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Ⅰ．はじめに

近年、本県においても外国人旅行者の宿泊者数は右肩上がりで推移し、(一社)秋田県

観光連盟の月次アンケート調査によると、外国人個人客を受け入れている会員宿泊施設

は増加傾向にあり、半数を超える月も見られるようになっています。

こうした動きを受け、今年度、県からの委託を受けて、県内の観光案内所や宿泊・飲

食施設、ガイド団体等のインバウンド対応力の向上を目指し、本マニュアル、指差し会

話シート等の作成とその普及に取り組むことにしました。

作成に当たっては、県内の観光案内所や宿泊施設を対象としたヒアリングを行うとと

もに、観光案内所やボランティアガイド団体で構成する「秋田県観光案内所等連絡会議」

を開催し、旅行者と日頃接している担当者の方々から取組状況やご意見を伺いました。

取組の現状は、外国語で応対できる職員の配置や外国語用のタブレット設置で外国人

旅行者に対応しているところから、今後対応を検討する予定というところまで様々でし

たが、「スキル」よりも「度胸」が大事という意見も寄せられています。

本マニュアル等の作成に御協力いただきました皆様に感謝申し上げますとともに、各

窓口における外国人旅行者への対応を一歩でも前進させるため、本マニュアルを御活用

くださるようお願いします。
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３．食事に関すること

（１）宗教や食習慣の観点で取り扱い注意の食材

厳格な教徒等とそうでない人では違いがありますので、食べられるものを確認した

り、原材料を伝えたりすることが大切です。

宗教等

食材

イスラム教 ヒンドゥー教 ユダヤ教 ベジタリアン

肉 類

・豚

・適切に処理され

ていない肉

・牛

・豚

・豚 ・全般

魚介類

・うろこのない魚

(ウナギ等)など

・全般

（人による）

・ひれとうろこの

ある魚以外の魚

(ウナギ等)

・イカ、タコ、

エビ、カニ、

貝類

・全般

乳製品
・全般

（人による）

卵
・全般

（人による）

・全般

野 菜
・五 葷 ※

（厳格な教徒）

・根菜・球根類

・五 葷 ※

アルコール ・全般

調味料・油

・豚由来 ・肉由来

・魚由来

・豚由来 ・肉由来

・魚由来

※ 五葷（ごぐん）とは・・

諸説ありますが、「ネギ（玉ネギ）」、「ニンニク」、「ニラ」、

「ラッキョウ」、「アサツキ」のこと。
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宗 教 等 留 意 事 項

イスラム教

・イスラム教徒は世界各地に居住しており、特にアジア、北アフリカ、中

東に多く見られます。

・豚は不浄であるとして一切口にしませんので、肉、骨、脂が使われてい

るブイヨン、ゼラチン、ラード等も調理時に注意が必要です。

・うろこのある魚やエビも食べますが、生魚を食べる習慣がない人が多い

です。

・アルコールは料理に使用することも避けましょう。

・ハラール(教義上許されたもの）なのかどうかの判断は、個人によって

異なりますので、原材料を伝えることが大事です。

・左手は不浄とされており、給仕は右手で行いましょう。

ヒンドゥー教

・ヒンドゥー教徒はインド、ネパールに多数居住します。

・牛は神聖な動物として崇拝され食さず、一方、豚は不浄な動物とされ、

基本的に食べません。

・肉を食べる場合は、鶏肉、羊肉、ヤギ肉に限定されます。

・卵や魚介類全般を忌避する場合もあるため、かつおだしも口にしないこ

とがあります。

・魚は食べる人もいますが、生魚を食べる習慣のない人が多いです。

・左手は不浄とされており、給仕は右手で行いましょう。

ユダヤ教

・ユダヤ教徒はイスラエルのほか、米国、英国、カナダ、ロシアなど世界

各地に居住しています。

・豚は不浄であるとして一切口にしませんので、肉、骨、脂が使われてい

るブイヨン、ゼラチン、ラード等も調理時に注意が必要です。

・それほど厳格でない教徒には、牛肉、鶏肉、羊肉は食べる人もいます。

・ひれとうろこのある魚は食べられます。

・教義上適切な処理を施した食材「コーシャミール」は、日本国内での入

手は困難です。

ベジタリアン

（菜食主義者）

・ベジタリアンは、米国、カナダのほか、英国等のヨーロッパ、インドや

台湾等のアジアなど世界中に居住しています。

・ベジタリアンは、肉だけを食べない人とは限りません。乳製品を食べな

い場合もあるので、食べられるものを確認する必要があります。

・肉や骨が使われているブイヨンやゼラチン等、バターやラード等の動物

性脂など、調理時に注意する必要があります。

・厳格なベジタリアンの場合、かつおだしも動物性ということで口にしな

いことがあります。
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Ⅳ．国別・地域別のポイント
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データ項目 数 値 出 典

人口 23,492,000 人 (2015) 国際通貨基金(IMF)

国民一人当たりのＧＤＰ 22,288 US$ (2015) 国際通貨基金(IMF)

訪日旅行者数 2,829,821 人(2014)、3,677,075 人(2015) 日本政府観光局(JNTO)

