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If you enter your room, make sure to check where the emergency exit is. 

  
    

     . 
 
 

 
Communication during a Power Outage 

 
 

   
 

There is a power outage right now. 
 

 
  . 

 
Please stay in your room until power is restored. 

 
 

     . 
 

We are not sure when power will be restored. 
 

 
     . 

 
It is dangerous here. Please follow me. 

 
 

 .  . 
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ははじじめめにに
＜＜そそのの⼟⼟地地のの⾵⾵⼟⼟はは、、⼟⼟のの⼈⼈とと⾵⾵のの⼈⼈がが⼀⼀緒緒ににななっってて作作りり上上げげるるもものの＞＞

地域を表す⾔葉に、「⾵⼟」という⾔葉があります。⼀般に、ある⼟地の気候・気象・地形・地質・
景⾊（景観）などの総称として、⽤いられています。

この⾵⼟という⾔葉は、「⾵⼟とは⼟の⼈（⼟地の⼈間）が、⾵の⼈（外から来訪してきた⼈）と⼀
緒になって、作り上げていくものである。」とも⾔われています。

インバウンドで来訪する外国⼈のお客さんは、正に「⾵の⼈」であり、⼟地の⼈とは全く異なる感
性で、地元の⼈が思いもよらなかったものや、気づきもしなかった“こと”や“もの”に素晴らしいと感
動し、”おいしいね”と喜んでくれたりして、それによって地元に埋もれていた予期せぬ魅⼒を再発⾒
できることがあります。

２０１９年１１⽉の⽣衛業インバウンド対策シンポジウム『えひめ県ゆかりの元オリンピック選⼿
が語る２０２０年オリンピック・パラリンピックについて』の⽥⼝信教（学校法⼈）医療創成⼤学副
学⻑（1972 年ﾐｭﾝﾍﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・100m 平泳ぎ⾦ﾒﾀﾞﾘｽﾄ）の基調講演で、「外国⼈の⽅に意⾒を求めてみる
と、意外と我々の発想とはまったく違う発想を、彼らはもっています。⽇本⼈は、だいたい同じ教育、
同じ新聞、同じテレビ、ラジオを⾒ている⼈間ですから、似たような情報ですが、外国の⽅は、全く
そういう情報が異なる⼈たちが来るわけですから、これを活⽤しない⼿はないと思います。」と⾔われ
ましたが、私たちとまったく異なる情報を持っている外国⼈のお客さんが来られた時に、お話をする、
意⾒を聞いてみることで、あなたのお店が、そして我々が暮らしている地元えひめが、素敵な変貌を
遂げるのではないでしょうか。

⿊海の東海岸にある国ジョージアでは、「客⼈は神様からの贈り物だ。」との⾔葉でお客をもてなし
ており、このホスピタリティの⾼さにより、外国⼈観光客は何回もジョージアを訪れたくなり、国⺠
⼈⼝を超える観光客の誘致に成功している⼤きな要因だと⾔われています。

「観光」の語源は、中国の古典『易経』の「国の光を観る、もって王に賓たるに利し」という⼀節
に由来するといわれています。「国の威光を観察する」とともに、「外国の要⼈に国の光を誇らかに⽰
す」意味も含まれるとも⾔われています。

愛媛県にあるたくさんの 「光」 。 磨かれた光や、 まだ埋もれている光があるなかで、外国⼈観
光客を受⼊ることは、 そのような多様な光を意識し、磨き、 結び付けることにもなると思います。
愛媛県の観光を担う⽣衛業者の⼀員として、ともに愛媛県にあるたくさんの光を海外の⼈にも届けて
いきたい。そんな思いで、この冊⼦を作成しました。
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［［そそのの 11］］  「「イインンババウウンンドドっってて、、どどううすすれればばいいいいのの」」

１１．．外外国国⼈⼈客客がが来来たたらら、、どどううししたたららいいいいのの
＜＜おおももててななししのの基基本本はは、、おお接接待待のの⼼⼼とと笑笑顔顔のの声声かかけけ、、そそししてて特特別別扱扱いいししなないいこことと＞＞

インバウンドとは、旅⾏業界においてインバウンドツーリズム、「⽇本に⼊ってくる旅⾏」＝「訪⽇
外国⼈旅⾏」のことを「インバウンド」と⾔っています。対して、海外旅⾏をする⽇本⼈、もしくは
海外旅⾏そのものをアウトバウンドと⾔っています。

それでは、お店に外国⼈が⾒えられた時には、どのようにすればよいのでしょうか。
それは、「お接待の⼼と愛顔（えがお）でおもてなしする」ことです。
外国⼈は、国籍、⼈種、⾔語や肌の⾊に違いはあるものの、みな同じ⼈類（ホモサピエンス）のＤ

ＮＡを共通に持っています。ですから、我々⽇本⼈と共通の認識は持ち合わせているのです。
つまり、外国⼈おもてなしの基本は、次のように⾔われています。
①お接待の⼼で、第⼀印象を⼤切に：外国⼈のお客さんが来られたら、⼼を込めてお接待の⼼で

お迎えしましょう。その第⼀印象が、あなたの地域の印象を決定づけるかもしれません。
②笑顔でお迎え：笑顔は万国共通です。
③まず声掛けを：もちろん⽇本語でもＯＫ。
④特別扱い、差別をしない。
⑤⾔葉が通じないときは：⾝振り・⼿ぶりと、指さしカードやアプリ等を使いましょう。

