
港区には、
〝OMOTENASHI〟の

プロがいる
日本有数の国際都市港区には、外国人をもてなすプロフェッショナルが数多くいます。

彼らのスピリットから、おもてなしの極意を探りましょう。

日本の心を伝えたいという想いや、
相手の立場に立った細やかな気遣い。

この精神こそが、
日本の”OMOTENASHI”を

支えています。
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「和のこころで世界をもてなす」
賓客に愛される日本を代表するホテル

「共感」がおもてなしの本質
　「モノやサービスを提供し、最大の満足を与える。ホテルオークラ東京の考えるおも
てなしは、それだけではありません。おもてなしの本質とは、お客様の共感を得ることで
はないかと思っています」。総支配人である西村晃さんが、お客様をもてなす際のキー
ワードとして挙げたのは、お互いの心がつながることの大切さです。おいしい料理、快
適な部屋を提供することで、お客様は満足するかもしれない。しかし「あなたのために」
という心が伝われば、より大きな喜びや感動がある。気持ちを通い合わせることがおも
てなしには欠かせないと、西村さんは考えています。
　ホテルの根幹を支えるのは、開業時から受け継がれてきた「親切と和」の哲学。
「和」は日本らしさであり、調和という意味も持っています。ホテル内には洗練された和
の意匠があふれ、落ち着いた居心地のいい空間が広がります。「心地良い空間や空
気は、ホテルにとって非常に重要です。美しくて豪華でも居心地の悪い場所もあるで
しょう。スタッフが声を掛けることが、場合によっては居心地を悪くするかもしれない。お
客様にとっての心地良さを保つことも、一つのおもてなしといえるかもしれません」。
　外国からのお客様が日本への理解を深め、より多くの感動を味わい、世界中で日本
の魅力を発信してもらえたら―。そう西村さんは願っています。「そのためには、日本人
が自分たちの言葉や文化の奥深さを学ぶ努力も欠かせません。こちら側がもっと分か
りやすく伝えることができれば、日本のファンになってくださる方も一層増えるのではな
いでしょうか」。

ホテルオークラ東京
常務取締役 総支配人
西村晃さん

1962（昭和37）年に開業し、数多くの賓
客を迎えてきたホテルの一つ。現在建替工
事中の新本館は、2019年に開業予定。

Access：東京都港区虎ノ門2-10-4　
Tel：03-3582-0111

「日本人が自然と身に付
けている、人を敬い配慮
するという美学は、おも
てなしの大切な要素だ
と思います」

ホテルオークラ東京

コンシェルジュ

レストラン

　相手の立場を一番に考えることが、おもてなしの重
要な要素だと考えています。お客様のニーズを短い会
話で的確に捉え、アクションを起こすことが、私のおも
てなし。応えるのが難しいリクエストには、必ず代案を用
意します。ニーズを深く把握して考えた代案は、最初の
リクエストを上回る満足につながることもあります。
　外国からのお客様には、「異文化の国でおもしろい
ことができた」と得した気分になってほしいと思っていま
す。例えば、外国人にとって居酒屋やガード下はとても
おもしろい場所。大衆的な雰囲気を楽しめる方だと感
じたら、居酒屋での食事をお薦めすることもあります。
私に聞いてくださったからこそできる経験をしてもらえる
よう、心掛けています。

　外国人のお客様の特徴として、宗教やライフスタイルな
どの理由によるリクエストの幅が広いことが挙げられます。
食物アレルギーも年々細分化されており、安心して口にし
てもらうためには細心の注意が必要です。また、メニューか
ら読み取れる情報が日本人のお客様より少ないかもしれ
ないと考え、注文を聞く際には、素材、ボリューム感、味な
どについての情報を一言添えるようにしています。
　和食レストランでは、箸の持ち方、椀のふたの開け方、
食べる順番など、和食のテーブルマナーを英語で紹介
するプランを設けています。ただ食べるだけでは分からな
い、日本の食文化の奥深さを知っていただくことが、私た
ちができるおもてなしではないかと考えています。

総支配人室　支配人

行
なめかた
方明美さん

料飲部　料飲サービス課長
中野公士朗さん

日々外国人のお客様と接し、あらゆる要望に対応するホテルスタッフ。
おもてなしに込める思いや心掛けている点について教えていただきました。

「ノー」と言わない一流のコンシェルジュ、行方さん。
20年以上の経験が、どんな望みにも応える「引き出し」を作り上げています。

ホテル内の5つのレストランと2つのバーは自社で運営しており、
「オークラの精神」が生きた細やかな配慮が行き届いています。

短い会話でニーズや興味をキャッチ。
おもしろい経験をしていただき、得した気分を味わってほしいですね。

どんなリクエストにも応えられることが誇り。
食を文化として体験してもらうことで、奥深さを伝えたいです。

map P84.A-3

人人人
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慮慮慮慮
もももも
だだだだ

開業以来、日本ならではのおもてなしにこだわり続けるホテルオークラ東京。
世界中のお客様を満足させてきた、日本を代表するホテルに息づく「おもてなしの精神」をうかがいました。