日本人訪問者数 1,634,790 人 (2014) 台湾交通部観光局

分 野 ポ イ ン ト

気質や文化

・秋田県を訪れる外国人旅行者が最も多い地域です。

・台湾では海外旅行がポピュラーで、３人に１人が海外旅行に出かけます。

・終戦まで 50 年日本が統治していたこともあり、高齢者の中には日本語を

話せる人も少なくありません。

日本に対す

るイメージ

・日本に対するイメージは極めて良好です。

・日本や日本人に対して、「秩序」・「正確」・「親切」・「洗練」・「安全」・「清

潔」・「高品質」等の印象をもっています。

宿 泊

・日本へのリピーターも多く、日本旅館での過ごし方を熟知している人も少

なくありませんが、慣れていない旅行者のために、イラストのほか繁体字

を含む多言語での案内が親切です。

・宿泊は「２名１室」が基本で、４名１室利用などは好まれません。

温泉・入浴

・日本の温泉や露天風呂に入りたいという人が多く、台湾にも数多くの温泉

があるため、違和感なく楽しめるようです。

・大浴場や温泉の利用方法を熟知している人も多いですが、不慣れな旅行者

のために、イラストのほか繁体字を含む多言語での案内が親切です。

食 事 ・

レストラン

・小出しにされる「懐石料理」より、沢山の料理が並ぶと喜ばれます。

・温かいものは温かく、冷たいものは冷たい状態で食べることを好みます。

©日本政府観光局(JNTO)
台湾

2017年、台湾の方で本県に

宿泊した人は24,550人。

国籍(出身地)別では第１位です。



食 事 ・

レストラン

・ポン酢などの「酸っぱい料理」は比較的苦手です。

・食事の際にスープを飲む習慣があります。

・正座や「あぐら」は苦手なため、畳の上での飲食は好みません。高座いす

や掘りごたつ席などに案内すると喜ばれます。

・「ベジタリアン」や宗教上の理由で食せない食材や習慣を持っている人も

います。事前に確認することでトラブル防止になります。

買物・お金

・クレジットカードをよく利用します。また、日本円を引き出せるＡＴＭの

案内を求められることがあります。

・台湾ではお店が遅い時間まで営業していることが多く、遅くまで開いてい

るショッピングセンターや商店街を案内すると喜ばれます。

その他

・黒地に白字の表現は、台湾では葬式のイメージがあります。ラッピングな

ども白と黒の組合せは避けた方がよいです。

・歓迎の意を表す場合、赤地に白字の組合せが喜ばれます。

また、2011年には玉川温泉と台北市の北投

温泉の間で、世界でも両温泉でしか産出しな

い特別天然記念物「北投石」による縁で温泉

提携協定が締結されるなど相互交流を進めて

います。

また、秋田県が台北市で開催された観光文

化イベントに参加した際、仙北市角館町の「お

やま囃子」の公演も行われ、好評を博しまし

た。

台湾と秋田県とは、観光、経済、青少年な

ど幅広く交流を続けており、特に観光面では

チャーター便の運航で多くの方が秋田を訪れ

ています。

主な訪問先の１つである仙北市では、1987

年に田沢湖と高雄市の澄清湖とで姉妹湖の

協定を締結し、2017 年で 30 周年を迎えまし

た。

～秋田県と台湾との交流～

（秋田県国際課「平成 28 年度秋田県の国際化の現状」より）

出典︓⽇本政府観光局（JNTO)
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データ項目 数値 出典

人口 50,629,000 人 (2015) 国際通貨基金(IMF)

国民一人当たりのＧＤＰ 27,195 US$ (2015) 国際通貨基金(IMF)

訪日旅行者数 2,755,313 人(2014)、4,002,095 人(2015) 日本政府観光局(JNTO)

日本人訪問者数 2,280,434 人 (2014) 韓国観光公社(KTO)

分 野 ポ イ ン ト

気質や文化

・韓国では、儒教による敬老精神が身についており、目上の人や年長者を優

先するよう教育されています。家族や親族との関わりが強いことも儒教の

影響によるものです。

日本に対す

るイメージ

・一般的には治安が良く、清潔で、勤勉で時間を守るという印象を持ってい

ます。特に若年層では両国間の関係が悪化しても、それは政治レベルでの

話と考えるようになっています。

・また、日本の文化や流行に興味を持つことも多く、「韓流」に対して「日

流」と言う言葉が生まれたほど日本への関心が高まっています。

宿 泊

・安い宿泊施設を希望する傾向にありますが、施設の種類やサービス内容の

違いにより料金等の違いがあることを説明する必要があります。

・韓国では宿泊料金を部屋単位で支払うため、個人単位で支払うシステムに

説明が必要です。

・夫婦の場合、ツインよりダブルベッドの方が好まれます。

・パソコンを持ち歩く人も多く、インターネット接続サービスは必須です。

温泉・入浴

・リピーターも多くなり、大浴場や温泉の入り方も広く知られるようになり

ましたが、慣れていない旅行者のために、イラストのほか多言語表記での

案内が親切です。

・健康や美容に関心が高いので、温泉の効能なども伝えると喜ばれます。

©日本政府観光局(JNTO)
韓国

2017年、韓国の方で本県に

宿泊した人は8,190 人。

国籍(出身地)別では第２位です。
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食 事 ・

レストラン

・韓国人にとって「ごちそう」という概念の中には、「量の多さ」が含まれ

ます。

・宗教上の理由等で食材が限られるという人はほとんどいません。

・韓国では、キムチやナムル、味噌汁のお代わりは自由という習慣がありま

すので、別料金の場合は事前に説明が必要です。

・キムチやコチュジャン、赤味噌などを用意すると喜ばれます。

・食事と一緒にアルコールを飲む韓国人は多いです。

買物・お金 ・韓国では日本以上にクレジットカードの利用が普及しています。

その他

・クレームなどは、些細なことでも責任者の応対を要求される場合がありま

すが、言葉が理解できない場合でも誠意ある対応が必要です。「たらい回

し」を嫌います。

・喫煙者には、喫煙スペースを案内すると良いでしょう。

・「赤色」で書いた人の名前は「亡くなった人」を意味します。注意しまし

ょう。

秋田県にとって韓国は最も近い外国で、観

光や経済など様々な交流が行われています。

2010 年には、韓国の人気ドラマ「ＩＲＩＳ-

アイリス-」のロケ地となった田沢湖エリア

など県内へ韓国人ファンが押し寄せました。

定期便の運休中にも、チャーター便が運航

され、多くの観光客が秋田を訪れています。

～秋田県と韓国との交流～

経済面では秋田港と釜山港を結ぶコン

テナ航路が開設されているほか、県内企業

のビジネスチャンス創出に向け、韓国のバ

イヤーを招聘し、富裕層や若年層をターゲ

ットとした市場開拓に取り組んでいます。

その他、中高生及び教員の相互交流や夏

休み中の高校生の韓国派遣、冬季の高校生

受入など様々な青少年・文化交流も進めて

います。

（秋田県国際課「平成 28 年度秋田県の国際化の現状」より）

出典︓⽇本政府観光局（JNTO)
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データ項目 数値 出典

人口 1,374,620,000 人 (2015) 国際通貨基金(IMF)

国民一人当たりのＧＤＰ 7,990 US$ (2015) 国際通貨基金(IMF)

訪日旅行者数 2,409,158 人(2014)、4,993,689 人(2015) 日本政府観光局(JNTO)

日本人訪問者数 2,717,600 人 (2014) 中国国家旅遊局(CNTA)