さらに、⼤切なポイントを重ねて説明すれば、次の５つでしょう。
①⼤切なのはお接待する態度：笑顔で差別化しないこと。
②⾔葉が通じなくても安⼼：アプリやコミュニケーションシートを活⽤する。
③お店に⾏きやすい環境の整備：キャッシュレス決済やＷｉＦｉ環境が使える。
④印象に残る対応：やさしさと気遣い、環境情報の提供、地元のお勧めなどの気配り。
⑤特別感を感じさせるもてなし：外国⼈客への店の主⼈の挨拶、⺟国語での歓迎、⼩さなお⼟産

等。

観光庁の指針（外国⼈観光案内所の設置・運営のあり⽅指針）にも、「外国⼈旅⾏者からは、⾔語は
⼗分に伝わらなかったが、熱⼼に案内してもらい感激したという声があることも事実である。こうし
た外国⼈旅⾏者に不⾃由を感じさせない観光案内やホスピタリティ（おもてなし）に富む対応が、多
数の⽇本の魅⼒を伝えることにつながり、訪問先の増加、リピーターの増加に寄与すると考えられる。」
とも記されています。

２２．．接接客客すするるととききのの原原則則ととはは
＜＜⽬⽬をを⾒⾒てて、、明明るるくく、、清清潔潔、、丁丁寧寧、、礼礼儀儀正正ししいいここととでで相相⼿⼿にに承承認認（（満満⾜⾜））をを与与ええるるこことと＞＞

外国⼈観光客の接客マニュアル等を⾒ると、
○海外からのお客様をお迎えする⼼構えは、
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・外国語ができなくても、⼼のこもった接客はできます。
・⽬を⾒て話すことで、気持ちは通じます。

○語学ができない場合のコミュニケーションの⼯夫としては、
・黙っているのが⼀番マズイ
・翻訳機や指差しカード、スマホのアプリなどの「⼩道具」を使いこなす

とされています。
また、接客対応の「顧客満⾜」5 原則は、

○表情は、親しみやすい、明るく豊かな表情で
○あいさつは、明るく、こちらから「いらっしゃいませ」「こんにちは」
○⾝だしなみは、清潔であり、または清潔感が感じられること
○話し⽅は、丁寧に、ゆっくりと、はっきりと、分かりやすく
○しぐさ・態度は、礼儀正しく、安⼼感、信頼感を持ってもらう

ことで、相⼿を承認（歓迎）することになり、この 5 つの原則が⼤切であると⾔われています。

［［そそのの２２］］  イインンババウウンンドド（（外外国国⼈⼈客客））はは、、どどののくくららいい来来てていいるるのの

１１．．国国及及びび県県ののイインンババウウンンドド⽬⽬標標ははどどううででししょょうう
＜＜国国のの訪訪⽇⽇外外国国⼈⼈旅旅⾏⾏者者数数：：22002200 年年：：  44,,000000 万万⼈⼈、、県県はは外外国国⼈⼈宿宿泊泊客客数数：：22002200 年年：：229977
千千⼈⼈をを⽬⽬標標＞＞

国は、平成 28 年 3 ⽉に新たな観光ビジョン『明⽇の⽇本を⽀える観光ビジョン』を策定し、
○訪⽇外国⼈旅⾏者数：2020 年： 4,000 万⼈（2015 年の約 2 倍）、2030 年： 6,000 万⼈（2015

年の約 3 倍）
○訪⽇外国⼈旅⾏消費額：2020 年： 8 兆円（2015 年の 2 倍超）、 2030 年： 15 兆円（2015 年

の 4 倍超）
○地⽅部での外国⼈延べ宿泊者数：2020 年： 7,000 万⼈泊（2015 年の 3 倍弱）、 2030 年：1 億

3,000 万⼈泊（2015 年の 5 倍超）
の⽬標が⽰されています。

愛媛県では、平成28年3⽉に策定した第２期観光振興基本計画に、
○本県観光の⽬指すべき将来像：「お接待の⼼でもてなす愛顔（えがお）の愛媛」と、４つの柱の

⼀つとして、「Ⅲ 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした国際観光の⼀層の推進」を
掲げています。

○外国⼈宿泊客数は：平成 26 年の 64 千⼈から、平成 32 年（令和 2 年）には 297 千⼈に増加さ
せることを⽬標としています。
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２２．．全全国国とと愛愛媛媛県県のの訪訪⽇⽇外外国国⼈⼈旅旅⾏⾏者者のの実実態態はは、、どどううででししょょううかか
＜＜令令和和２２年年、、⽇⽇本本ののイインンババウウンンドド需需要要はは、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響でで今今ままででにになな
いい落落ちち込込みみをを⽰⽰ししてていいまますすがが、、近近いい将将来来、、回回復復にに向向かかううとと確確信信ししてていいまますす＞＞

国⼟交通省が毎年発⾏している「観光⽩書」の令和２年版では、訪⽇旅⾏の状況として、2019 年（令
和元年）の訪⽇外国⼈旅⾏者数は、過去最⾼となる 3,188 万⼈（前年⽐ 2.2％増）となり、２年続け
て 3,000 万⼈を突破し、７年連続で過去最⾼を更新しました。

