

ません。高校や大学において日本語を学習、また卒業後日本に留学を希望する若者も非常に多くいます。

台湾のある雑誌が特集記事の中で挙げた6つの「日本観光上的優良条件」は次のとおりです。

• 日本は「治安が良い」 日本社会は安定しており旅行の時に最も心配なスリも非常に少ない。

• 日本は「交通が便利」 日本は道路標識が多く、たとえ日本語が出来なくても、標識を見ればどうにか理解出来る。日

本は個人旅行に最適の国である。

• 日本は「衛生的」 外国に行くと、台湾で食べることが出来ない料理に囲まれるが、下痢等の心配がある。日本は

生ものをよく食べる国なので食品の衛生観念が強い。また日本は町の中も清潔である。

• 日本は「文化が近い」 文字や文化、礼儀作法等が欧米諸国と比べると台湾に似ている。漢字を見れば大体意味が分か

る

• 日本は「観光地が多く、計画性がある」日本は四季の区別がはっきりしており、町並みや観光地に計画性がある。また観

光地の質も高い。あらゆる年齢層の旅行者に豊富な選択肢がある。

• 日本は「旅行テーマの選択肢が多彩である」日本では特色ある魅力的な旅行が出来る。観光地だけでなく、小さな町でも

おいしい食事が楽しめる。グルメの旅、温泉の旅、ショッピングの旅、日本のドラマの舞台を訪問する旅行等、旅行テー

マが多彩である。

資料：日本政府観光局（JNTO）
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⑨台湾人旅行者に関して留意すべき点

(1) 食事

訪日台湾旅客の受入れにあたり、最も注意を要するのが食事。食事に関する具体的な注意事項は次の通りです。

• 「台湾人は目で食べる」と言われ、最も大切なのはボリューム、2 番目が品数、味は3番目です。料理は小出しにするよ

りは、ご飯を含む全ての料理を一度に出すと、全体のボリュームと品数が一目瞭然で歓迎されます。

• 台湾人にとっては「食器の質」などより「食事の品数」が多いことのほうが重要です。

• 台湾人は、寿司やそば、うどんに日本情緒を感じます。

• 鍋料理は、温かい食事を好む台湾人の食習慣に合致している上、生魚に抵抗のある一部の人でも刺身を鍋に入れて食べる

ことが出来るため歓迎されます。

• 日本では鍋料理は冬のイメージですが、台湾では真夏でも冷房のきいた室内で鍋料理を食べます。

• 台湾には牛肉を食べない人もいるため注意を要する。

• 台湾には「素食家(ベ ジタリアン)」と呼ばれる人達がいます。程度に差があり、極端な場合だと肉、魚、卵はもちろん、

ニンニクやネギ類、ニラといった根菜も食べません。「素食家」の場合、特別な対応が求められる場合もあります。

• 台湾人は、中華料理の本場は中国や台湾という認識が強いために、｢本場でない土地で食べる中華料理は、本場より決し

ておいしいはずはない｣という思い込み があります。

• 逆に｢日本料理は日本が本場であるから、台湾のものより美味しいはずだ｣と考えています。

(2) 言葉

• 現在台湾の公共の場で使用される標準中国語は「國語」です。一方日本国内の中国語教育機関で教えられているのは、中

国大陸の標準中国語「普通話」です。ともに中国北方方言を基礎としていますが、台湾と中国の過去1世紀の歴史の違い

から、文字、語彙、表現方法において一定の違いが存在します。

• 例えば文字面では漢字ですが、台湾は日本の旧漢字に似た「繁体字」を使用し、中国では簡略化された漢字「簡体字」を

使用している。

• 中国語パンフレットを台湾の人が読んだ場合、台湾の人による作成のものか、中国大陸の人による作成のものであるかは

一目瞭然であるため、これらを作成の際は必ず台湾の人に翻訳を依頼する必要があります。

(3) その他

• 旅館の宿泊でも2名1室が基本。

• モーニングコールは旅館でも必要。

資料：日本政府観光局（JNTO）
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⑩香港人旅行者に関して留意すべき点

