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8 月 概況(案内業務や訪日訪日客の動向)〜東日本〜 
 
＜北海道＞ 
七飯町⼤沼国際交流プラザ  
8 月の外国籍の来訪者は 94 ⼈で、前年⽐ 43％増、特に欧米からの来訪者が目⽴った。これまでは日本語を話
し、日本在住と思われる⽅が多かったが、英語で問合せを受ける場⾯もチラホラ⾒られた。8 月下旬からは新千
歳ー台湾の定期便が再開したが、再開後の台湾籍の訪日客の増加は特に⾒られなかった。 
 
釧路市観光案内所(たんちょう釧路空港内)  
当月は 17 ⼈の来所(アジア 10 ⼈、韓国 1 ⼈、欧州 4 ⼈、米国 2 ⼈)2 次交通の問合せが中心となった。英語の
みで対応することも少しずつ増えてきており、継続的な英語学習が必要であると感じた。 
 
北海道外国人観光案内所(新千歳空港)  
■前年⽐は全体で 495.0％、外国籍の⽅は 3,000.0%(2021 年 8 月来所数:全体 102 ⼈、内外国籍の⽅ 3 ⼈、

日本⼈ 99 ⼈)。先月⽐は全体で 96.1％、外国籍の⽅は 169.8％(2022 年 7 月来所数:全体 525 ⼈、内外国籍
の⽅ 53 ⼈、日本⼈ 472 ⼈)。 

■前月⽐は全体として 100％を下回ったものの、外国籍の来所数だけを⽐較すると 169.8％と前月を上回った。 
■日本⼈の来所数が減少した要因としては、新型コロナウイルスの第 7 波の流⾏が影響したと考えられる。 
■8 月前半は夏休みシーズンだったこともあり、国際線も順調に運航し、26 日には中華航空(台湾便)も運航を

再開した。中華航空の利⽤者は団体客が多く、景色を楽しむことが目的の⽅がほとんどのようであった。ま
た、韓国からの旅⾏者とは違い、ゴルフ目的の⽅は⾒受けられなかった。 

■8 月下旬からは夏休みシーズンの終わりと新型コロナウイルス第 7 波の影響から航空便の⽋航が増えつつあ
る。9 月の航空機運航がどのようになるかは未だ不明ではあるが、利⽤者の皆様に観光の安全と楽しさをお伝
えできるよう、しっかりと準備をしていきたい。 

 
＜東北＞ 
⻘森市観光交流情報センター  
■8 月の外国籍の来訪者は、前年⽐ 210％。3 年振りに開催された「⻘森ねぶた祭」(8 月 2〜7 日)期間の来訪

数は、8 月全体の 32％。⼭の日、お盆休みなどがあり、日本在住の外国籍の⽅が⻑期休暇を取りやすい 8 月
11〜22 日の来訪数は、8 月全体の 51％。特に、8 月 11 日以降は、中国籍、インド籍の⽅の来訪が目⽴った。
また、韓国からの添乗員付きツアー参加者も来所した。 

■8 月は⻘森県内で⼤⾬による浸⽔や⼟砂災害で、JR や道路が不通になった所も多く、目的の観光地まで⾏け
るかどうか、交通はどうなっているかなど聞きに来所する⽅も多かった。JR は特に不通の箇所が多く、復旧
の⾒通しがつかないところもあり、JR 東日本から発表、更新される内容を 1 日何度も⾒直しながら対応した。 

 
弘前市観光案内所  
8月の外国籍の観光客は106⼈で昨年より73⼈増(前年⽐321.21％)。今年は3年ぶりに「弘前ねぷたまつり」
が 8 月 1〜7 日に開催され、夜のまつり⾒学までの間に市内や近郊の観光スポットを巡る⽅が多かった。弘前城
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やりんご公園など、市内の観光スポットの他、白神⼭地、岩木⼭、鶴の舞橋、田んぼアート、県内の縄文遺跡、
十和田湖、恐⼭など県内の観光スポットへ、お得な切符を利⽤して向かう⽅が目⽴った。 
 