⼀⽅、愛媛県の都道府県別外国⼈延べ宿泊者数は、2018 年（平成 30 年）では、209,660 ⼈となっ
ており、宿泊する外国⼈は、ここ数年、台湾、韓国、中国、⾹港、アメリカが上位を占めています。

都道府県別外国⼈延べ宿泊者数 愛媛県
(⼈、％)

2018 2017
⼈ 百分⽐ 対前年⽐ 対2015⽐ ⼈ 百分⽐ 対前年⽐

全体 順位 209,660 100.00 130.99 207.38 順位 160,060 100.00 115.52
台湾 1 58,610 27.95 112.86 197.94 1 51,930 32.44 128.03
韓国 2 42,470 20.26 255.84 199.95 4 16,600 10.37 82.18
中国 3 31,520 15.03 131.28 274.33 3 24,010 15.00 140.90
⾹港 4 27,300 13.02 102.32 217.01 2 26,680 16.67 100.76
アメリカ 5 8,010 3.82 112.50 140.53 5 7,120 4.45 106.27

ただ、令和元年 12 ⽉以降、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡⼤が続いている中、⽇本政府観
光局(JNTO)が公表している訪⽇外客数のうち観光客数は、令和２年の 4 ⽉が 776 ⼈、5 ⽉ 108 ⼈、6
⽉ 224 ⼈、7 ⽉ 418 ⼈、8 ⽉ 482 ⼈、9 ⽉ 497 ⼈、10 ⽉ 760 ⼈と、ずっと 1000 ⼈以下で激減してい
ます。

しかし、令和 2 年 7 ⽉に国が取りまとめた「観光ビジョン実現プログラム 2020」では、「現在、我
が国の観光は厳しい状況にありますが、⾃然、⾷、伝統⽂化、芸術、⾵俗習慣、歴史など⽇本各地の
観光資源の魅⼒が失われたものではなく、国内外の感染症の状況を⼗分に⾒極めつつ、国内旅⾏とイ
ンバウンドの両輪により、観光⽴国を実現できるよう、政府、⺠間、地域が⼀体となって着実に実⾏
して参ります。」とされており、近い将来、インバウンド需要は復活するものと考えています。

［［そそのの 33］］  外外国国⼈⼈客客のの国国ごごととのの違違いいをを知知りりままししょょうう

１１．．来来訪訪客客がが多多いい国国のの状状況況ははどどううでですすかか
＜＜各各国国のの⽣⽣活活習習慣慣やや⾷⾷にに対対すするるルルーールルにに注注意意ししままししょょうう＞＞

多くの訪⽇外国⼈観光客は⽇本⾷に期待感を持ち、「⽇本⾷を⾷べたい」「飲⾷を楽しみたい」と訪
⽇しています。

そこで留意しなくてはならないのが⽣活習慣や⾷に対するルールです。宗教上の理由で⽜⾁を⾷べ
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ないヒンズー教徒、豚⾁を⾷べないイスラム教徒など留意しなければなりません。 
 国別でいえば、中国や韓国は多くの⼈たちと宴会のようなディナーが好まれる傾向があり、⼀⽅フ
ランスはファミリーでじっくり⾷事を楽しみ、ディナーにおいては１時間以上かけるという傾向もあ
ります。またアメリカは健康志向、⾃然⾷ブームによりベジタリアンが増ており、台湾では⽣ものを
⾷べる習慣はありません。 
 このように各国の⾷⽂化には違いがあり、アルコールを含む、⾷の慣習や意識を覚えておくと満⾜
度の⾼いサービスを提供することができます。厳しく禁⽌されている⾷材や調理法を知れば⼤きなト
ラブルに発展することもありません。 

近年、愛媛県への来訪が多い外国⼈客の違いを⾒ると、つぎのとおりです。 
○台湾：親⽇家が多いと⾔われ、海外旅⾏先としても⽇本の⼈気は⾼く、⽇本のイメージは、⼤変良

いです。細かいことは気にしない南国気質で楽観的な⾯もありますが、まじめで慎み深く、
礼儀や恩義を⼤切にする国です。海外旅⾏は⾝近なことで、旅慣れた⼈が多いと⾔われてい
ます。 