分 野 ポ イ ン ト

気質や文化

・一般的におおらかで細かいことは気にしません。基本的には個人主義で規

制の多い団体行動はやや苦手な傾向にあります。

・家族、親族のつながりが強く、子供を大切にします。旧正月や国慶節（10

月 1 日）は長期の休暇があり、多くの人が海外旅行に出かけます。

日本に対す

るイメージ

・北京など北方には歴史問題に関心が高く、日の丸、神社等のイメージを嫌

う人もいますが、近年、日本旅行の人気が非常に高まっており、サービス

の質の高さ、マナーの良さ、清潔さに感心する人が増えています。

宿 泊

・畳敷きの和室に泊まってみたいという希望も多いですが、基本的なマナー

等を、イラストのほか簡体字を含む多言語表記で案内すると親切です。

・備品は持ち帰って良いものとそうでないものを区別し、説明が必要です。

・中国ではキャンセル料を取られないことが多いので、事前に説明が必要で

す。

・夕食後に遊びに行ける場所（コンビニ、居酒屋、ラーメン店等）の説明が

あると喜ばれます。

温泉・入浴

・温泉や景色の良い露天風呂は人気がありますが、中国では裸で他人と入浴

する習慣がありません。基本的なマナー等を、イラストのほか簡体字を含

む多言語併記で案内をすると喜ばれます。

食 事 ・

レストラン

・小出しにされる「懐石料理」より、沢山の料理が並ぶと喜ばれます。

・温かい料理を好み、温かいものが冷めているのを嫌います。

©日本政府観光局(JNTO)
中国

2017年、中国の方で本県に

宿泊した人は4,980 人。

国籍(出身地)別では第３位です。
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食 事 ・

レストラン

・冷たい「ざるそば」「ざるうどん」など好まれない場合は多いようです。

・ポン酢などの「酸っぱい料理」は比較的苦手です。

・食事の際にスープを飲む習慣があります。

・靴を脱ぐ習慣がなく正座にも慣れていないため、畳は少し苦手です。畳の

上の高座いすや掘りごたつ席などに案内すると喜ばれます。

・「ベジタリアン」や宗教上の理由で食せない食材や習慣を持っている人も

います。事前に確認することでトラブル防止になります。

・出身地により味の好みが違うので、調味料（醤油や七味唐辛子など）を用

意しておくとよいでしょう。

・食後に日本の果物を出すと喜ばれます。

買物・お金

・中国で自国の通貨の持ち出しに制限があるため、クレジットカードや中国

で普及している「銀聯カード」に対応していると喜ばれます。

・最近は少数ですが、列に並ぶのに慣れていない人がレジで順番を守らない

ようなこともあります。張り紙や声かけでルールを説明しましょう。

その他

・中国人は「熱烈歓迎」等、特別扱いをされることを喜びます。ちょっとし

たプレゼントも効果があります。

・歓迎の横断幕は「赤地に白字」で、「黒地に白字」は葬式のイメージです

ので好まれません。

県では1982年に甘粛省と友好提携を結

び、2017 年に 35 周年を迎えました。特に

文化交流事業として 2001 年度から 10 年

間、職員を相互派遣していました。

その他、天津市とも友好都市締結を目

指し交流を続けているほか、吉林省とも

経済交流を行っています。

～秋田県と中国との交流～

また、秋田市では甘粛省蘭州市と友好都市

提携を結び、経済、文化、スポーツ、青少年

交流等の事業を続けています。

鹿角市では古代遺跡を有する共通性を縁と

して、甘粛省武威市涼州区と 2000 年に友好都

市提携を締結、由利本荘市では農業青年訪中

団の訪問を契機に、2001 年江蘇省無錫市と友

好交流都市協定を締結しています。

（秋田県国際課「平成 28 年度秋田県の国際化の現状」より）

出典︓⽇本政府観光局（JNTO)
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データ項目 数値 出典

人口 321,601,000 人 (2015) 国際通貨基金(IMF)

国民一人当たりのＧＤＰ 55,805 US$ (2015) 国際通貨基金(IMF)

訪日旅行者数 891,668人(2014)、1,033,258人(2015) 日本政府観光局(JNTO)

日本人訪問者数 3,579,363 人 (2014) 米国商務省貿易管理局(USITA)

分 野 ポ イ ン ト

気質や文化

・子どもの頃からの教育の影響もあり、自分の意見を明確に持ち、堂々と述

べる国民性で、個人の意見を尊重します。

・自分たちより秀でているもの、自国よりも古い歴史を有するものなどにつ

いては、その良さや力を素直に認める寛大さがあるのも特徴です。

日本に対す

るイメージ

・安全かつ秩序正しい国で、日本人については、礼儀正しい、親切、勤勉、

教育レベルが高い等の印象を抱くようです。

・一方、物価が高い、遠い、言葉が通じにくい国で、欧米人に比較して何を

考えているか分からないというイメージもあるようです。

宿 泊

・日本旅館等の料金システム、風呂や食事をはじめとする部屋の使い方など

日本独特の事柄は事前の説明が必要です。イラストなどによるビジュアル

な説明があると喜ばれます。

・禁煙ルームを希望するが多いので、予約受付時に確認した方がよいでしょ

う。

温泉・入浴

・日本人よりも低い温度の湯を好みます。リューマチ、糖尿病等の持病を持

つ人もいるため、リスクや利用方法を説明した方がよいでしょう。

・ファッションとしてタトゥー（入れ墨）をしている人も多いので、大浴場

の利用制限や家族風呂の案内をするとよいでしょう。

©日本政府観光局(JNTO)
米国

2017年、米国の方で本県に

宿泊した人は3,710 人。

国籍(出身地)別では第４位です。
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食 事 ・

レストラン

・「ベジタリアン」や宗教上の理由で食せない食材や習慣を持っている人も

います。事前に確認することでトラブル防止になります。

・カロリーを気にする人もいるので、可能であればカロリー表示があるとよ

いでしょう。

・食事中にアルコールを飲む人が多く、日本酒を希望する人も増えています

ので、英語のメニューがあると喜ばれます。

買物・お金
・クレジットカードが普及しています。

・日本円を引き出せるＡＴＭの情報があると喜ばれます。

その他

・単に見学・鑑賞するだけでなく、自ら体験することに関心を示しますので、

伝統行事や工芸品づくりなど体験の機会を提供すると喜ばれます。

・アニメ等のサブカルチャーに魅力を感じる人々、再生された町家や繊細で

機能的なデザインの日本製品を「クール(かっこいい)」と受け止める人々

も多くいます。

秋田県と米国ミネソタ州は、1989 年に

友好交流団が訪問し、翌年ミネソタ州立

大学秋田校が開校したことを契機に交

流を始め、以降、産業・経済交流や青少

年交流等が行われてきました。

秋田大学や国際教養大学では、セント

クラウド州立大学との大学間協定によ

り、これまで多くの学生が留学していま

す。

～秋田県と米国との交流～

秋田市では、1993 年に旧雄和町が

ミネソタ州立大学秋田校の開学をき

っかけに同州セントクラウド市と姉

妹都市提携を締結したほか、1992 年

にアラスカ州キナイ半島郡と交流合

意都市提携を結び交流を進めていま

す。

にかほ市では、1990 年に旧仁賀保

町がオクラホマ州ショウニー市に、

ＴＤＫ(株)のフェライト工場があっ

たことが縁で姉妹都市提携を調印

し、1996 年には旧象潟町が、ワシン

トン州アナコーテス市と姉妹都市提

携を結ぶなど、現在まで中学生を中

心とした相互交流を行っています。

（秋田県国際課「平成 28 年度秋田県の国際化の現状」より）

出典︓⽇本政府観光局（JNTO)
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データ項目 数値 出典