  ホ
テルオ

ークラ東京の取り組み
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1億7000万人以上が訪れた
日本のシンボル

笑顔と触れ合いが魅力を伝える
　「目を配る」「目を見る」「笑顔」。東京タワーの案内役・アテンダントが、お客様を迎
えるときに心掛けているのは、意外なほどシンプルなことです。
　都心を一望する大展望台。アテンダントは、すれ違う大勢の外国人旅行者と目を合
わせ、「ハロー」と声を掛けながら周囲に気を配ります。景色を背景にカメラやスマート
フォンを構えている人がいれば、シャッターを押す仕草で「撮りましょうか？」と伝えます。
掛け声は「はい、チーズ」の代わりに「ワン、ツー、スリー」。使う英語は、決して難しいも
のではありません。「言葉だけでは不十分でも、ジェスチャーを使えば分かっていただけ
ます」と木村真緒さん。アイコンタクトと笑顔で、観光客の表情を明るくしていきます。
　チーフアテンダントの宮坂朱里さんは、東京タワーならではのおもてなしを「『いらっ
しゃいませ』から『ありがとうございました』まで、私たちスタッフの声でお伝えすること」
と言います。録音のアナウンスや最新設備に頼らず、相手の目を見て、笑顔で直に話
す。そのこだわりを支えているのは、「人と人が触れ合ってこそ、その場所の魅力が伝
わる」という、東京タワーで受け継がれてきた思いです。
　品川駅や東京駅、羽田空港に近い東京タワーは、外国人旅行者が東京で最初
に、または最後に訪れることが多い場所。そこでの印象は、東京全体の印象を左右し
かねません。「東京が素敵な思い出になるように、私たちがよい接客をしなければなら
ないと思っています」と宮坂さん。街のイメージを担う誇りと、温かい触れ合いを大切に
しながら、世界中の人を迎えています。

半世紀以上にわたって東京を象徴する観光地であり続ける東京タワー。
長年外国からの旅行者を迎える中で培われてきた、おもてなしについてうかがいました。

東京タワー アテンダント
宮坂朱里さん（左）
木村真緒さん（右）

1958年（昭和33）の開業からの来塔者
が1億7000万人を超える、日本有数の
観光名所。最近は夜のライトアップが外
国人に人気。高さ250mの特別展望台は
2017年夏頃リニューアルオープン予定。

Access：東京都港区芝公園4-2-8
Tel：03-3433-5111

チーフの宮坂さんの姿を
見て日々成長中の木村
さん。「東京五輪に向け
て語学力や応対をもっ
と磨いていきたいです」

東京タワー

指さしマップ
　英語でのコミュニケーションが難しい中国人旅行者向けに、用件や質問を指でさし
て伝えてもらうための「指さしマップ」を用意しています。落とし物をした場合なら、なくし
た場所、何を落としたのか、色などの選択肢が中国語で表記されたボードを相手に見
せ、指でさし示してもらうだけでスタッフが情報を得られる仕組みです。日々の接客で多
い質問や困りごとをスタッフが持ち寄って、手作りしたオリジナルツールです。

東京タワーでは、現場での気付きを取り入れながら、
日ごろから様々な準備を積み重ねています。

map P84.B-4

　道案内するときなどは、言葉の
説明だけより、大きく手を差しのべ
て方向を示すと伝わりやすいです。　

大きめのジェスチャー
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心づかい 外国人旅行者には対日本人とは違った視点での配慮が必要です。
どのような点に気を配ればよいのでしょうか。

　こちらがかしこまっていると、相手も
一歩引いてしまうようです。「ハロー」
と気軽に声を掛けています。

気構えずにあいさつする

　エレベーター内に外国の方がい
るときは、英語と日本語の両方でタ
ワーの情報をご案内しています。

エレベーターの
アナウンスを英語に

英語研修
　スタッフ全員が月に1回、ネイティブスピーカーが指導する英語研修を受講します。基
本的な文法の学習から日常会話まで、定期的に英語を学ぶ機会を設けて、語学力の
レベルアップを図っています。研修中に、実際に現場で話しかけられて分からなかった
表現を質問して理解し、業務にフィードバックすることも。「分からないことをそのままに
せず、解決して現場に立つことができるので安心できます」。

毎月全員が受ける研修は、レッスンはもちろん、
現場での疑問を解決する場になっています。

朝礼での練習
　「扉が開きますのでご注意くださいませ」「お手洗いは階段の上にあります」など、日
常の接客でよく使う表現を現場目線でピックアップし、英語は毎朝、中国語は週1回の
ペースで毎朝練習しています。アテンダントやチケットカウンターの接客スタッフから管
理職まで、全員が声を合わせて練習。毎日繰り返すことで耳が覚え、スムーズに話せる
ようになるそうです。定期的に文章を変えて、多くの表現を身に付けていきます。

頻繁に使う受け答えはしっかり練習。
声に出すことで身に付けています。

スタッフがアイデアを持ち寄って手作りした、
オリジナルの道具が活躍しています。

東京タワー

60 61



達人に聞く おもてなしの極意

おもてなし

極意
の

達人に聞く

世
界
を
知
ろ
う

お
も
て
な
し
の
極
意

お
役
立
ち
情
報

定期観光は王道、
ベーシックなコース
定期観定期観定期観定期観定期 光は王光は王光は王光は王光 道、道、道、道道
ベーシベーシベーベーシックなクなックなクななコースコーススコース