   ［使⽤⾔語］中国語（「繁体字」で記す「国語」が公⽤語となっている。） 
   ［観光⽬的］⽇本⾷を⾷べること、ショッピング、⾃然・景勝地観光、繁華街の街歩き 

［外国旅⾏の情報収集をする際に使うオンライン媒体］フェイスブック（Facebook）、ユーチュ
ーブ（YouTube）、ライン（LINE） 

   ［訪⽇台湾⼈が利⽤した決済⽅法］現⾦、クレジットカード 
 
○韓国：団体旅⾏より、カップル、ファミリー、⼀⼈旅などの個⼈旅⾏を好む割合が⾼く、リピータ

ーが多いのが特徴です。⽬上の⼈を敬う儒教の教えが、深く浸透しています。感情表現は⽐較
的ストレートで、シンプルな表現の⽅が受け⼊れられるようです。 

   ［使⽤⾔語］韓国語 
   ［観光⽬的］⽇本⾷を⾷べること、ショッピング、繁華街の街歩き 

［外国旅⾏の情報収集をする際に使うオンライン媒体］ネイバー ブログ（NAVER Blog）、ネ
イバー（NAVER） 

   ［訪⽇韓国⼈が利⽤した決済⽅法］現⾦、クレジットカード 
 
○中国：⼈情にとても厚く、⼈懐っこい性格で、⾎縁関係を⼈間関係の中⼼において、家族との絆を

何よりも⼤切にします。近年、消費が増⼤傾向にあり、それを富裕層と呼ばれる⼈たちが⽀え
ています。ただ、地域によって、⽣活習慣は、⼤きく異なると⾔われています。 

   ［使⽤⾔語］中国語（「簡体字」で記す「普通話」が共通語となっている。） 
   ［観光⽬的］⽇本⾷を⾷べること、ショッピング、⾃然・景勝地観光 

［外国旅⾏の情報収集をする際に使うオンライン媒体］バイドゥ（百度：Baidu）、ウィーチャ
ット（微信：WeChat）、ウェイボー（微博：Weibo） 

   ［訪⽇中国⼈が利⽤した決済⽅法］現⾦、モバイル決済（Alipay, WeChat 等）、クレジットカー
ド 

 
○欧⽶諸国：アメリカは、基本的に個⼈の考え⽅を尊重し、感情表現も豊かです。 
    イギリスは、歴史と伝統を重んじて、マナー・エチケットを重視します。 
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ドイツは、勤勉でルールを守り、フランスは、寡黙で⾃分の意⾒を通すなど、国によって様々
です。

［⽶国⼈の使⽤⾔語］英語（法律では公⽤語が定められていないが、英語が共通の⾔語となっ
ている。）
［⽶国⼈の観光⽬的］⽇本⾷を⾷べること、⾃然・景勝地観光、⽇本の歴史・伝統⽂化体験
［⽶国⼈が外国旅⾏の情報収集をする際に使うオンライン媒体］トリップアドバイザー
（TripAdvisor）、USA トゥデイ トラベル（USA Today（travel））、フェイスブック（Facebook）
［訪⽇⽶国⼈が利⽤した決済⽅法］現⾦、クレジットカード、交通系 IC カード（Suica 等）

２２．．外外国国⼈⼈客客ににつついいてて、、特特にに気気ををつつけけてておおくくべべききここととははあありりまますすかか
＜＜ムムススリリムムととベベジジタタリリアアンン、、アアレレルルギギーーににつついいててはは、、特特別別のの配配慮慮ををすするるここととがが必必要要でですす＞＞

１）ムスリムの⽅々
世界３⼤宗教の⼀つであるイスラーム（イスラム教）を信仰している⼈々のことをムスリムと⾔い、

世界の⼈⼝の約４分の１を占めています。
ムスリムの⽣活習慣の中で、特に知っておくべき規範の⼀つが、ハラール（許されたもの）とハラ 

ーム（禁じられたもの）で、⾷における代表的なハラームは豚⾁とアルコール飲料です。また規範の
もう⼀つは毎⽇５回の礼拝です。

ムスリム旅⾏者の⽅々を受け⼊れるためには、イスラームへの理解と教えに基づく⽣活習慣への配
慮が必要です。

２）べジタリアン・ヴィーガンの⽅々
べジタリアン・ヴィーガンの⽅々は、世界中には約 6.3 億⼈いると⾔われており、そのうち約 80%

をアジア（インドが 28%）が占めています。
⼀般的には、ベジタリアンは⾁類、家禽類及び⿂介類を⾷べない、ないしは⾷べることを信条とし

ない⼈、ヴィーガンは様々な背景や⽬的（宗教、動物愛護、環境保護等）から⾷事上の制限を持ち、
⾁・⿂介類などの動物性⾷品や、乳製品、卵などを⾷べない⼈ですが、⾷事上の制限も様々な分類に
分かれています。

また、愛媛県への来訪者が多い台湾に多いオリエンタル・ヴィーガン、オリエンタル・ベジタリア
ンは、仏教の思想に基づき、匂いの強い五葷（ニンニク、ニラ、ラッキョウ、ネギ、アサツキ）を⾷
べないベジタリアン等の⼀種です。

３）アレルギーの⽅々
特定の⾷品を摂取した後、⽪膚や消化器、呼吸器などに異常が起こるのが⾷物アレルギーです。外

国⼈にも多くみられるので注意が必要です。特にアナフィラキシーと呼ばれる、急性重度なアレルギ 
ー反応が出た場合には⽣死に関わることもあります。

アレルギーで注意すべき主な⾷材は、そば、卵、⽜乳、エビ、カニ、⼩⻨、落花⽣などです。
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３３．．宗宗教教にによよるる違違いいももああるるののでですすかか  
＜＜宗宗教教もも国国にによよっってて異異ななるるののでで、、配配慮慮がが必必要要でですす＞＞  
 

そのほかの宗教等による違いは次のとおりです。 
１）キリスト教：少数派に⾁、アルコールを避ける⼈がいますが、基本的に⾷に関する禁⽌事項はあ

りません。 
【キリスト教徒：注意すべき主な⾷材】⾁、アルコール、コーヒー、紅茶、お茶 

２）仏教：⼀部の僧侶と厳格な信者には禁⽌されている⾷材があります。中国、台湾、韓国、ベトナ
ム、チベット、モンゴルなど、⼤乗仏教が広まっている地域に多くみられます。 