香港の人々にとって日本は、先進性（ファッション、都市、ショッピング）、香港にはない自然（温泉、雪、

四季の植物）、食べ物（生で食べられる新鮮な海産 物、繊細な味の果物）、そして安全性を主な魅力とする憧

れのデスティネーションです。

ショッピング･グルメはいずれも香港人の訪日動機の大きな要素です。香港の街中には日本食レストランや日

系スーパーが多く点在し､新聞の芸能頁（カラー）では、日本の人気歌手･俳優の最新情報が掲載され､週刊誌に

は最新の日本製品（ファッション、化粧品、食べ物等） 、旅行情報が多数掲載されています。

JNTOの「訪日外客実態調査2006-2007＜訪問地調査編＞」によると、リピーター率は75.0％と極めて高く、根

強い日本人気がうかがわれます。当地有力旅行週刊誌「Weekend Weekly」によるアンケートでも､日本は2006

年・2007年と2年連続で最も人気の海外旅行目的地に選ばれています。

一般的には、以下のような傾向が見られます。

• 植民地としての歴史が長かったため、アイデンティティ（自国への帰属意識）というものをあまり持ち合

わせていません。

⇒文化や歴史に対する興味（他国に対しても）は あまり深くありません。

• 自分本位の傾向があり、やや公共のマナーや道徳心に欠けます。

⇒夜間に宿泊先の廊下で大声で談笑、車内、レストラン等至る所での大声での携帯電話 （香港では公共交

通機関の車内でも通話が可能です。）等。

• 損得勘定に敏感です。

⇒団体 ツアー参加者は支払った金額に対し数量を求める傾向にあります。（訪問先の数、食事の量）

• 常に動いていないと気が済みません。

⇒じっくり見て回るより、数多くの訪問先で、自らが参加体験できるものを求める。

資料：日本政府観光局（JNTO）
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⑩香港人旅行者に関して留意すべき点

言語については、以下のような状況となっています。

• 公用語は「中国語及び英語」です。但し、人口の約95%を占める中国系の人々が日常用いる中国語は専

ら広東語で、中国の公用語である普通語（北京語）も中国返還以降の普通語教育や中国本土からの観

光客の増加により､以前よりも通じやすくなっています。英語は主にビジネス用に使われます。

• ビジネス界でも欧米企業との接触機会が多かった現在の 30～40代に比べて、それ以下の若年層世代で

は英語能力が低下しているといわれています。

• 同じ中国語でも使われる文字は大陸と香港では異なります。大陸では簡略化した『簡体字』、香港で

は台湾同様「學」、「會」等の旧字体『繁体字』が用いられています。繁体字版がない場合､簡体字版

でもおおよその内容は理解され得ます。

印刷物の作成･配布には以下の点をご留意下さい。

• 中国語圏独特の問題として、日本の地名は中国語読みされるため、日本語の読み方と同じ発音をする

英語とは読みが違うことに注意する必要があります。例えば東京は広東語では「トンキン」、北海道

は「パッホイトウ」と発音されます。 従って､英語を理解する割合も高い香港人ですが､英語版より繁

体字版を好むことが圧倒的です。

• カタカナ、英語標記の日本の施設名は、香港の旅行会社やマスコミが独自に中国語訳している場合が

多く、その名前を示して場所を聞かれるケースもあります。音訳、意訳が混ざっており、解釈が難し

いものもあります。(例:太陽城王子酒店＝サンシャインシ ティプリンスホテル、東京全新迪士尼樂園

＝東京ディズニーランド、環球影城＝ Universal Studio Japan、福岡世紀娯楽城＝キャナルシテイ、豪

斯登堡＝ハウステンボス)

資料：日本政府観光局（JNTO）
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⑩香港人旅行者に関して留意すべき点

香港人は様々な日本製品やテレビ等メディアを通じて現代的な日本を見ており、歴史、文化などよりもショ

ッピング ･グルメ･アニメ･ゲーム等が最大の関心事となっています。

食事も香港人旅行者の大きな関心事です。香港では回転寿司、ラーメン、お好み焼き等が大人気で、本場 で

寿司、刺身、ラーメン、高級和牛を食べるために日本に行こう、という動機が、訪日旅行への絶好の刺激剤

となっています。

団体旅行参加者はオプションで美味しい食事を堪能するケースも多く見られます。一般的には、香港の人々

は価格にシビアで、手頃な価格の食事を求めます。

JNTO香港事務所来訪者による主な照会事項は以下のとおりです：

• 主要空港～市内中心部のアクセス

• 新幹線、夜行列車のスケジュール及び料金

• ジャパンレールパスの購入・引替手続 方法等

• ショッピングの場所、バーゲンシーズン

• 宿泊施設(ホテル、ウエルカム・イン、民宿、ユースホステル)