　

「実は…」と言ってもらえる関係を
　「私たちのおもてなしは、お客様に『実は…』と本心を打ち明けていただくことからはじ
まります」。そう語るのは、八芳園の総支配人・井上義則さん。海外からのお客様が八
芳園を訪れる理由は様々です。日本庭園の美に惹かれた、お茶に関心がある、日本食
を味わってみたい─。それぞれの「実は…」をそっと打ち明けてもらえる関係をいかに短
時間で築くのかが大切だと言います。「日本に、あるいは八芳園にいらっしゃった本当
の理由がわかれば、そこから私たちはスタッフ一丸となって全力でそのお手伝いをしま
す。ただし、裏ではいくら努力しても、お客様にはその成果をさりげなく提示する。押しつ
けがましくなく、さりげなく、忘れ難い体験をしていただく。そうすれば、もう一度訪れたい
国、場所になるはずです」。八芳園といえば、四季折々の景色が堪能できる日本庭園
が有名ですが、その庭こそが八芳園のライバルだ、と井上さん。「もちろん最大の見どこ
ろではあるのですが、できれば『スタッフの方の対応が素晴らしいですね。さらに庭も素
敵ですね』と言われたい。あくまでも人が中心の場所でありたいですね」。
　いま、八芳園が海外からのお客様のために最重要課題として取り組むのが、食のス
トレスフリー。「各国の文化の違いや宗教上の決まり事、アレルギーなど、様々な問題
をクリアしながら、安心して日本料理を味わっていただくことが重要です。アジア諸国を
視察しても、日本はその点については遅れていると感じます」。歴史と伝統を持つ八芳
園ですが、「変えてはいけないものと変えるべきものを見極めることが大切」と井上さん
は言います。それこそが、新たな歴史と伝統を作るのだ、と。

「四方八方どこを見ても美しい」を名の由来とする日本庭園が迎える八芳園。
ハレの日の「忘れ難い体験」を提供する、おもてなしの流儀とは。

八芳園
取締役専務 総支配人
井上義則さん

「港区全体が『忘れ難い
体験を提供しよう』をス
ローガンに取り組めば、
この街はさらに面白くな
るのではないでしょうか」

八芳園

結婚式場で培ったノウハウを駆使し、「一歩先の提案」をする八芳園。
最前線の現場スタッフに聞く、おもてなしスピリットとは。

map P86.D-2

 八芳
園の取り組み
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八芳園

1万2000坪の日本庭園を有す
レストラン、結婚式場、宴会場

大久保彦左衛門の下屋敷を実業家・久
原房之助が大正期に邸宅として整備。
1943年、八芳園として創業。

Access：東京都港区白金台1-1-1
Tel：03-3443-3111（代表）

コンシェルジュ

宴会・イベント

　八芳園の正門からロビー内までが私のテリトリーにな
ります。一番はじめにお客様と接する最前線、第一印
象を左右する重要なポジションなので責任重大ですが、
お客様から感謝の声を直接いただけるのは何ものにも
代えがたいですね。
　ホテルのコンシェルジュは、お客様からのご質問に対
して滞在の間にお調べしてお答えすればいい場合もあ
りますが、八芳園は宿泊施設ではないので、その場です
ぐに対応しなければなりません。海外のお客様からのご
質問は、日本の文化から婚礼に至るまで多種多様です。
私のモットーは、着物や盆栽も可能な限り触っていただ
き、感じてもらうこと。海外のお客様といえども無理に構
えず、家族を迎え入れるような気持ちで、VIPの方も一般
の方も分け隔てなくおもてなしをするよう心がけています。

　八芳園は、日本庭園のイメージから、格式が高く、保守
的な場所と思われがちですが、実はDJを招くパーティー
など、現代性と古き良きものをミックスしたイベントも人気
です。伝統ある場所で、「かっこいい日本」を味わってもら
いたいですね。
　結婚式場では、新郎新婦と打ち合わせをする際、こう
おっしゃっているけれど、「実は…」を引き出すことが重要
だと言われます。特に海外のお客様は楽しむことに長け
た方が多いので、そうしたパーティーでは、「先回りの提
案をする」ことがさらに重要。本音を引き出して、お客様
の予想を超えるものを当日ご提供する。いわば究極のお
せっかいが私たちの仕事です。「こんなことまでしてくれた
のか」と気づいてくださるお客様が一人でもいたら、それ
だけでうれしいですね。

経営企画室　企画課　
マネージャー
窪田理恵子さん

最前線でお客様と接するチーフコンシェルジュの柳井聡子さん。
日本文化から婚礼まで広範囲な知識で多様な要望に応えます。

宴会やイベントの企画・運営に携わり、宴を陰で支える窪田理恵子さん。
隠れた要望を見極め、先回りの提案をするよう心がけています。

着物や盆栽も、触って、感じてもらう。
本物を体感していただくのが私のモットーです。

本音を引き出し、予想を超えたものを提供する。
いわば「究極のおせっかい」が私たちの仕事です。

案内セクション　マネージャー
チーフコンシェルジュ
柳井聡子さん

夜桜や日本の技等をテーマ
に、現代性と古き良きものを
ミックスしたイベントを開催

あらゆるポジションのスタッフ
と連携を取りながら、最善の
おもてなしを提案
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外国の大使館とも交流を深める
インターナショナルな街