人口 7,311,000 人 (2015) 国際通貨基金(IMF)

国民一人当たりのＧＤＰ 42,390 US$ (2015) 国際通貨基金(IMF)

訪日旅行者数 925,975人(2014)、1,524,292人(2015) 日本政府観光局(JNTO)

日本人訪問者数 1,078,766 人 (2014) 香港政府観光局（HKTB）

分 野 ポ イ ン ト

気質や文化

・株価や経済動向に関心が高く、経済観念が発達しています。

・ツアー料金やその内容（食事・観光地・宿泊）を細かく比較・検討してか

ら決定する傾向にあり、特に「食」への関心は高いものがあります。

日本に対す

るイメージ

・香港の人にとって、自然(温泉、雪、四季の植物)、食べ物（新鮮な海産物、

繊細な味の果物）、そして清潔さ安全性などが魅力となる憧れのデスティ

ネーションです。

・神社や仏閣等、古い物に対する興味があまり強くなく、新しい観光地、流

行の先端に興味を持ちます。

宿 泊

・リピーターも多く、日本旅館での過ごし方を熟知している人も多いですが、

不慣れな旅行者のために、イラストのほか繁体字を含む多言語表記での案

内が親切です。

・旅館でも「２名１室」が基本です。「４名１室」は好まれません。

温泉・入浴

・大浴場や温泉の入り方を知っている旅行者も増えていますが、不慣れな旅

行者のために、イラストのほか繁体字を含む多言語表記での案内が親切で

す。

食 事 ・

レストラン

・香港で日本人が経営する日本食レストラン等で食事をしていることもあ

り、本場で日本料理を食べたいという希望が強いです。

©日本政府観光局(JNTO)
香港

2017年、香港の方で本県に

宿泊した人は3,280 人。

国籍(出身地)別では第５位です。
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食 事 ・

レストラン

・回転寿司、本格的な居酒屋、鉄板焼き等はとても好まれます。

・夜遅くまで営業している居酒屋、ラーメン店などの情報提供も喜ばれます。

・麺類は、ラーメン、うどん、蕎麦の順に好まれます。

・肉料理よりは海鮮料理を好む傾向があります。

・正座や「あぐら」は苦手なため、畳の上での飲食は好みません。畳の上に

高座いすを用意したり、掘りごたつ席に案内したりするとよいでしょう。

・香港では分煙が徹底されており、食事中の喫煙を嫌います。

買物・お金

・クレジットカードが良く利用されます。また、日本円を引き出せるＡＴＭ

の案内を求められる声が多く聞かれます。

・日本の限定ブランドに興味があり、薬、カメラなどの日本限定のものや、

ファッションにも関心が高いです。

・炊飯器などの家電製品はあまり買いません。

その他

・個人旅行者が増えており、交通アクセス・宿泊などの案内情報や地図等を

求める声が多く、また、レンタカーの利用者も増えています。

・香港では携帯電話の利用頻度が高く、公共交通機関の車内でも携帯電話の

使用は可能です。日本では携帯電話を使用できない場所もあることをお知

らせしましょう。

秋田県では、香港への農産物輸出を促進

しており、ブランド化を進めている枝豆に

ついては輸出の拡大を目指し、スーパーで

の試食販売を行っています。

また、春節に合わせ、秋田オリジナルの

とても甘みの強いりんご「秋田紅あかり」

の販売も行っています。

日本三大美味鶏の一つとされる比内

地鶏を、香港で行われたアジア最大級

の食品見本市に出店し、塩焼きやきり

たんぽ鍋として試食ＰＲを行ったほ

か、香港のバイヤーを秋田へ招聘して、

比内地鶏をはじめとした農産物の産地

視察や商談を実施しています。

～秋田県と香港との交流～

日本三大美味鶏の一つとされる比内地鶏に

ついても、香港で行われたアジア最大級の食

品見本市に出店し、塩焼きやきりたんぽ鍋の

試食ＰＲを行ったほか、香港のバイヤーを秋田

へ招聘して、比内地鶏をはじめとした農産物

の産地視察や商談を実施しています。

秋田県では、香港への農産物の輸出促進

に向けた取組を行っています。

中でも、ブランド化を進めている枝豆につ

いては輸出の拡大を目指し、スーパーでの試

食販売を行っています。

また、春節に合わせ、秋田オリジナルのと

ても甘みの強いりんご「秋田紅あかり」の販

売も行っています。

（秋田県農業経済課販売戦略室より）

出典︓⽇本政府観光局（JNTO)
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分 野 ポ イ ン ト