岩手県観光協会(マリオス)  
県内では、コロナ禍で 3 年ぶりとなる夏祭りが各地で開催され、当県を代表する夏祭り「盛岡さんさ踊り」で
は、多くの外国籍の観光客の姿が⾒られた。8 月下旬には、八幡平市に英国名門校ハロウスクールが「ハロウイ
ンターナショナルスクール安⽐ジャパン」を開校し、12 ヵ国から約 180 ⼈が入学した。八幡平市にはスキー場
や温泉もあり、当県では今後のインバウンド観光需要も期待している。 
 
宮古駅前総合観光案内所  
8 月の当案内所の外国籍来訪者数は 12 ⼈で、前年同月⽐ 300％、コロナ禍前の 2019 年同月と⽐べると、12％
であった。昨年 8 月の外国籍来訪者数は、繁忙期にもかかわらずわずか 4 ⼈であったので、前年同月⽐ 300%
とはいえ、回復傾向にあると⾔うことはできない。来訪者はすべて国内在住の⽅のようであった。 
 
仙台ツーリストインフォメーションデスク  
8 月 6〜8 日に開催された「仙台七夕まつり」期間中及びその前後に、在住外国籍の旅⾏客が案内所へ⽴ち寄る
ケースがいくつかみられた。いずれも、東京在住のドイツ籍の⽅、関⻄在住のアメリカ籍の⽅、京都在住のフ
ランス籍の⽅など、1 ⼈または 2 ⼈旅のパターンだった。七夕の情報や、東京⾏きのバス停、ホテルまでの⾏き
⽅、松島でのおすすめの過ごし⽅など、案内が難しい内容ではなかったため、スムーズにご案内できた。 
 
あきた旅のサポートセンター  
⽴ち寄りは無し。メールによる問合せが 3 件あった。秋田市内の神社に関すること、パッケージツアーに参加
せず日本への個⼈旅⾏が可能か否かの照会。その他、冬季、台湾からのチャーター便運航の予定があり、宿
泊・観光施設には予約が入ってきている。 
 
山形駅観光案内所  
「花笠まつり」が開催されたため、期間中は「花笠まつり」についての問合せが多く、また蔵王や隣県へのア
クセス⽅法についての問合せも数件あった。来訪者は全体的に昨年 8 月と同じ 30 ⼈台だった。 
 
JR EAST Travel Service Center(福島)  
■ 8 月は「JR EAST PASS (東北エリア)」の販売が多かった。併せて、夏休みに合わせて一時帰国した海外在

住の日本⼈のお客様の来店も多かった。 
■列⾞の乗⾞⽅法についての問合せが多く、インバウンドパスやきっぷを直接自動改札機に挿入することをご

案内すると驚かれる⽅もいた。 
 
＜関東＞ 
⽔⼾観光案内所  
■コロナウイルス第 7 波の影響で、8 月も相変わらず外国籍の観光客は⻑期滞在資格を持っているお客様が中心

だった。8 月は学校の夏休みと、「いば旅」の延⻑も決定されたこともあり、日本で働いている英語の先生
(ALT)及び留学生何⼈かが⽔⼾観光に来た。 
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■8 月 5〜14 日「ソクラーン in ⽔⼾」のイベントが開催され、その中の 8 月 7 日納豆早食い⼤会に外国籍の⽅
3 ⼈が参加した。また、お盆期間にはʻʻ食の王国茨城ʻʻに憧れ、中国籍の 3 ⼈家族が⽔⼾に遊びに来た。案内所
で⽔⼾と⽔⼾近郊の果物と農産物直売所のパンフレットを提供し、⼤変喜ばれた。観光以外では、⻑期滞在
の外国籍の⽅が外貨両替、⺟国に荷物を送る⽅法を確認するため案内所を訪れた。 

 
日光郷土センター  
■8 月の日光郷⼟センターへ訪れた外国籍の観光客は、17 ⼈(前年度は 5 ⼈)。ビジネス目的で入国された⽅や

留学生が少しずつ増えてきた。その他、8 月は英国、イタリア、ポーランドなどヨーロッパからの一⼈旅や、
グループの⽅が多かった印象。ヨーロッパの⽅は自然がいっぱいの所を散策するのが⼤好きで、奥日光エリ
アや、化