誠意を尽くして伝える日本文化
　洗練された雰囲気の中に、下町の風情が顔をのぞかせる麻布十番商店街。外国
人が多い街ですが、大切にしているのは、日本らしい季節ごとの行事だと言います。
「日本のことを知ってもらうのは、外国人へのおもてなしの一環」と話すのは、麻布十
番商店街振興組合会長の須永達雄さん。2月は節分の豆まき、4月は花まつり、12月
は餅つき―。どの行事にもたくさんの外国人が訪れます。花まつりのお稚児行列に参
加する子どもは、3分の1以上が外国人。「子どもたちがすごく喜ぶ。『良い経験ができ
ました』という感謝の手紙をくれた方が何人もいますよ」と須永さんは目を細めます。伝
統行事を体験したことは、日本の素晴らしい思い出として胸に刻まれているようです。
　須永さんが経営する「きものアートすなが」は、来店客の7割が外国人。品物には
「YUKATA」「cotton 100%」など、英語表示がさりげなく加えられています。日本と
季節が逆の南半球からの旅行者に対応して、冬でも夏用の甚平を置いたり、大きな
サイズや外国人が好むガーゼ生地の寝間着を仕入れたり、品揃えにも工夫を凝らし
ています。
　着物や和装は、外国人にとって未知の世界。質問を受けることがとても多いと言い
ます。そんなとき、誠意を持って答え、日本の文化を分かりやすく伝えることが須永さん
流のおもてなし。例えば、草履や下駄は、履いたときにかかとが少し出るのが「粋」。な
ぜそれがいいのか、粋とは何かをたくさんの言葉を使って説明します。「ボキャブラリー
が少ないから大変だけどね」。苦笑いしながらも、商品の背景にある文化も知ってもら
えるよう、力を尽くしています。

麻布十番商店街振興組合 会長
きものアートすなが 代表
須永達雄さん

毎年夏に開催している「納涼まつり」は、
50回以上も開催されてきた人気の祭りで、
たくさんの人が訪れます。

Access：東京都港区麻布十番2-3-10　
麻布十番会館麻布十番商店街振興組合
Tel：03-3451-5812

「日本に興味のある外
国人は研究熱心。勉強
してくれているのは嬉し
いし、より深く教えてあげ
たくなります」　

麻布十番商店街

総本家 更科堀井

浪花屋総本店

　1日に来店するお客様のうち外国人は1割ほど。英語
のメニュー、そばの食べ方や栄養価などを英語とイラスト
で紹介した小冊子を作っています。ヴィーガンやベジタリ
アン、グルテンフリーを求める方も増え、だしに鰹節を使
わないつゆや、グルテンフリーの醤油を用意するなど、対
応を進めました。外国人向けにと始めたのですが、最近
はアレルギーがある日本人のお客様にも喜ばれ、思わぬ
効果が生まれています。椅子席と畳敷きの席があるの
で、外国人の方には椅子と決めつけずに「どちらにします
か？」と聞いています。畳では食べにくいかもしれません
が、日本のスタイルに挑戦して楽しんでもらうことも、一つ
のおもてなしになると考えています。

　たい焼きは庶民の味。値段が手頃で、年齢も仕事も国
籍も関係なく、誰でも同じように楽しめるお菓子です。店
では、外国人のお客様にも日本人と同じように接していま
す。待ち時間ができることも多いのですが、同じようにお
待ちいただきます。違うのは、簡単な英語でやり取りをする
ことぐらいでしょうか。お客様は買いたいし、こちらは売りた
い、ということはお互い分かっているので、言葉はあまり難
しい問題ではないですね。和食は世界中に広がっていま
すが、おいしいあんこは日本でしか食べられない。本物の
あんこを安く味わえるたい焼きを通して、生活に根差した
日本の味が伝わるのではないかと思っています。

麻布十番本店　店長
関根透さん

店長　神戸将守さん　

麻布十番商店街には、100年以上の歴史を持つ老舗も。
歴史を重ねてきた店が外国人旅行者をどのような心構えやサービスで迎えているのか、うかがいました。

寛政元（1789）年に麻布で創業した、更科そばの名店。日本料理店の監修などを
通じて海外でも知名度が高まり、外国人客が増えているそうです。

創業は明治42（1909）年。伝統的な製法を守ってたい焼きを作り続けています。
来店客の1割近くが外国人で、来日した有名アーティストが直接買いに訪れたことも。

日本のスタイルに挑戦してもらうのもおもてなし。
畳敷き席と椅子席のどちらにするか
選んでいただいています。

生活に根付いた庶民の味を
日本人と同じように楽しんでもらっています。

map P84.B-3

老舗の
取り組み

周囲に外国の大使館が多い麻布十番商店街は、昔からたくさんの外国人を温かく迎えてきた場所。
日常的に接客する店主の皆さんは、どのようなもてなしの心得を持っているのでしょうか。

