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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

• 今回閲覧した全てのホテルのホームページに基本情報は英語で記載されて

いた。

• デザイン性に長けているホテルもあり、「お得なホテル情報」といったリ

ンクが1番下のページにいくつも掲載されている。フォトギャラリーが、

ホテル全体の第一印象をとてもポジティブなものにしているものもある。

• 利用者からのレビューも、tripadvisor.comへリンクがあり、そちらから閲

覧できるサイトもあった。

• 英語でのオンライン予約も容易に可能なサイトばかりである。

△工夫すべき点

• 中には英語に関しての情報量、特に写真などが少ないホテルもあった。ビ

ジネスマン相手であればそれほど問題ないが、観光客は写真を重視するの

で掲載写真を増やした方が良い。

２．予約

○状況

• ほとんどのホテルは電話による英語での予約対応が可能だった。

◎良い点

• オンライン予約も出来るホテルだが、電話で問い合わせをしたところ丁寧

に英語で応対してくれ、受付係より朝食のオプションについても説明をう

けた。ホテルまでの道のりも細やかに説明があり、担当スタッフの配慮に

とても良い印象を受けた。

• クレジットカードを持っているのであれば、オンラインの方がスムーズに

予約できるとアドバイスしてくれた。実際にサイトには様々なプランが掲

載されていた。

△工夫すべき点

• あるホテルは電話で問い合わせをすると、英語が出来る人に代わるまで随

分と待たされた。一言でよいので英語で待たせていることを謝れば、印象

が良くなる。

トリップアドバイザーへのリンクがある

スッキリとしてわかりやすい部屋紹介のページ
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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