ASEAN6 ｶ国

・ASEAN「東南アジア諸国連合」には１０カ国が加盟していますが、その中

で特に訪日客数が伸びているのは、タイ、シンガポール、マレーシア、イ

ンドネシア、フィリピン、ベトナムの６カ国です。

日本に対す

るイメージ

・ASEAN の国々は総じて親日的で、日本の自然や文化、食や製品など幅広い

分野に強い興味を持っています。

各国の特徴

・花が好き…タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム

・雪や冬に対する憧れ…６カ国共通

・日本のくだものが好き…６カ国共通。特に「タイ」はイチゴが人気。

・日本のアニメやテーマパークも人気です。

温泉・入浴

・各国とも、温泉に対して憧れはありますが、他人の前で裸になることに抵

抗のある人が多いです。

・必要に応じて、入浴方法やマナーを教えてあげるか、個室風呂や貸切風呂

に案内することも一つの方法です。

食 事 ・

レストラン

・懐石などの本格的な和食よりも、庶民的な日本食を好み、親子丼、牛丼、

たこ焼き、焼きそば、ラーメンなど味の濃い食べ物が人気です。

・各国とも屋台文化が発達し、お弁当やざるそば等の冷たい料理より、温か

い料理を好みます。また「パン」より「ご飯」を好む傾向にあります。

・各国とも寿司は人気があり、ワサビをたくさん使う人が多いようです。

買物・お金

・どの国の旅行者も、親戚や近所へのお土産を多く買う傾向にあり、安くて

配れる物を買える 100 円ショップやドラッグストアの人気があります。

・化粧品やお菓子のほか、粉ミルクや離乳食なども好まれ、抹茶味やわさび

味のお菓子は総じて人気があります。

・タイでは曜日の色が決まっており、誕生日の曜日の色をラッキーカラーと

して好みます。

（月曜：黄 火曜：ピンク 水曜：緑 木曜：オレンジ 金曜：青

土曜：紫 日曜：赤）

その他

・どの国の旅行者も写真好きで、特に自分を入れて風景を撮る「自撮り棒」

は人気があります。

・シンガポール、インドネシアなど日本より厳しく分煙を行っている国が多

く、タイも全てのホテル、飲食店が全面禁煙となっています。

・タイの敬虔な仏教徒には牛肉を食べない人がいるほか、マレーシア、イン

ドネシアはムスリムが多いため、宗教上タブーとされている行為や飲食に

ついて、その都度、確認をすることが望ましいでしょう
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項 目

気質や文化

・イギリス人は保守的で遠慮がちで、フランス人は自分の意見を堂々と述べ

個人行動を好み、ドイツ人はまじめで謹厳実直と言われるなど、国によっ

て、国民性に違いがあります。

・各国とも夏季に長い休暇を取り、旅行に出かける人が多く、アジア的なエ

キゾティズムに惹かれる傾向にあります。

日本に対す

るイメージ

・欧州の人々にとって日本の伝統文化はとても興味深いもので、寺社・仏閣

等の歴史的建造物や日本庭園、相撲や歌舞伎など日本独自の文化に人気が

あります。

・最近はアニメやゲーム等のサブカルチャーに注目する人も増え、イギリス

では現代アートや建築に惹かれる層も出現しています。

宿 泊

・畳の部屋に泊まりたいという希望は多いですが、基本的なルールやマナー

についての案内が必要です。

・カップルの場合、ツインベッドよりもダブルベッドが好まれます。

温泉・入浴

・温泉のある国(イタリア、ドイツ等)では、他人との入浴にあまり抵抗はあ

りませんが、水着着用が原則ですので、入浴方法の説明が必要です。

・イギリスでは、他人と一緒に入る習慣がありませんので、貸切風呂や家族

風呂を利用できれば喜ばれます。

食 事 ・

レストラン

・フランス、スペイン、イタリアなどでは、20 時以降にゆっくり食事を楽

しむ習慣がありますので、閉店時間等を事前に案内してください。

・欧州では「ベジタリアン」が数多くいます。事前に確認してください。

買物・お金

・クレジットカードが頻用されます。日本円を引き出せる ATM の案内も必要

です。

・知人や親族にお土産を購入する習慣はありません。自分自身の記念になる

物として、陶磁器・織物・和紙・浴衣などを購入する傾向にあります。

その他

・日本ならではの伝統文化の体験に興味があり、茶道、着物の着付け、日本

食の料理教室等が人気です。

・個人旅行志向にあり、地図を片手に自由に散策することが好きです。

・米国やオーストラリアと比較して喫煙率は高いです。公的な場所での禁煙

は浸透しており、喫煙の有無の確認や禁煙等の案内が必要です。
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Ⅴ．外国語への対応

１．指差し会話シート

本マニュアル等の作成に当たって、外国人旅行者への対応状況を調査しましたが、

その状況は既に外国語で応対できる職員を配置しているところから、今後対応を検

討する予定というところまで様々でした。

このたびは、取組状況が様々な中にあって、底上げを図ることを目的に、容易に

導入可能なツールとして、次のような指差し会話シートを作成しました。

数に限りはありますが、お手元に配付済みの指差し会話シート以外で、お使いに

なりたいシートがございましたら、(一社)秋田県観光連盟(TEL.018-860-2267)までお

問い合わせくださるようお願いします。

●案内所編（ファーストコンタクト）

・案内所編（ファーストコンタクト、一般、バスの乗車案内）

・ホテル編 ・旅館編 ・レストラン編

・買い物編 ・タクシー編 ・単語編
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●案内所編（一般）
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●案内所編（バスの乗車案内）
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●ホテル編
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●旅館編
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●レストラン編
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●買い物編
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●タクシー編
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●単語編
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２．単語集

宿泊施設でよく使用する用語（その１）

用語 英語 韓国語 繁体字 簡体字

フロント Front desk
프런트

前台/接待處 服务台

予約確認書 Confirmation slip
예약 확인서

預約確認証 预约确认书

宿泊申込書 Registration form
숙박 신청서

住宿申請表 入住申请表

パスポート Passport
여권

護照 护照

洋室 Western-style room
서양식 방

西洋式房間 西洋式房间

シングル Single
싱글 룸

單人房 单人房

ツイン Twin
트윈 룸

雙人房（兩張床） 双人两床房

ダブル Double
더블 베드룸

雙人房（一張床） 双人单床房

和室 Japanese-style room
일본식 방

日式房間 日式房间

１名利用 Single use
1인 이용

1位入住 1人用

相部屋利用 Share a room
같은 방 이용

合住一房 共用一房

バス・トイレ付き with bath and toilet
욕실・화장실 겸비

有廁所浴室 房间备有卫浴设备

バス・トイレなし without bath and toilet
욕실・화장실 없음

沒有廁所浴室 房间无卫浴设备

空室 Vacancy
공실

空房 空房

満室 No vacancy
만실

沒有空房 没有空房

前金 Deposit
선금

預付款 押金

現金精算 Pay in cash
현금 정산

付現 现金结算
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クレジットカード Credit card
신용 카드

信用卡 信用卡

宿泊（素泊まり） Bed without meals
숙박 (잠만 잠)

純住宿（不包餐） 不包餐

朝食付き Breakfast included
아침 식사 첨부

包早餐 包早餐

夕食付き Dinner included
저녁 식사 포함

包晚餐 包晚餐

２食付き

（夕食・朝食）

with two meals
(dinner and breakfast included)

2식 포함

(저녁・아침)