外国の方向けに

そばの食べ方を記した

パンフレットを作成

素朴なあんこは

外国人旅行者にも

人気！

麻布十番商店街

会長会長会長会長長
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様々な用途の施設から成る
旅行者に人気の大型複合施設

「また来るよ」の言葉を聞きたくて
　六本木ヒルズには2カ所のインフォメーションがあります。営業時間内は、大嶋幸子
さんたち専門スタッフが常駐し、国内外の利用客からの質問、要望にお応えしていま
す。インフォメーションを利用する人の約20％が海外からの来訪客です。六本木ヒル
ズは、レストランやショップ、映画館、展望台、ホテルなど、あらゆるサービスが集約され
ている“まち”。「それだけにインフォメーションで扱う情報も膨大です。日々変化する情
報を整理し、しっかり理解して、問い合わせに的確に応える対応が求められます」と大
嶋さんは語ります。
　「外国人のお客様は、展望台を目当てに来訪される方が多いのですが、施設マップ
を広げて『日本の伝統的な着物や雑貨が買える店はこちらですよ』『街中に点在する
パブリックアートも、ぜひご覧ください』など、“プラスアルファの魅力”をご案内するよう
心がけています。数ある東京の観光地の中で、特に六本木ヒルズを選んでいただいた
お客様ですから、お帰りの際には『楽しい時間を過ごせた』『日本に来たら、また訪れた
い』と感じていただけるよう、ご案内には心を砕いています」。
　災害時には、まずスタッフが冷静に対応することが大切。そのため訓練では、あらゆ
るケースを想定して、来訪客の誘導など、適切な行動に対応できるよう準備します。
　「特に大切なのが、お客様の心のケア。慣れない土地で予期せぬアクシデントに遭
遇したお客様は、大きな不安を抱えていらっしゃいます。インフォメーションスタッフは全
員、英語を話しますので、スタッフの側から積極的に声がけして、安心感を提供できる
よう、日頃の訓練から心がけています」。

六本木ヒルズ インフォメーション
チーフディレクター
大嶋幸子さん

2003年開業。オフィス、住宅、ホテル、映
画館、美術館・展望台などの文化施設、商
業施設などで構成されている。

Access：東京都港区六本木6-10-1他
Tel：03-6406-6000（総合インフォメーション）

「“海外からのお客様だ
から”という特別な意識
はありません。おもてな
しの心に国境はないと
思っています」

六本木ヒルズ

お客様へのサポート

災害対策

　お客様からは「富士山に行きたいんだけど」「あなたがお
いしいと思う店を教えて」など、施設外の情報を求められる
ケースもあります。そんなときのために、日頃から周辺の飲
食店で食事をするなど、情報収集を心がけています。分か
らない場合にはインターネットで調べたり、同僚に聞いて
お応えしています。ご案内した店で食事をされたお客様か
ら、「おいしかったよ、ありがとう」と声をかけていただいた時
には、幸せな気持ちになりますね。

　外国のお客様から、「タクシー内に財布を忘れてしまっ
た」という相談をいただいたことがありました。お客様がドラ
イバーの名前を覚えておられたので、その名前を手がかり
に、私が各営業所に電話をかけて事情を話したところ、あ
る会社で財布が見つかり、運転手さんが滞在先のホテル
まで届けてくださいました。お客様が「現金もカードも、落と
したときのまま戻ってくるなんて信じられない」と感激してい
らしたのが、忘れられない思い出です。

インフォメーションには、英語
の他にも8カ国語対応の東
京ガイドブック、中国語や韓
国語の指さしシートを用意。
また、お子様連れのお客様
に向けたベビーカーの貸し
出しも好評です

全社員参加の「総合震災訓練」のほか、自治会やテナント
を対象とした訓練も行われる　　　　　　　　　　　

六本木ヒルズのインフォメーションでは、“街のコンシェルジュ”として、
施設の内外を問わず、様々な要望にお応えしています。

案内業務では、予期せぬ要望やアクシデントへの対応も求められます。
どのように対応しているのでしょうか？

ある日突然、前ぶれなく起こる災害……
その時に備えて、六本木ヒルズでは、どんな準備をしているのでしょうか？

災害時に「逃げ込める街」へ

map P84.B-2

六本
木ヒルズの取り組み

インフォメーション
リーダー 

小熊美雪さん

ショショショションンンン

“世界と東京の交差点”六本木の中でも、とりわけ多くの外国人が訪れる六本木ヒルズ。
国内外からの来訪客を案内するスタッフに、“おもてなしの心”について聞きました。

六本木ヒルズ

　「逃げ出す街から逃げ込める街へ」をコンセプトに、災害に強
く、周辺地域の防災拠点としての役割も果たす安全・安心な街
づくりを目指して取り組みを進めています。インフォメーションス
タッフ全員が東京消防庁の「上級救命講習」を修了し、AED使
用のほか、小児・乳児の心肺蘇生、傷病者管理、外傷の応急手
当、搬送法などをマスターしています。