【仏教徒：注意すべき主な⾷材】⾁全般、ニンニク、ニラ、ラッキョウ、⽟ねぎ、アサツキ 
３）ヒンドゥー教：聖獣とされる⽜⾁を⾷べません。⾼位のカースト、社会的地位が⾼い⼈ほど⾁⾷

を避ける傾向があります。 
【ヒンドゥー教徒：注意すべき主な⾷材】⽜、豚、⿂、卵、⽣もの、ニンニク、ニラ、ラッキョウ、

⽟ねぎ、アサツキ 
 

近年、愛媛県への来訪が多い国の宗教の違いは、つぎのとおりです。 
○台湾 

  ［宗教別構成］仏教、道教、キリスト教 
○中国 

  ［宗教別構成］仏教、道教、イスラム教、キリスト教など 
○韓国 

  ［宗教別構成］宗教⼈⼝⽐率 53.1％（うち、仏教 42.9％、プロテスタント 34.5％、 
   カトリック 20.6％、その他 2.0％）社会・⽂化に儒教の影響を⾊濃く受ける。 

○⽶国 
  ［宗教別構成］主にキリスト教（憲法で信教の⾃由が保障されている。） 
 
  
［［そそのの４４］］  外外国国⼈⼈のの来来⽇⽇のの⽬⽬的的はは何何ででししょょうう  
 
１１．．外外国国⼈⼈のの消消費費動動向向  
＜＜全全国国的的ににみみるるとと、、宿宿泊泊費費よよりりもも買買物物代代にに多多くく消消費費ししてていいまますす＞＞  
  

観光庁の「訪⽇外国⼈消費動向調査」から、四国４県に来訪した外国⼈客の旅⾏消費額の費⽬別割
合を⾒てみると、宿泊費がほぼ 32%、飲⾷費と買物代が 23〜24%となっており、娯楽等サービスや交
通費には、ほとんど⽀出が向けられていないことが分かります。 

ただ、この費⽬別割合を全国集計に置きなおしてみると、買物代が 36%、宿泊費が 25%、飲⾷ 19%
と逆転しているのが分かり、四国では、爆買いと⾔われるような買物消費には⽀出されていないよう
です。 
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2019年 暦年 訪⽇外国⼈消費動向調査
（単位︓万⼈） （単位︓億円）

団体･パック 宿泊費 飲⾷費 交通費 娯楽等 買物代 その他

訪問地 参加費 サービス費

36 徳島県 8.9 29.5 5.6 10.5 6.7 0.6 0.4 5.8 0.0
37 ⾹川県 29.7 165.6 24.4 53.1 35.9 5.0 3.2 44.0 0.0
38 愛媛県 11.2 45.5 5.7 15.8 11.7 1.4 1.8 9.2 0.0
39 ⾼知県 5.8 28.4 4.1 8.9 7.9 0.7 1.5 5.4 0.0

四国集計 55.5 269.0 39.7 88.3 62.1 7.7 6.9 64.3 0.0
⽐率 100.0 14.8 32.8 23.1 2.9 2.6 23.9 0.0

全国集計 7,532.1 43,649.8 5,311.5 11,290.0 8,437.6 1,119.8 1,547.7 15,921.5 21.7
⽐率 100.0 12.2 25.9 19.3 2.6 3.6 36.5 0.1

訪問者数
旅⾏

消費額注1

費⽬別（7区分）

 
 
 
２２．．イインンババウウンンドドツツーーリリズズムムっっててどどんんななもものの  
＜＜愛愛媛媛ららししささののああるる⾃⾃然然体体験験ややママリリンンススポポーーツツななどどのの「「ココトト消消費費」」がが訪訪⽇⽇外外国国⼈⼈のの訪訪問問率率
やや消消費費単単価価をを上上昇昇ささせせるるカカギギににななっってていいまますす＞＞  
  

観光庁では、国内外の観光客に新たな地域への来訪動機を与え、地⽅誘客を図ることを⽬的に、平
成２８年度より「テーマ別観光による地⽅誘客事業」に取り組んでおり、 

●アニメツーリズム 
●サイクルツーリズム 
●ONSEN・ガストロノミーツーリズム 
●郷⼟⾷探訪〜フードツーリズム〜 
●宙ツーリズム 
●エコツーリズム 

などに取り組んできています。 
 ⼀⽅、愛媛県でも、次のような取り組みがなされています。 

①愛媛県⾃転⾞新⽂化推進計画 
②四国遍路：「四国⼋⼗⼋箇所霊場と遍路道」世界⽂化遺産化 
③えひめグリーン・ツーリズム 
④東予・中予・南予サイクルオアシス 

 
令和元年度の観光⽩書の中で、「地⽅を訪問する訪⽇外国⼈旅⾏者の増加とコト消費の動向」がとり

あげられ、訪⽇外国⼈旅⾏者の訪問先については、訪⽇外国⼈旅⾏者の関⼼が多様化し、様々な「コ
ト消費」への関⼼が⾼まっています。 

それぞれの「コト消費」の体験の有無別に算出した訪問率に基づき、体験した場合の訪問率が体験
の有無に関わらない全体平均の何倍になるかを算出した結果、「⾃然体験ツアー・農⼭漁村体験」では、
愛媛県が全国で最も⾼い 3.36 倍、「その他スポーツ（ゴルフ・マリンスポーツ等）」では、⿅児島県
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が最も⾼い 5.30 倍で、次いで愛媛県、沖縄県 3.25 倍の順となっており、「コト消費」は訪⽇外国⼈
旅⾏者の１⼈当たり消費単価を増加させている。との報告がなされています。