• 受付係の対応には笑顔があり、とても慣れた様子で英語でチェック

インが行われた。

• 予約の後、朝食の場所と時間の説明があった。また、貴重品管理と

カードキーの利用法についても説明があった。

• 館内施設とインターネットを含むサービス利用に関しては、英語と

日本語で書かれたパンフレットが渡され、両替、ランドリーと貴重

品管理について記載されていた。

△工夫すべき点

• 食事の内容に関する質問はされなかった。ベジタリアンなどもいる

ので、できれば食事内容もベジタリアンに対応しているか説明した

方が良い。

• スタッフがゲストを名前で呼ぶとより好印象になる。

４．客室まで

◎良かった点

• 特に案内はないが、英語の表記やサインは数多くあるので、問題は

ない。

△工夫すべき点

• 避難経路についての案内がチェックインの際になかったので、一言

避難経路を確認するようにというアドバイスがあると良い。

フロント

エレベーター内の表示
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③客室
５．客室

◎良かった点

• 清潔感を感じる部屋だった。

• 客室には、十分な量の英語表記があった

• ホテル利用案内も、英語だけでなく、中国語、韓国語訳があり、

様々な注意事項が書かれていた。

• ランドリーの注文票にも、それぞれのアイテムに対する価格など細

やかな説明英語で書かれていた。（例えば、素早く仕上げるサービ

スなど）

• 避難経路やテレビ、電話に関しても英語の案内は充実していた。

△工夫すべき点

• ごみ箱があったが、分別するものなので、英語表記がなく必要性を

感じた 。

６．洗面所（バス・トイレ）

◎良かった点

• トイレ、洗面所と浴室も同じく明るくて清潔だった

• 整髪料やアメニティなどもちゃんとあり、英語の記載もあった。

• トイレ（ウォシュレット）に関しても案内が書いてあった。

• アメニティグッズも美しく陳列されていた。

• トイレットペーパーの上に「使い切りに協力して下さい。」と言う

表記があり、好い印象を持った。

客室内電話

避難経路の案内

ゴミ箱：英語表記が欲しい 各種ドアプレート



6

④館内施設（大浴場、売店、レストランなど）

７．売店

○状況

• ホテルの中にお土産を購入できるような売店があるか尋ねた

ところ、ホテルの中には無く、代わりに百貨店を勧められた。

スタッフは親切に地図を使って英語で場所を示してくれたが、

ホテルの中に売店がないのは意外だった。（近くに様々な百

貨店、ドラッグストアなどがあるからかもしれない。）

△工夫すべき点

• ビジネスユースのホテルであっても簡単なみやげものを購入

できる売店はあった方が良い。

８．レストラン

◎良かった点

• 係りのものは流暢な英語で受け答えしてくれた。

• メニューももちろん英語表記されていた。

• オーダーしたものは素早く提供してくれた。

• その日は団体のお客様があるとのことで、時間の制限があっ

た。入店する前にその情報が英語で書かれていた。

レストランのメニュー

貸切のお知らせ
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⑤朝食

９．食事場所までと食事場所

◎良かった点

• 流暢な英語を使ってテーブルまで案内してくれた。

△工夫すべき点

• 食事場所までの英語の案内がエレベーター内にあった方が

良い。

１０．食事（朝食）

◎良かった点

• 和食と洋食のビュッフェ形式であり、料理の種類も豊富に

あったこと。

• 英語で料理名が表記されていたこと。

• 定期的にちゃんと料理が補充されていたこと。

• 料理はたいへん美味しかった。

• 英字新聞も用意されていた。

△工夫すべき点

• パンの種類が少ないことと、焼きたてでないことは残念

だった。

• できれば、料理名だけでなく素材についても、アレルギー

などの方もいるので、英語の表記があった方が良い。

英語での説明

英語での説明
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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）

◎良かった点

• フロントへ電話で問い合わせしたところ、英語を話すスタッフ

が迅速に対応をしてくれた。

• フロントでお薦めの電気店を質問したところ、２ヶ所紹介され、

それぞれの場所も親切に教えてくれた。

• 周辺の観光スポットを尋ねると５分ほどかけて、英語の地図を

見せながら説明してくれた。

• 係りの人がみんな親切で、良いホスピタリティを感じた。

１２．フロント（チェックアウト）

◎良かった点

• スタッフの応対はとてもスムーズで礼儀正しかった。

• 明細についても細かく説明をしてくれた。

• 両替を頼んだところ、近くにある両替所の場所を地図を用いて説明

してくれた。

１３．観光案内所

◎良かった点

• 指定されチェックした案内所はパンフレット類も充実しており、英語

での応対も問題なかった。

△工夫すべき点

• チェックしたエリアには、他にも案内所があったが、残念ながら、英

語が話せなかったり、パンフレット類が充実していないなどのバラつ

きがあった。同じ？マークを掲げているならば、一定程度の水準を

満たすべきだと思う。

フロントとロビー

ホテルエントランス

観光案内所正面
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⑦まとめ

◎好感がもてる点（みならうべき点）

• 係りの人がみんな親切で、良いホスピタリティを感じた。

• また、スタッフの英語は問題なかった。

• プロとしての意識を感じた。

• 日本語と英語の無料新聞がエレベーター前においてあった。

• 客室にインターネット配線と小さな冷蔵庫があったのは高い評価。

• また、ＣＮＮが視聴可能ということも良かった。

△工夫すべき点（改善すべき点）

• ホテル前に立つ保安係りも宿泊客に挨拶を行うとより印象が良くなると思う。

• ベジタリアンもいるので食事内容について確認を行った方が良い。

• 折角ごみを分別しているので、その表記もあった方が良い。

評価されたトイレットペーパーの表記

英語の案内：バスルーム

英語の案内：避難経路
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⑧英語圏旅行者を受入れるに際して注意すべき点

食事

• 夕食がセットされている場合、生ものが食べれない人がいるので、チェックインする際に必ず聞く
こと。

• ベジタリアンの人とアレルギーに関しても事前に確認した方が良い。

• コース料理をゆっくり頂くことが好みなので、提供するペースを考えた方が良い。

• 食材や食べ方を英語で説明すれば、とても喜ばれ好印象となる。

• 朝食には和食であってもコーヒーのサービスを望む人が多い。

• 食事する時には椅子席が良い。

宿泊や習慣など

• もし、温泉がある場合、温泉の習慣はないので、温泉の入り方の説明は必須。

• 部屋の広さにはこだわる。

• 外で観光することが好みなので、周辺の英語の観光案内があると良い。

• インターネットの利用が出来る方が良い。

• 売店ではお土産の英語紹介があると良い。

• 子供と一緒に旅行する観光客が多いので、お子様が喜ぶ工夫をいてくれると嬉しい。（例えば
小さい子用のおもちゃの用意など。）
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⑨米国人旅行者の気質など