インフォメーション
リーダー 

金
キムドンウク
東旭さん
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ガイドをはじめ、スタッフやグッズも外国語対応を進めるはとバス。
日本での観光を楽しんでもらうため、様々な工夫や配慮を行っています。

浜松町バスターミナルを拠点に
外国人旅行者に対応

「楽しんでもらう」を一番に考える
　はとバスの外国人向けツアーは、すべてのコースのガイドを、英語か中国語が話せ
る通訳案内士が担当しています。通訳案内士は、日本に関する幅広い知識、外国語
スキル、旅行中のトラブル対応能力などを備えた外国語ガイドの専門家。はとバスで
は60人が乗務しており、英語でのガイドを担当する井上淳さんも、その一人です。
　井上さんが何より大切にしているのは、お客様に楽しんでもらうこと。下見や情報収
集などを重ねてシナリオを作り、英語で記憶しますが、現場に立てばお客様とのやり取
りに合わせて即興でガイドをしていきます。ツアー中には、文化や歴史だけでなく、政治
や経済について時事的な質問が飛び出すことも。「そういったことも全部ひっくるめて
観光ですから、何でも答えます。難しいことも、分かりやすく伝えれば楽しんでいただけ
ますよね」と井上さん。様々な話題を自分がしっかり理解し、英語で簡潔に話せるよう
にまとめることも、大切な準備作業です。
　「外国に来て緊張している人が“ほっとできるようなこと”をするのがおもてなし」と井
上さんは考えています。自分のジョークにユーモアで返してくれたお客様と笑い合う。
お客様の日本に対する感想や意見をうなずきながら聞く。そんな共感とコミュニケー
ションが、何よりも喜ばれるそうです。「人間同士ですから、もし言葉が分からなくても伝
わるものはあるはず。ちょっとした行動でいいと思います」。相手にとって必要なこと、
喜ばれることをしたい。そんな、誰もが持っているさりげない思いやりが、プロのおもてな
しを支えていました。

東京観光のバスツアーの代名詞「はとバス」では近年、外国人旅行者向けのツアーを充実させています。
外国語で東京や日本をガイドするプロフェッショナルの心遣いを紹介します。

浜松町総合センター
はとバス 通訳案内士
井上淳さん

訪日外国人の利用客が急増しており、
2015年の受け入れは約9万人。秋葉
原などを徒歩で観光する外国人向けの
「ウォーキングツアー」も人気。

はとバス

はとバス

外国語に対応した
地図やグッズのサービス
　ツアーを楽しく快適にするため、様々なグッズを準備しています。オリジナルの浅草
散策マップは、建築物や通りの名称、集合場所、駅などを分かりやすく示したもの。富
士山や東京タワーをデザインしたカラフルなステッカーは、ツアー参加者に喜んでもら
えるグッズの一つです。また、英語・中国語表記の詳細な地図を渡し、ツアー終了後
に宿泊先のホテルやほかの目的地までのルートを説明する際に役立てています。

map P84.B-5

 はとバ
スの取り組み 世

界
を
知
ろ
う

お
も
て
な
し
の
極
意

お
役
立
ち
情
報

外国語対応の
受付スタッフが在中 外国人旅行者を宿泊ホテルからピックアップする際や、

受付での案内人として、外国語対応可能なスタッフが在中しています。

外国人旅行者に人気のツアーを多数生み出しているはとバス。
現在のトレンドを踏まえた、喜ばれるツアーの特徴をうかがいました。

外国人旅行者に
喜ばれるツアーを企画

　毎日運行する定期観光のツアーは、外国人に人気の東京タワー、浅草など定番ス
ポットを巡っています。英語圏、中国語圏以外からのお客様も楽しめるよう、8カ国語に
対応したイヤホンガイドを導入しているツアーも。

１定期観光は王道、ベーシックなコース

　郊外への観光需要が高まり、日光や富士山麓を訪れる「募集型企画旅行」を増や
しています。特に富士山麓へのツアーは、行程の一部に外国人に人気の新幹線を
利用していることもあり、好評です。

2　人気が高まる郊外型の企画ツアー

　ツアーに組み込むスポットは、ガイド、運転士、海外の旅行会社などから情報収集し
ながら検討。食事面では特に配慮しなければならない点が多く、対応できるレストラン
の調査は欠かせません。

3　現場の声も参考にして選定したスポット

外国人旅行者にツアーをより楽しんでいただくため、
便利なガイドやグッズの提供を行っています。

浜松町総合センター スタッフ
ゴンザロ・バカ・モレノさん

　主要なホテルまでバスでお客様を迎えに行く「ピックアップサービス」に、スタッフと
して同行しています。定時運行を心がけていますが、時間に遅れた方を待つ場合など
は、他のお客様に丁寧にお詫びをし、理解してもらえるよう努めています。また、シート
ベルトの着用など、安全のための声がけも大切な仕事です。ツアーが終了する場所
からホテルまでの戻り方を聞かれることが多いので、路線図を用意して乗り換えなども
しっかり説明しています。