• 主要空港内の施設

• 祭･イベント日程

• 桜開花、紅葉時期

• 東京モーターショー

• 各地のテーマパーク

資料：日本政府観光局（JNTO）
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⑩香港人旅行者に関して留意すべき点

旅行者への応対方法

(1) 食事

• 団体ツアーでは、朝・夕とも「バイキング」形式と「食べ放題」形式が好まれます（コスト削減と、

好きなものをおなか一杯食べられる）。

• ごはんや味噌汁のお代わりが有料なのは香港にはない習慣なので、苦情の種になりがちです。

• バイキングには、野菜の単純な炒め物を加えると喜ばれます。

• 寿司や刺身など本来「冷たい」ものは冷たくてよいが、汁物や炒め物など本来「温かい」ものが冷め

ているのは嫌います（特に駅弁や旅館のお膳の食事は、冷めているとして嫌います）。食事中はお茶

（温かいウーロン茶でよい）を沢山飲みます。

（2) 温泉

• 露天風呂の人気が高く、もともと家族同士でも人前で裸になることに抵抗があることと、日本のテレ

ビ番組で女性がタオルを巻いて入浴する温泉紹介番組を見慣れているので、大浴場や露天風呂にタオ

ルを巻いたり、水着を着て入る傾向があります。しかしながら、訪日リピーターが増加するにつれ､

温泉入浴体験も豊富な旅行者も増えています。

(3) ナイトライフと夜食

• 夜が遅い香港人は、日本の夜の早いことに不満気味です。宿泊施設を中心として、カラオケ、居酒屋

、ラーメン店のアクセス・料金・営業時間等を簡単明瞭に表した地図を作成・配布すると喜ばれます

（白黒コピーの1 枚紙で充分です。店名や道路名は漢字で表示し、発音を英語で添え､営業時間等の

項目は漢字で表示します）

(4) 歓迎の意の表示

• 宿泊施設では、『歡迎光臨』のバナ－を掲示されるとよいでしょう。タブーとされている色等は特に

ありません。

資料：日本政府観光局（JNTO）
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⑪中国語 基本例

あいさつ

いらっしゃいませ 歡迎光臨
ファンイン グァンリン

おはようございます 早安 ツァオアン

こんにちは 你好 ニーハオ

こんばんは 晩安 ワンアン

おやすみなさい 晩安 ワンアン

さようなら 再見 ツァイチェン

返事

はい 是 スー

いいえ 不是 プースー

かしこまりました 好的 ハォテ

ありがとうございました 謝謝 シェシェ

どういたしまして 不客氣 ブーケーチー

申し訳ありません 對不起 トゥィブーチー

客室への案内

こちらへどうぞ 請到這邊來
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。

請脫鞋 チン トーシェー

では、ごゆっくりおくつろぎ下さい

請休息 チン ショーシー

見送り

またお越し下さいませ

請下次再來光臨

チンシャー シーツァイライ グァンリン

よいご旅行を 祝您好的旅行

ツゥーニンハオテルーシン

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 郷土料理 シャントゥーリャオリー

前菜 冷盤 リェンベン

吸い物 清湯 チンタン

味噌汁 醬湯 ジァンタン

お造り 生魚片 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 白飯 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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⑪中国語 基本例

宿泊施設種類

旅館 日式旅館 ズースー リューグァン

ホテル 西式旅館 シースー リューグァン

ビジネスホテル 商務旅館 サンウー リューグァン

ロビー周り

玄関 玄關 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 保險箱 バォシェンシャン

観光案内 觀光指南 グァングァンツーナン

ロビー 大廳 ダーティン

ソファ 沙發 サーファー

トイレ 洗手間 シーソージェン

非常口・非常階段

非常口 安全門 アンチュェンメン

非常階段 逃生梯 タォセンティ

消火器 滅火器 メーフォーチー

避難 避難 ビーナン

危険 危險 ウェーシェン

立入禁止 禁止進入 ジンツゥジンズゥ

禁煙 禁煙 ジンイェン

大浴場

温泉 溫泉 ウェンチュェン

大浴場 大澡堂 ダーツァォタン

露天風呂 露天溫泉 ルーテンウェンチュェン

貸切風呂 專用溫泉 ツァンヨンウェンチュェン

家族風呂 家庭用溫泉 ジァーティンヨンウェンチュェン

サウナ 三溫暖 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 沖澡處 ツォンツァォツゥー

シャワー 淋浴 リンユー

脱衣場 脫衣處 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 潤糸精 ルェンスージン