一口に米国と言っても国土は日本の２５倍、人口も２倍と極めて大きく、また、アメリカ人はいてもアメリカ人種は
いないといわれるほど様々な人種で構成される国です。地域や人種によって日本に対するイメージも多少異なり
ます。
地域により気候や人種も大きく異なるので国民性を説明するのは容易ではありませんが、一般的にチャレンジ精
神が旺盛で、子供の頃からの教育の影響もあり、自分の意見を明確に持ち、かつそれを堂々と述べる国民性で
あると言えます。
日本人が周囲との調和に重きを置く国民性であるとすれば、米国人は個々人の 意見を尊重する国民性であると
言えます。日本人のように暗黙の了解、周囲に気兼ねするあまりに自分の思ったことを遠慮して言わないという
ことは通常なく、お互いに納得するまで議論するというのが特徴です。
また、自国にはない美しいもの、自分達より秀でているもの 、自国の歴史よりも長い歴史を有する文化､建造物
等については、素直にその良さや力を認めるという寛大さがあるのも特徴と言えます。

◎米国人が一般的に抱く日本観としては、以下のものがあげられます。

• 工業先進国（自動車、カメラ、ロボット、バイオ技術など）

• 秩序正しい（治安の良さ、交通機関の発着時間の正確さ、国際イベントの効率的運営など）

• 歴史・文化の魅力に溢れている

• 四季の変化に富んだ自然景観美

• 勤勉、礼儀正しい、親切

• 寿司、天麩羅などに代表される低カロリーの健康食＝世界一の長寿国

• アニメ等のサブカルチャーに代表されるクールなイメージ

• 米国から遠い国

• 物価の高い国

• 不明瞭な意思表示をする国民性

資料：日本政府観光局（JNTO）
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⑨米国人旅行者に関して留意すべき点

旅行者の応対方法

◎前述の米国の地勢、国民性、彼らが抱く日本観に基づき、旅行者の応対に際しては、以下の点に留意する必要があります。

• 自国と比べ長い歴史に育まれた日本文化には敬意を表します。

• 特に何百年以上もの歴史を誇る歴史的建造物や伝統行事 、自然現象、季節に対応した風習には深い感銘を覚えるようです。

• 観光客として単に見学・鑑賞するだけでなく、自ら参加や体験をすることに関心を示します。

• 可能であれば、地域の伝統行事や 工芸品などについて、体験の機会を提供すると喜ばれます。

• また、英語で詳しく説明できるガイドの存在も、探究心旺盛な米国人に喜ばれます。

• 東海岸や中西部の冬は氷点下になるところが多く、日本の冬は暖かく感じる人々がいます。

• 真冬であっても外出することに さほど抵抗がない場合もあるので、魅力的な祭事や景色があれば薦めてみるのも一考です。

• お金のあるなしに拘わらず、それが日本人にとっては安いものであっても、投資するものに価値があるかどうかを吟味する傾向が
あります。

• 日本旅館などの料金システム、お風呂の使用方法をはじめとする部屋の使い方など 日本独特の制度には誤解が生じることのな
いよう、事前に十分に説明することが肝要です。

• 日本旅館でのお風呂や温泉施設などでは、更衣室や浴室の男女の区別を英語で併記するとよいでしょう。

• 一般的に米国人は日本人よりも低い温度の湯を好みます。

• 稀に心臓病などの持病を持っている人もいるので、温泉の温度（華氏）、効能、利用方法等を事前に説明した方がよいでしょう。

• 駄目もとでいろいろ頼んでくる場合があります。出来ないものは出来ないと明確に伝えることがポイントです。

• 食事について、菜食主義者をはじめ、宗教上の理由で食事制限のある人、貝類や海老類、牡蠣・ピーナッツオイル等でアレルギ
ーを起こす人が意外といます。こうした人達は基本的に事前に申告する筈ですが、念のため、予め確認し、正確に対応すること
が重要です。