包早晚餐 包餐

（早餐和晚餐）

サービス料 Service charge
서비스료

服務費 服务费

税込・サービス料別 Tax included but service

charges excluded
소비세 포함 ・

서비스료 별도

含稅・不包括服

務費

含税・服务费另外结

算

税金・サービス料込 Tax and service charge

included
세금 포함 ・

서비스료 포함

包括稅金及服務

費

包括消费税和服务

费

入湯税 Bathing tax
입욕세

溫泉使用費 温泉使用费

キャンセル料 Cancellation fee
캔슬료

取消費 取消费

追加料金 Additional fee/Extra charge
추가요금

額外費用 追加费用

個人的会計（自費） Private expense
개별정산

個別付款 个人结算

宿泊施設でよく使用する用語（その２）

用語 英語 韓国語 繁体字 簡体字

客室利用料金 Accommodation charge
객실 이용 요금

客房使用費用 客房使用费
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請求明細書 Billing statement
청구 명세서

賬單 账单明细表

チェックイン

○○時（午後）

Check in ○○pm
체크인○○시 (오후)

○點登記住房 ○时开始登记住房

チェックアウト

○○時（午前）

Check out ○○am
체크아웃○○시

(오전)

○點退房 退房时间：○时

貴重品保管金庫 Safety box
귀중품 보관금고

貴重物品保險箱 贵重物品保管金柜

モーニングコール Wake-up call
모닝콜

喚醒服務 叫醒服务

国際電話 International call
국제 전화

長途電話 长途电话

駐車料金 Parking fee
주차요금

停車費 停车费用

タクシー乗り場 Taxi stand
택시 승차장

計程車（的士）乘

車處

计程车/的士站

リムジンバス Limousine
리무진 버스

客運巴士 机场巴士

バス乗り場 Bus stop
버스 승차장

公車站 巴士站

禁煙エリア Non-smoking area
금연구역

禁煙區 禁烟区域

喫煙エリア Smoking area
흡연 구역

吸烟處 吸烟区

ラウンジ Lounge
라운지

大廳 大堂

温泉 Hot spring
온천

溫泉 温泉

大浴場 Large public bath
대욕탕

大浴場 大浴场

露天風呂 Open-air bath
노천 온천

露天浴池 露天浴池

混浴 Mixed bathing
혼욕

男女混浴 混浴

サウナ Sauna
사우나

三溫暖（蒸氣浴） 桑拿浴
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３．多言語音声翻訳アプリ （ ）

「ＶｏｉｃｅＴｒａ」とは・・・

話しかけると外国語に翻訳してくれる音声翻訳アプリです。

◇対応言語：英語、韓国語、中国語、タイ語など世界３１言語に対応

◇特徴：〈１〉使い方がわかりやすい

シンプルな画面なので操作も簡単です。ガイドも表示されていて、すぐに使い

方がわかります。

〈２〉翻訳結果が正しいかがわかる

「翻訳結果」を、もう一度自分の言語に翻訳しなおした「逆翻訳結果」が表示

されます。「入力した文」と見比べると、意図が正しく伝わっているか確認でき

て安心です。

◇アプリの入手方法：AppStore もしくは Googleplay で「Voice Tra」または「ボイ

ストラ」と検索してください。なお、ダウンロード及びインストールには、App Store

では AppleID が、Google Play では Google アカウントがそれぞれ必要です。

◇使用料：個人利用は無料（組織でのご利用は、一定の条件下で可能です。詳しくはサ

ポートページの「ご利用にあたって」をご参照ください。

http://voicetra.nict.go.jp/commercial.html

◇VoiceTra は、音声翻訳技術の性能評価の実証実験のために国立研究開発法人情報通

信研究機構（NICT）が公開しています。そのため、VoiceTra の提供期間は保証さ

れず、予告なく提供が終了する場合があります。

（※平成３０年度も継続してサービス提供予定ですが、詳しくはサポートページにてご

確認ください）【平成２９年８月現在】

※詳しくは VoiceTra サポートページをご確認ください。

http://voicetra.nict.go.jp/ （国立研究開発法人情報通信研究機構）
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５．多言語翻訳サービス

（一社）秋田県観光連盟の会員は、連盟が翻訳事業者に委託して提供している次の多言語

翻訳サービスを利用できます。

所定の依頼書（秋田県観光連盟 会員専用ページに掲載）にて翻訳事業者にメールで依頼

し、翻訳完了後メールで返信されます。

～ご利用手順～

〈１〉翻訳依頼書に必要事項を記入

◇依頼日（メールの送信日）

◇団体名（施設名）・担当者名

◇翻訳言語（対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語）

◇返信先メールアドレス

◇翻訳区分（「お客様からの問合せ」「その他案内表示等」）

◇翻訳依頼内容

〈２〉翻訳依頼書をメールに添付して送信

◇メール件名：秋田県翻訳依頼（○○語→△△語）

◇メール本文：以下①～⑤の内容を記載

①秋田県、②団体名（施設名）、③担当者名、④言語：○○語→△△語

◇依頼先アドレス

honyaku.akita@telecomedia.co.jp ※受託業者：テレコメディア

〈３〉翻訳業者から指定のアドレスに翻訳した文書をメールにて送信

～ご案内～

◇文字数

翻訳依頼書１件あたり１言語とし、英語は１００ワード、日本語・中国語・韓国語は

２００文字以内となります。

◇受付件数

１ヶ月あたりの同一事業者からの依頼件数については、「その他案内表示等」は月４件

までとし、「お客様からの問合せ」は無制限とします。

◇納期

「お客様からの問合せ」についてはメール受領後４８時間以内とし、「その他案内表示

等」は５日以内の納品となります。

◇その他

専門知識を要する内容についてはご相談ください。内容によっては翻訳をお断りする

場合がございます。
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秋田県多言語コールセンター翻訳依頼書

依頼日 年 月 日 翻訳言語

(日本語から外国語

へ翻訳の場合のみ

希望言語を選択)

□英語 □簡体字

□繁体字 □韓国語

※複数の言語に翻訳を依頼する場

合は、それぞれ依頼書を作成し

てください。

団体名

施設名

ご担当者

返信先

（メールアドレス）

翻訳区分 □お客様からの問合せ □その他(案内表示等)