現在の中国マーケットの状況を分析すると、新たな富裕世代は、新しい体験型の旅⾏を求めており、
これまでとは異なり、九州、四国、北海道が新たな⽬的地になると、期待できます。

このため今後は、富裕層向けの旅⾏商品の開発や、南国愛媛でもスキーなどのウインタースポーツ
が楽しめることなどを発信していくことが必要になると思われます。

［［そそのの５５］］  外外国国⼈⼈客客のの受受けけ⼊⼊れれ環環境境のの整整備備ははどどううすすれればばいいいいのの

１１．．どどううすすれればば、、外外国国⼈⼈客客のの顧顧客客満満⾜⾜のの向向上上ににななるるのの
＜＜外外国国⼈⼈客客ににはは、、⾔⾔語語、、決決済済、、通通信信環環境境のの対対応応がが特特にに必必要要でですす＞＞

⽣衛業向け・⽣活衛⽣関係営業の⽣産性向上を図るためのマニュアル（基礎編）（厚⽣労働省発⾏）
の⽣産性＆効率アップ必勝マニュアル「F」・『インバウンドのお客様を増やそう（顧客満⾜向上）』で
は、次のように記されています。

インバウンドは⼀時的なブームではなく、⻑期的な流れです。今からでも遅くはありません。
インバウンド対策を考えて、訪⽇ゲストのお客様を増やしましょう。
訪⽇ゲストの消費購買⼒は⼤きく、2017 年は４．４兆円規模に。
観光業（宿泊、交通費等）のシェアは約４割に留まり、実は商店街、ショッピングセンター
（飲⾷、買物等）で６割が消費されています。

そして、取り組み⼿順が、次のようになっています。
ｓｔｅｐ１：訪⽇ゲストを理解する
ｓｔｅｐ２：今ある「商品・サービス」に記憶に残る体験を加える
ｓｔｅｐ３：受⼊環境整備を検討する
ｓｔｅｐ４：積極的に情報を発信する

このうち、「ｓｔｅｐ３：受⼊環境整備を検討する」では、次のように具体的に記載されています。
●受⼊環境整備には、4 つの領域がある。

1. ⾔語対応：語学⼒に頼らない「多⾔語対応」を検討する
2. 決済対応：キャッシュレス決済対応を検討する
3. 通信環境対応：Wi-Fi が使えるようにしよう
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4. 免税対応：免税販売許可を取得することを検討する
●受⼊環境整備は、コストと捉えがち。しかし、販促や集客としての役割がある。
●受⼊環境整備を⾏い、それを伝える＝表⽰することは、「訪⽇ゲスト歓迎」の意思表⽰となり、ま

た訪⽇ゲストだけでなく、実は受⼊側スタッフのストレスも軽減できる。

２２．．店店舗舗ををアアピピーールルすするるににはは、、どどううすすれればばいいいいのの
＜＜外外国国⼈⼈客客がが活活⽤⽤ししてていいるるＳＳＮＮＳＳにによよるる発発信信がが、、最最もも効効果果的的でですす＞＞

⽣活衛⽣関係営業の⽣産性向上を図るためのマニュアル（基礎編）の⽣産性＆効率アップ必勝マニ
ュアル「Ｃ」・『ICT を活⽤して集客⼒を⾼めよう（収益向上）』をみると、インターネットを使った集
客⽅法として、次のものがあげられています。

○情報発信を⽬的とするものとしては、ホームページの活⽤、メールマガジン・E メール DM の発
信、ブログで発信

○利⽤者との交流を⽬的とするものとしては、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の活
⽤

○有料広告活⽤としては、web 広告（検索連動型広告）、ソーシャルメディア広告

また、有効な集客⽅法である SNS として、次のものが掲げられています。
●フェイスブック Facebook
●インスタグラム Instagram
●ユーチューブ YouTube

●ツイッターTwitter
●ライン LINE
●グーグルマイビジネス(Google Map)

これからの観光は、⼈とおもてなしをベースにしながらも、デジタルトランスフォーメーション
（Digital Transformation：ＤＸ）の時代となり、Google マイビジネスなどを活⽤したネットワーク
化により、多彩なビジネス環境の整備が必要となるでしょう。

そして、⽇本政府観光局（JNTO）では、次の内容が⼤切であるとされています。
①外国⼈向けのウェブサイトについては、

●モバイルから使いやすい設計
●外国⼈旅⾏者を惹きつける 端的なコピー
●魅⼒的なイメージ画像や、デザインや機能性の向上
●⽇本地図を実装

などが必要とされています。

②イメージ画像については、
●⼈がいて活気があり店内の雰囲気が伝わる店舗写真
●観光地ではこの場所ならではの⾵景
●地域ならではの⽂化、建造物、⾵景

などを盛り込んで、ターゲットとする外国⼈旅⾏者が⾒て、思わずクリックしたくなるようなイメー
ジ画像がとても⼤切とされています。
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③Facebook の投稿画像・動画投稿のポイントでは、次のことが良いとされています。
●⾼画質・⾼精細画像は必須 ●「⽇本らしさ」を前⾯に
●認知度が⾼くないエリアを⼤切に ●わかりやすく、明るい動画を選ぶ
●モバイル表⽰を前提にする