どんなことにも丁寧に対応。
気持ち良く過ごし、喜んでもらいたい。

Access：東京都港区浜松町2-4-1
浜松町総合センター
Tel：03-3435-6081

「日本人とのコミュニケー
ションも含めて観光。日
頃から引き出しを増やし、
ユーモアのある会話を心
がけています」
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桜や紅葉、東京タワーを含む
美しい景観が人気の歴史ある寺院

“日本のファン”を増やしたい
　増上寺は、壮麗な寺院の背後に東京タワーがそびえる景観から、多くの外国人旅
行者が訪れる、東京観光の定番スポットとなっています。参拝課課長の　田さんは、
「海外からのお客様を迎えるにあたっての私どもの対応は、まだ十分とは言えません」
と前置きしたうえで、これまでの経験から、今後の対応のヒントになった事柄について
話してくれました。
　「増上寺の裏手には、皇女和宮さまゆかりの『貞恭庵（ていきょうあん）』という茶室
があって、夏の間、不定期で『朝茶』という茶会を催しています。茶人を招き、来訪者
の方々にお点前と茶菓子を楽しんでいただいた後、講話や、茶道についてお話しする
……というささやかな催しですが、これが海外からのお客様に、ことのほか好評でした。
私が拙い英語で『どちらからおいでですか？』『お茶を召し上がった経験はありますか？』
などと質問すると、お客様の緊張が解けるのが分かります。そして、今度は私に質問が
投げかけられます。慣れない英語に四苦八苦しながら会話を繰り返すうち、いつの間
にか『次の機会には、こんなことを説明してさしあげよう』などと考えるのが習慣になっ
てくるのです」。
　私たちも、海外旅行先で宗教施設を訪ねた折に、温かく迎えられたら、その国、ひい
てはその宗教にポジティブなイメージを抱くことでしょう。同様に、朝茶を楽しんだ外国
の方は、ひょっとすると帰国後、友人たちにその体験を話してくれるかもしれません。
「僧侶のちょっとしたおもてなしの心が“日本のファン”や“仏教のファン”を増やし、異文
化に対する理解の一助となるのであれば、それこそが私たちの役目だと思っています」。

増上寺
参拝部 参拝課 課長
　田龍雄さん𠮷

𠮷

徳川将軍家とのゆかりの深い寺院。600年
以上の歴史を持ち、貴重な文化財を展示し
ている。日曜大殿説教や写経、初詣などの
季節行事も開催。

Access：東京都港区芝公園4-7-35
Tel：03-3432-1431（代表）

「伝えたいという気持ち
がコミュニケーションを
成り立たせます。自分か
ら積極的に話しかけるこ
とが大切です」

浄土宗大本山 増上寺

外国語での案内 海外からの参拝客にも、仏教に対する理解をより深めてもらおうと、
外国語の案内を充実させています。

map P84.B-4

増上
寺の取り組み

外国人旅行者にとっても「東京観光の定番スポット」となっている増上寺。
世界各国からの参拝客を案内するスタッフに、“おもてなしの心”について聞きました。

増上寺

　お守りやお札を販売する「安国殿」には、写経体験
コーナーがあります。「外国人のお客様には、最後に名前
を日本語で書いてさしあげると、たいへん喜ばれます」。

　「せっかく引いてもらうのだから、外国人旅行者にも内容を理
解してほしい。そこから仏教理解につなげていければ」と、お守
りの英語案内とおみくじの裏には英語訳が印刷されています。

参拝課 案内所担当
栁澤禮子さん

　私が心がけているのは、相手の国に対しての好意を
示すこと。あらかじめ各国の旅行パンフレットを用意して
おいて、例えばドイツの方なら、ケルン大聖堂の写真を指
さして「ここは素敵ですね」と言えば会話が始まります。
同様に、あいさつの言葉をメモしておいて、別れ際にひと
声かけてさしあげると、こぼれるような笑顔が返ってきま
す。日本の文化を紹介することだけに注力するのではな
く、心でもてなし、楽しくコミュニケーションをとることが大
切だと考えているんです。自分が海外旅行先で「こんなこ
とをしてもらったらうれしい」と感じることを、してさしあげて
います。

世界各国から参拝者が集まる増上寺。おもてなしの心を伝えようと、
境内では、今日も新たな取り組みが始まっています。

案内所での対応 増上寺の境内にある案内所で案内業務を行う栁澤禮子さんに、
コミュニケーションの極意を聞きました。

写経

　増上寺の由来・歴史や境内案内を記したホームページや拝観
者向けのパンフレット。ホームページでは増上寺の歴史や境内
の説明、浄土宗について英語で案内しています。また、パンフレッ
トの説明文にはすべて英語と中国語の対訳が記されています。

ホームページやガイドブック
　増上寺だけでなく、東京タワー等でも利用できるガイド
アプリ「スマリサ」。敷地内に設置された機器が発する電
波を受信すると、各施設の情報を文字と音声でガイドしま
す。日･英･中･ハングルの4カ国語に対応。

おみくじ、お守り

ガイドアプリ

各国のパンフレットやあいさつの
言葉をメモして用意しています
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住んでいるからこそ伝えられる
港区の魅力をガイド