（翻訳依頼内容）※翻訳を依頼する文章のみ記入ください。記載の言語が外国語の場合は、全て日本語へ翻訳します。

（翻訳内容）※ここには何も記入しないでください。

※納期については、翻訳区分が「お客様からの問合せ」は、英語 100 単語以内又は日本語・中国語・韓国語

200 文字以内の場合、メール受領後原則 48 時間以内といたします。また、「その他（案内表示等）」につい

ては、原則 5 日以内での納品とさせて頂きます。

※上記納期を上回る日数を必要とする翻訳内容の場合は、メール受領後、改めて納期のご連絡をいたします。

※一度に複数の依頼を頂戴した場合、納期にお時間を頂く場合がございます。

※本依頼書に 200 文字(100 ワード/英語)を超過する場合、再度依頼書を送付して頂きます。

※専門知識を要する内容につきましては、ご相談の上、お断りさせて頂く場合がございます。

※原則翻訳一件に対し、翻訳依頼書一枚となります。

※その他案内表示等の翻訳については 4 件/月・一事業者となり、超過する場合は翌月以降再度送付して頂き

ます。
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Ⅵ．問合せ窓口

１．県内観光案内所一覧

名称 電話番号 住所
対応
言語

県

北

十和田八幡平観光物産協会 0186-23-2019 鹿角市花輪字新田町11-4

（鹿角観光ふるさと館あんとらあ内）
英

大湯温泉観光協会 0186-37-2960 鹿角市十和田大湯字中田23-3

（一社）大館市観光協会 0186-42-4360 大館市御成町１丁目3-1

大館市観光案内所 0186-57-8120 大館市御成町1丁目1-1
（大館駅待合内）

北秋田市観光物産協会 0186-62-1851 北秋田市松葉町3-1

NＰO法人能代観光協会 0185-88-8802 能代市元町13-14

NＰO法人二ツ井町観光協会 0185-73-5075 能代市二ツ井町小繁字中島110-5

NＰO法人八峰町観光協会 0185-76-4100 八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地57-2

藤里町商工観光課 0185-79-2115 藤里町藤琴字藤琴８番地 英

県

央

（公財）秋田観光コンベンション協会 018-824-1211
秋田市大町２丁目２-12

イーホテル秋田1階

秋田市観光案内所 018-832-7941 秋田市中通７丁目1-2（秋田駅構内） 英

男鹿駅前観光案内所 0185-24-2100 男鹿市船川港船川字新浜町1-1

男鹿総合観光案内所「なまはげ案内所」 0185-35-5300 男鹿市船越字一向207-219

男鹿ふっと観光案内所 0185-46-3012 男鹿市仏戸字大堤127

五城目朝市ふれあい館 018-852-5110 五城目町字下夕町182

大潟村千拓博物館 0185-22-4113 大潟村西5-2

由利本荘市観光情報案内コーナー 0184-22-2660 由利本荘市東町15 カダーレ１階 英

（一社）にかほ市観光協会「にかほっと」 0184-43-6608 にかほ市象潟町字大塩越36-1 英

県

南

大仙市観光情報センター「グランポール」 0187-86-0888 大仙市大曲通町6-5 大曲駅２階

仙北市観光情報センター「角館駅前蔵」 0187-54-2700 仙北市角館町上菅沢394-2 英

仙北市田沢湖観光情報センター「フォレイク」 0187-43-2111 仙北市田沢湖生保内字男坂68
（田沢湖駅構内）

英・韓

美郷町観光情報センター 0187-84-0110 美郷町六郷字馬町83

（一社）横手市観光協会 0182-33-7111 横手市中央町8-12

秋田ふるさと村インフォメーションセンター 0182-33-8800 横手市赤坂字富ヶ沢62-46

増田の町並み案内所「ほたる」 0182-23-6331 横手市増田町増田字上町53番地

（一社）湯沢市観光物産協会 0183-73-0415 湯沢市表町2-1-15
T-square235 201

（一社）湯沢市観光物産協会 皆瀬事務所 0183-47-5080 湯沢市皆瀬字湯元5-1
（小安峡総合拠点案内所）

湯沢駅観光案内所 0183-56-6226 湯沢市表町2-2-10（湯沢駅構内）

羽後町観光物産協会 0183-56-6128 羽後町西馬音内字中野200
（道の駅うご端縫いの郷内）
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２．秋田県関係の観光窓口

名称 電話番号 住所

秋田県観光振興課 018-860-2261 秋田市山王3丁目1-1

秋田県東京事務所 03-5212-9115 東京都千代田区平河町2丁目6-3 都道府県会館７階

秋田県大阪事務所 06-6341-7897 大阪市北区梅田１丁目3-1-900 大阪駅前第一ビル９階

秋田県名古屋事務所 052-252-2412 名古屋市中区栄４丁目1-１ 中日ビル４階

秋田県福岡事務所 092-736-1129 福岡市中央区天神２丁目8-34 住友生命福岡ビル１階

あきた情報プラザ 011-211-4431 札幌市中央区大通西１丁目14-2 桂和大通ビル50地下１階

（一社）秋田県観光連盟 018-860-2267 秋田市山王3丁目1-1

３．隣県の観光問合せ窓口

名称 電話番号 名称 電話番号

公益社団法人青森県観光連盟 017-722-5080 公益財団法人岩手県観光協会 019-651-0626

公益社団法人山形県観光物産協会 023-647-2333 公益社団法人宮城県観光連盟 022-221-1864

４．道路交通情報
名称 電話番号 備考

（財）日本道路情報センター 050-3369-6666 【ＨＰ】http://www.jartic.or.jp/

※携帯短縮ダイヤル ＃８０１１

全国高速ダイヤル（自動応答）

050-3369-6700

東北地方高速情報 050-3369-6761

東北地方・宮城情報 050-3369-6604

青森情報 050-3369-6602

岩手情報 050-3369-6603

秋田情報 050-3369-6605

山形情報 050-3369-6606

福島情報 050-3369-6607

NEXCO東日本お客様情報センター

（高速道路）
0570-024-024 【ドラぷら】

https://www.driveplaza.com/

秋田河川国道事務所

（国道７・１３・４６号）

018-864-2291
（道路管理第一課）

【あきた道・川情報Station】
http://www.thr.mlit.go.jp/akita/

秋田県道路情報

（３桁国道、県道）

018-860-2483
（道路課）

【あきたのみち情報】

http://road.pref.akita.lg.jp/modules/tinyd0/

４．その他問合せ先
名称 電話番号

ＪＲ東日本問合せセンター
《時刻、運賃等や空席情報》 《忘れ物》

050-2016-1600 050-2016-1601
全日本空輸株式会社（ＡＮＡ） 0570-029-075（音声自動応答システムフライトガイド：当日の発着案内）

日本航空株式会社（ＪＡＬ） 03-5796-9345 ＳＫＹナビ（発着案内の自動音声応答 年中無休）

秋田空港ターミナルビル 018-886-3366（音声ガイダンスあり）

大館能代空港ターミナルビル 0186-62-5330
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５．専門機関・主要国大使館・領事館