多くの外国⼈は、⽇本の素晴らしさを⼗分に認識しており、また、⽇本⼈の普段のままの⽣活に興
味を持ち、⽇常の情報を求めているといわれています。

今後、ＳＮＳなどを活⽤して、愛媛県やあなたのお店などの情報を発信していく場合には、常時発
信していくことが Google などの検索数の上昇にもつながり、また、

・キーワードを検索しやすい⾔葉とすること
・画像は、鮮明で⾒やすいものにすること
・動画は、１分程度でインパクトの強いものとすること

などが重要です。

そそのの６６  ぜぜひひ愛愛媛媛県県ののここととををＰＰＲＲししたたいいののでですすがが

＜＜皆皆ささんんがが最最もも愛愛ししてていいるる愛愛媛媛県県のの魅魅⼒⼒ををあありりののままままにに伝伝ええててくくだだささいい。。⼼⼼ががここももっったた
説説明明にに、、外外国国⼈⼈のの⽅⽅ももききっっとと⽿⽿をを傾傾けけててくくれれまますす＞＞

来店された外国⼈の⽅に、愛媛の魅⼒、地元の素晴らしさをご紹介し、愛媛が好きになっていただ
くことは、⾮常に⼤切です。そのためにも、⾃らが愛媛の良さを知り、その思いを外国⼈の⽅にも伝
えていくことが必要です。

⼀般的には、景観、祭り・イベント、歴史・街並み、⽂化、温泉などですが、地元にある神社仏閣
や、ミニ四国 88 か所なども知っていただくと良いかもしれません。

また、外国⼈好みのポイントとして、インスタ映えポイント、都会にはない⼩さな⾃然と⽂化、例
えば道筋にあるお地蔵さんや茶堂など、⽂化では俳句の句碑や⼩説の舞台など、様々な事柄を話題と
して取り上げることができると思います。

さらに、あまり知られていないマニアックな裏通りや、あなたのとっておきの場所などもお知らせ
してはいかがでしょうか。

インバウンド着地型観光の⼿引きを⾒ると、
①外国⼈⽬線での地域づくりを⽬指すこと。
②地域で連携して実践すること。
③中期的に取り組むこと。
④ビジネスとして持続化させること。
⑤地元に誇りをもち、胸を張って世界へアピールすること。

と、⾔われています。
ぜひ、愛媛の魅⼒を、胸を張ってお知らせしていきましょう。



− 12−

14

そそのの７７  外外国国語語ががででききななくくててもも⼤⼤丈丈夫夫ででししょょううかか

＜＜ももちちろろんんでですす。。そそののたためめにに指指ささししツツーールルのの⼀⼀部部ををごご紹紹介介ししまますす＞＞

外国語ができない⽅の指さしツールとして、（⼀般社団法⼈）愛媛県観光物産協会がインバウンド対
応ツールとして作成されている、飲⾷施設向けと、ホテル向けの「愛媛 外国⼈観光客対応 コミュ
ニケーションペーパー」を掲載します。

なお、中国語の簡体字は中国本⼟、シンガポール、マレーシアで、繁体字は台湾、⾹港、マカオで
使⽤されています。

今は、指さし会話でなくても、スマートフォンの翻訳アプリや、ポケトーク等の会話⽀援機器がた
くさんあります。いろいろと活⽤してみてください。

また、愛媛県では、「愛媛県多⾔語コールセンター」を開設して、多⾔語による電話通訳・TV 通訳・
簡易翻訳サービスを提供しています。利⽤登録をされてはいかがですか。

URL：https://www.pref.ehime.jp/h30600/tagengocc/websiteup.html
・対応⾔語：9 ⾔語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語・

フランス語・タガログ語）
・対応時間：24 時間 (但し、フランス語・タガログ語は 10 時から 19 時まで)
・登録料：無料 (但し、通話料⾦は各事業者負担)

最後に、災害等の緊急時対応のための、連絡先の⼀覧や、コミュニケーションシートも掲載いたし
ました。
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外国人観光客対応コミュニケーションペーパー［飲食施設編］［ホテル編］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一社）愛媛県観光物産協会作成・提供
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緊緊急急時時ななどどのの場場合合のの連連絡絡先先  

○○ 各各地地区区のの警警察察署署・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎☎  １１１１００
○○ 各各地地区区のの消消防防署署・・救救急急車車・・・・・・・・・・・・・・・・☎☎  １１１１９９
○○ 海海難難事事故故のの通通報報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎☎  １１１１８８

○○ 県県内内各各保保健健所所
・ 松山市保健所・・・松山市萱町 6 丁目 30-5
・ 四国中央保健所・・四国中央市三島宮川 4-6-55  ☎ 0896-23-3360
・ 西条保健所・・・・西条市喜多川 796-1
・ 今治保健所・・・・今治市旭町 1-4-9
・ 中予保健所・・・・松山市北持田町 132 番地
・ 八幡浜保健所・・・八幡浜市北浜 1-3-37
・ 宇和島保健所・・・宇和島市天神町 7-1

☎    089-911-1800

☎    0897-56-1300
☎    0898-23-2500
☎    089-909-8755
☎    0894-22-4111
☎    0895-22-5211

◎◎救救急急病病院院はは、、地地元元のの当当番番病病院院ををごご確確認認くくだだささいい。。

◎◎困困っってていいるる外外国国人人のの方方にに・・・・・・・・
○どうされましたか？
・Are you okay?（英語）

・有什么可以帮您的吗？（簡体字）
・有什麼可以幫您的嗎？（繁体字）

・무슨 일이십니까?（韓国語）

○薬局に案内します。
・We’ll show you how to get to the drug store.