• レストランでは、簡単でよいのでメニューに英語を併記すると喜ばれます。また、写真付メニューとするのもひとつの方法です。

• 米国では、道路標識や通りの表示、番地表示が明確になされている関係で、日本を初めて訪問する旅行者は戸惑うことが多く、
また、日本と異なり、米国では「ここから～の方角に何マイル（１マイルは１．６キロメートル）とか、何ブロック先という言い方をする
のが普通なので、道を教える場合はこの点に配慮する必要があります。

• 政治・宗教の話題はよほど親しくなってからは別として、初対面の場合は避けた方が無難です。

• 日本でも最近は喫煙に関する規制が厳しくなっていますが､米国では公共の場では喫煙しないのが常となっています。喫煙可能
な場所であっても、一言断ってから喫煙することが 求められます。

• 荷物が多い旅行者には､宅急便や空港における手荷物一時預かりのサービスについて紹介すると良い。

資料：日本政府観光局（JNTO）
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⑩英語 基本例

あいさつ

いらっしゃいませ Welcome

ウェルカム

おはようございます Good morning

グッド モーニング

こんにちは Hello ハロー

こんばんは Good evening

グッド イブニング

おやすみなさい Good night グッド ナイト

さようなら Good bye グッド バイ

返事

はい Yes イエス

いいえ No ノー

ありがとうございました Thank you サンキュー

どういたしまして You’re welcome

ユア ウェルカム

申し訳ありません I’m very sorry

アイム ベリー ソーリー

客室への案内

こちらへどうぞ This way, please

ディスウェイ プリーズ

お履物はこちらでお脱ぎください。

Please, take off your shoes here

プリーズ テイクオフユアシューズ ヒア

ごゆっくりおくつろぎ下さい

Please, enjoy your stay

プリーズ エンジョイ ユアステイ

見送り

またお越し下さいませ Please come again

プリーズカムアゲーン

よいご旅行を Have a nice trip

ハバナイストゥリップ

食事・メニュー

日本料理 Japanese food ジャパニーズフッド

郷土料理 Local dishes ローカルディッシーズ

前菜 Appetizer アペタイザー

吸い物 Soup スープ

味噌汁 Miso soup ミソスープ

お造り Fresh slice of raw fish

フレッシュ スライス オブ ロウフィッシュ

煮物 Boiled and seasoned food

ボイルド アンド シーズンド フッド

焼き物 Broiled fish ボイルド フィッシュ

揚げ物 Fried food フライド フッド

蒸し物 Steamed food スティームド フッド

ご飯 Rice ライス

果物 Fruit フルートゥ

甘味 Sweet taste スイートテイスト
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⑩英語 基本例
宿泊施設種類

旅館 Ryokan リョカン

ホテル Hotel ホテル

ビジネスホテル Business hotel

ビジネスホテル

ロビー周り

玄関 Front entrance フロントエントランス

フロント Front desk フロントデスク

セーフティボックス Safely box

セーフリィボックス

観光案内 Tourist information

ツーリストインフォメイション

ロビー Lobby ロビー

ソファ Sofa ソファ

トイレ Toilet トイレット

非常口・非常階段

非常口 Emergency exit

イマージェンシー イグジット

非常階段 Emergency staircase

イマージェンシー ステアケイス

消火器 Fire extinguisher

ファイアー イクスティングィッシャー

避難 Refuge レフュージ

危険 Danger デインジャー

立入禁止 No admittance

ノー アドミッタンス

禁煙 No smoking

ノー スモーキング

大浴場

温泉 Hot-spring ホットスプリング

大浴場 Large common bathroom

ラージコモンバス

露天風呂 Open-air bath オープネア バス

貸切風呂 Charter bath チャーターバス

家族風呂 Family bath ファミリィバス

サウナ Sauna サウナ

風呂桶 Washbowl ワッシュボウル

手ぬぐい Towel タオル

バスタオル Bath towel バスタオル

洗い場 Washing Place ワッシング プレイス

シャワー Shower シャワー

脱衣場 Dressing room ドレッシングルーム

石鹸 Soap ソープ

シャンプー Shampoo シャンプー

リンス Rince リンス