日本文化の奥深さを伝えたい
　「私はもともと旅好きで、海外の街歩きを楽しむ際には、現地の方々にとても親切にし
ていただきました。いつか、日本を訪れる外国の方に恩返しをしたいと思っていたんです」
　「港区観光ボランティアの会」の世話人代表を務める峯崎恵紀さんは、ガイドになった
きっかけについて、こう語ります。
　「ボランティアガイドを始めて、あらためて感じるのは、港区に長く住んでいながら、自分
が住む麻布以外の地区はほとんど知らなかったということです。増上寺や泉岳寺のような
“歴史的な顔”と、お台場や六本木ヒルズのような“最先端の顔”が混在している……そ
んな港区の多面性に、新鮮な驚きを感じています」。
　峯崎さんたち「港区観光ボランティアの会」では、2016年4月から、外国人を対象とし
たツアーも始めました。ひとつはホテルオークラ東京や芝パークホテルの宿泊客を対象
に、増上寺、芝公園、愛宕神社など桜の名所を案内するツアー。もうひとつは、大使館な
どの在住外国人を対象に、十番稲荷神社から善福寺へと、麻布十番商店街の老舗店
のおすすめ商品やこだわりを紹介するツアーです。
　「商店街では、歌舞伎や浮世絵の柄を染めた手ぬぐいの店、そして、たい焼きや煎餅など、
街歩きを楽しみながら食べられる“東京の味”などをご案内すると、たいへん喜ばれますね」。
　今後、港区を訪れる外国人客が増えていくことを、峯崎さんは期待しています。
　「私は会社員時代、仕事で多くの国を訪れましたが、海外にいると日本文化の素
晴らしさを再認識できます。繊細な職人の手仕事、日本人の寛容な宗教観など、日
本文化の奥深さを、もっと多くの外国人の方に伝えていきたいですね」。

港区にくらす人たちが、区内の観光名所を案内する「港区観光ボランティアガイド」。
世界各国からの訪日客も案内するスタッフに、“わが街・港区”の魅力について聞きました。

港区観光ボランティアの会
世話人代表
峯崎恵紀さん

区が実施する「港区観光ボランティアガイ
ド育成講座」を修了し、まち歩きツアーを企
画・実施するなど、港区の多彩な観光資源
を多くの人々に伝える港区公認のガイド。

Access：東京都港区芝公園4-4-7　
東京タワーメディアセンター内
港区観光協会　観光ボランティアガイド担当
Tel：03-6452-8666

「日本ならではの繊細な
職人の手仕事など、あらゆ
る日本の文化とその奥深
さを、多くの外国人の方
に伝えていきたいですね」

観光ボランティアガイド

港区観光
ボランティアガイド
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海外から訪れる旅行者の皆さんに港区の多彩な魅力を
知ってもらおうと、外国語の案内を充実させています。

港区国際観光
ボランティアガイド育成講座

唐木ひろ子さん

山口謙二さん

東京タワー、お台場、美術館、六本木ヒルズ……観光スポット満載の港区では、
区民の皆さんが、ボランティアで観光ガイドの役割を担っています。

観光ボランティアガイド 「港区観光ボランティアガイド」として活躍中の方々に、
異文化コミュニケーションの極意を聞きました。

　港区では、ますます増加する外国人旅行者に、港区の魅力をよ
り知っていただくため、平成27年度から英語でまち歩きツアー等を
行う「港区国際観光ボランティアガイド」の育成事業を行っていま
す。参加希望者には全15回の育成講座を受講していただき、講
座修了後は、「港区国際観光ボランティアガイド」として活動してい
ただきます。また、修了生を対象としたスキルアップ講座も併せて
実施し、ガイドのスキルアップを図っています。

英語が話せる観光ガイドを育成

　育成講座に参加したきっかけは、「おもてなしをしたい」
というよりは、むしろ自分自身が「港区のことをもっと知り
たい」という思いからでした。でも、実際にお客様をご案
内してみると、自分自身にも新たな気づきがあって楽し
いですね。港区は、もともと外国人居住者が多い街、外
国人の方々に対しての“受け皿”がある街です。それだけ
に、港区民は外国人に対してオープンマインドで接する
のが得意。そんな区民の姿も、ぜひ知ってほしいですね。

　私は、泉岳寺や長松寺など「赤穂浪士」関連のツアー
を担当しています。先日、ハワイからのお客様を案内した
のですが、ハリウッド版の忠臣蔵『47RONIN』という映
画の大ファンで「あの映画に描かれている、あのエピソー
ドは事実なのか？」と矢継ぎ早に質問されるので、説明
に四苦八苦しました（笑）。海外からのお客様は、日本人
とはまったく異なる視点から質問をされますから、ガイドす
る私たちも勉強が必要で、いい刺激になりますね。様々
なニーズに対応しながら、新たなツアー内容についても
日々議論を行っています。

外国人に対してオープンマインドな
「港区民の姿」も見てほしい。

どんな質問にも対応できるよう、
しっかり勉強したいですね。

外国人客からも人気の

かっこいいハッピで

ガイドします。

オモテ

ウラ
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