・告诉您如何去药店。
・告訴您如何去藥局。

・약국을 안내해 드리겠습니다.
○病院にお連れします。
・We'll take you to the hospital.

・送您去医院。
・送您去醫院。

・병원으로 모셔다드리겠습니다.

○救急車を呼びましょうか。
・Shall we call an ambulance?

・需要叫救护车吗？
・需要叫救護車嗎？

・앰블런스를 부를까요.
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災災害害発発生生時時対対応応ココミミュュニニケケーーシショョンンシシーートト  
 
○○台台風風時時ののココミミュュニニケケーーシショョンン  
  ○○CCoommmmuunniiccaattiioonn  dduurriinngg  aa  ttyypphhoooonn..    
    ○○台台风风时时的的交交流流内内容容  
      ○○颱颱風風時時的的交交流流內內容容  
          ○○태태풍풍  때때의의  의의사사소소통통  
・台風です。外出しないでください。 
・There is a typhoon. Please stay inside. 
・有台风。请不要外出。 
・有颱風。請不要外出。 
・태풍이 오니 외출을 삼가십시오. 

・外は、暴風雨で危険です。窓を開けないでください。 
・There is heavy wind and rain outside. Please do not open the windows. 
・外面暴风雨，很危险。请不要打开窗户。 
・外面暴風雨，很危險。請不要打開窗戶。 
・밖은 폭풍우로 위험합니다. 창문을 열지 마십시오. 

・飛来物に気を付けてください。 
・Please be careful of flying objects. 
・小心大风刮起异物。 

  ・小心大風刮起異物。 
・날아오는 물건에 조심하십시오. 

・傘をさすと、危険です。 
・It is dangerous to open your umbrella.  
・打伞很危险。 

  ・打傘很危險。 
・우산을 쓰면 위험합니다. 

 
 
○○地地震震時時ののココミミュュニニケケーーシショョンン  
○○CCoommmmuunniiccaattiioonn  dduurriinngg  aann  EEaarrtthhqquuaakkee  
○○地地震震时时的的交交流流内内容容  
○○地地震震時時的的交交流流內內容容  
○○지지진진  때때의의  의의사사소소통통  

・体を低くして、頭を落下物から守ってください。 
・Please stay low, and protect your head from falling objects. 
・请把身体尽量降低，保护好头部。 
・請把身體盡量降低，保護好頭部。 
・몸을 낮게 하고 머리를 낙하물로부터 보호하십시오. 
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・スタッフが安全な場所に誘導します。ついてきてください。 
・The staff will lead you to a safe location. Please follow them. 
・工作人员会引导您去安全的地方，请跟随工作人员。 
・工作人員會引導您去安全的地方，請跟隨工作人員。 
・직원이 안전한 장소로 유도해 드립니다. 따라오십시오. 

・落ち着いて、揺れが収まるのを待ってください。 
・Please remain calm and wait until the shaking has stopped. 
・请保持冷静，等待震动停止。 
・請保持冷靜，等待震動停止。 
・침착하시고 흔들림이 멈출 때까지 기다리십시오. 

・けがをした人はいませんか。 
・Is anyone hurt? 
・有受伤人员吗？ 
・有受傷人員嗎？ 
・다친 분은 안 계십니까? 

 
 
○○火火災災発発生生時時ののココミミュュニニケケーーシショョンン  
  ○○CCoommmmuunniiccaattiioonn  dduurriinngg  aa  ffiirree..  

○○火火灾灾时时的的交交流流内内容容  
○○火火災災時時的的交交流流內內容容  
○○화화재재  때때의의  의의사사소소통통  

・火災が発生しました。気を付けてください。 
・There is a fire. Please be careful. 
・火灾发生，请小心！ 

  ・火災發生，請小心！ 
・화재가 발생했습니다. 조심하십시오. 

・非常階段から、建物の外に避難してください。 
・Please evacuate the building using the emergency staircase. 
・请通过应急楼梯跑到建筑物外避难。 

  ・請通過應急樓梯跑到建築物外避難。 
・비상계단을 이용해 건물 밖으로 피난하여 주십시오. 

・屋外に出たら、建物から離れて、スタッフの指示に従ってください。 
・Once you are outside, please step away from the building and follow the staff's instructions. 

  ・逃出后，请远离建筑物，根据工作人员的指示进行疏散。 
・逃出後，請遠離建築物，根據工作人員的指示進行疏散。 

・밖으로 나가면 건물로부터 떨어져서 직원의 지시에 따라 주십시오. 
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If you enter your room, make sure to check where the emergency exit is. 

  
    

     . 
 
 

 
Communication during a Power Outage 

 
 

   
 

There is a power outage right now. 
 

 
  . 

 
Please stay in your room until power is restored. 

 
 

     . 
 

We are not sure when power will be restored. 
 

 
     . 

 
It is dangerous here. Please follow me. 

 
 

 .  . 
 
 
 
 
 
 
 