名称 住所 連絡先

独立行政法人 国際観光振興機構
「通称」：日本政府観光局
「英語略」：「JNTO」

〒160-0004
東京都新宿区四谷４-４-１

電話：03-6691-4850
FAX：03-6691-8787

名称 住所 電話番号

台北駐日経済文化代表処

（北海道・東日本地区管轄）

〒108-0071
東京都港区白金台5-20-2 03-3280-7800

駐仙台大韓民国総領事館

（東北六県管轄）

〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉1-4-3 022-221-2751

駐札幌中華人民共和国総領事館

（北海道・北東北管轄）

〒064-0913
北海道札幌市中央区南十三条西23-5-1 011-563-5563

在札幌アメリカ合衆国総領事館

（北海道・青森・秋田・岩手・宮城）

〒064-0821
北海道札幌市中央区北一条西28 丁目

011-64１-1115

フィリピン共和国大使館 〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5 03-5562-1600

ドイツ連邦共和国大使館 〒106-0047
東京都港区南麻布4-5-10 03-5791-7700

タイ王国大使館 〒141-0021
東京都品川区上大崎3-14-6 03-5789-2433

オーストラリア大使館 〒108-8361
東京都港区三田2-1-14 03-5232-4111

シンガポール共和国大使館 〒106-0032
東京都港区六本木5-12-3 03-3586-9111

スペイン王国大使館 〒106-0032
東京都港区六本木1 丁目3-29 03-3583-8531

英国大使館 〒102-8381
東京都千代田区一番町1 03-5211-1100

カナダ大使館 〒107-8503
東京都港区赤坂7-3-38 03-5412-6200

フランス大使館 〒106-8514
東京都港区西麻布4-11-44 03-5798-6000

インドネシア共和国大使館 〒141-0022
東京都品川区東五反田5-2-9 03-344１-4201

マレーシア大使館 〒150-0036
東京都渋谷区南平台町20-16 03-3476-3840

在新潟ロシア連邦総領事館

（秋田・山形・中部地方４県）

〒950-0078
新潟県新潟市万代島5-1 万代島ビル12F 025-244-6015

在日イタリア大使館 〒108-8302
東京都港区三田2-5-4 03-3453-5291

インド大使館 〒102-0074
東京都千代田区九段南2-2-11 03-3262-2391

ベトナム社会主義共和国大使館 〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町50-11 03-3466-3311
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６．秋田県の道の駅一覧

路線名 市町村 道の駅名 電話番号 施設情報 ・ その他 入浴

県道2号 小坂町 こさか七滝 0186-29-3777 康楽館・鉱山事務所まで車で１０分 ×

国道282号 鹿角市 かづの 0186-22-0555 「花輪ばやし」祭り展示館・手作り体験館 が隣接 ×

国道７号 大館市 やたて峠 0186-51-2311 宿泊施設 「大館矢立ハイツ」隣接 ○

国道285号 大館市 ひない 0186-55-1000 本場「比内地鶏」を堪能できるレストラン ×

県道325号 北秋田市 大館能代空港 0186-62-5330 空港が「道の駅」となっている ×

国道７号 北秋田市 たかのす 0186-63-2233 「太鼓の館」隣接・「ドリームワールド」（公園）有り ×

国道７号 能代市 ふたつい 0185-73-5075 県立自然公園「きみまち阪」 徒歩５分 ×

国道101号 八峰町 はちもり 0185-78-2300 お殿水「白神山地の湧水」・展望台 ×

国道101号 八峰町 みねはま 0185-76-4649 「ポンポコ山公園」（家族向け） 隣接 ×

国道285号 上小阿仁村 かみこあに 0186-77-3238 地元の特産品を扱う「物産センター」 ×

国道105号 北秋田市 あに 0186-69-2575 物産販売施設有り・「マタギの湯」まで車で10分 ×

国道７号 三種町 ことおか 0185-87-4311 「体験学習物産館」・ ジュンサイで有名な町 ×

県道42号 大潟村 おおがた 0185-22-4141 「菜の花ロード」は４月下旬から約１ヶ月間 ×

国道285号 五城目町 五城目 018-879-8411 「農林水産販売所」・「日本国花苑」は車で15分 ×

国道７号 潟上市 しょうわ 018-855-5041 特産品販売施設や「観賞温室」 ×

県道56号 潟上市 てんのう 018-878-6588 天王スカイタワー ・出戸浜海水浴場まで車で５分 ○

国道７号 秋田市 あきた港 018-857-3381 地上100ｍポートタワーセリオン、入場無料 ×

国道７号 由利本荘市 岩城 0184-73-3789 キャンプ用バンガロー・夕陽の見える温泉 ○

国道105号 由利本荘市 おおうち 0184-62-1126 温泉保養施設「ぽぽろっこ」・グランドゴルフ場 ○

国道７号 由利本荘市 にしめ 0184-33-4260 「ハーブワールドAKITA」までは車で1分 ×

国道107号 由利本荘市 東由利 0184-69-2611 黄桜温泉「湯楽里」・八塩山は車で15分 ○

国道108号 由利本荘市 清水の里・鳥海郷 0184-59-2022 「法体の滝」までは車で20分・鳥海山登山の入口 ×

国道7号 にかほ市 象潟 0184-32-5588 夕陽の見える温泉保養施設・鳥海山観光の拠点 ○

国道46号 大仙市 協和 018-881-6646 四季の森・自然体験公園 ×

国道13号 大仙市 かみおか 0187-72-4004 物産館 ×

国道105号 大仙市 なかせん 0187-56-4515 ドンパン節の里・「こめこめプラザ」 ×

国道107号 横手市 さんない 0182-56-1600 ウッデイプラザ「木の香り」 ×

国道13号 横手市 十文字 0182-23-9320 農産物販売所・コンビニエンスストア ×

国道13号 美郷町 雁の里せんなん 0182-37-3000 物産館・高速バス乗り場（JRバス：仙台発着） ×

国道398号 羽後町 うご 0183-56-6128 「西馬音内盆踊り会館」は車で4分・コインシャワー ×

国道13号 湯沢市 おがち 0183-52-5500 コインシャワー ・ 24時間休憩所 ×
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出典：公益社団法人日本観光振興協会「訪日外国人おもてなしガイドブック第２章、

第４章」

公益社団法人日本観光振興協会「訪日外国人おもてなしガイドブック虎の巻

ＰＡＲＴ３」

一般社団法人 秋田県観光連盟
〒010－8572 秋田市山王三丁目１-１ TEL：018-860-2267

本マニュアルは、秋田県から委託を受けて（一社）秋田県観光連盟が発行しました。

平成２９年１２月発行