ばけ
地蔵
じ ぞ う

と呼ばれる約 70 体の地蔵群が並ぶ憾満ヶ淵エリアが特に⼈気。 
■「着物を着て世界遺産の社寺を散策したい」との要望もあり、おしゃれをして旅の思い出を Instagram や

SNS などでシェアするのも今の時代に合った旅の楽しみのひとつと感じた。紅葉シーズンの日光もとても素
敵なので、また観光に来てほしい。9 月 7 日から日本入国が⼤幅に緩和されるので、今後に期待をしたい。 

 
川越市本川越駅観光案内所  
鉄道会社の⾏った在住の中国籍の⽅向けキャンペーン(お得に川越までの鉄道券が購入できるというもの)の影
響で、中国籍の観光客が 75％を占めた。キャンペーン参加者は川越に観光に来るのが初めての⼈ばかりで、在
住の中国籍の⽅に川越をまず知ってもらい、⺟国の友⼈に紹介してもらうというコンセプトは効果的と感じた。 
 
春日部情報発信館ぷらっとかすかべ  
外国籍の来館者は中国 66 ⼈、韓国 12 ⼈、台湾 6 ⼈、ベトナム 2 ⼈、その他外国籍の⽅ 2 ⼈の合計 88 ⼈だっ
た。訪日旅⾏はまだ回復していないが、留学生などが夏休みを迎え、来館が増加したと考えられる。また、
SNS などで「クレヨンしんちゃん」といえば「ぷらっとかすかべ」へまず⾏く、という情報があるようで、ス
タッフとして⼤変うれしく思っている。今後、海外からの渡航客が増加すれば、当館の来訪者も増えていくも
のと考えている。 
 
成田国際空港株式会社 ツーリストインフォメーションセンター(第 1 旅客ターミナルビル)  
成田国際空港株式会社 ツーリストインフォメーションセンター(第 2 旅客ターミナルビル)  
■2022 年 8 月の外国籍の訪問者数対前年度⽐は＋271.57％(第 2 旅客ターミナルビルは＋457.68％)と⼤きく

増加した。ビジネスと夏休みを兼ねているのか、短期滞在で来日した外国籍の旅客より JR Pass や東京サブ
ウェイチケット、Welcome Suica や東京観光についての質問を受ける事が頻繁にあった。ビジネスで来日す
る⽅だけでなく、8 月は研究者など国際会議出席のため来日されるお客様が多かった印象である。 

■日本⼈で海外旅⾏をするお客様も今年は増えて、レンタル Wi-Fi の返却場所の問合せを受けるなど、空港内
の活気が少し戻ってきた。久しぶりに海外渡航ができるようになり、初めて海外に⾏かれるお客様や久しぶ
りに海外旅⾏をする⽅が多く、間違えて⽻田に⾏ってしまったとか、チケットの購入⽅法や観光で外国に入
国するための書類に関する質問も増えてきている。 

■夏休みということもあり、成田空港や周辺の施設(航空科学博物館、さくらの⼭など)に遊びに来る近隣の家
族連れから観光の問合せも多かった。いよいよ 9 月 7 日より、外国籍の観光客の受入れ制限がさらに緩和さ
れ、対象国がすべての国・地域に拡⼤される他、「添乗員の同⾏を伴わないパッケージツアーの受入れ」も
開始される。国内では相変わらずオミクロン株の感染者が多いが、少しずつ観光客が増えてくれることを期
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待している。 
 
JR EAST Travel Service Center(船橋)  
■「JR EAST PASS」を購入するため来店されたスウェーデン籍の男性は、パスを利⽤して⻘森と秋田へ向かう

とのこと。日本のお祭りに興味があり、「今回は⻘森各地のねぶたを⾒て、秋田の竿灯祭りにも⾏けたら⾏
きたい」と仰っていた。 

■アメリカ籍の男性が「JR TOKYO Wide Pass」購入で来店。パスは 2 度目の利⽤で、今回は友⼈と新幹線⾞
内で待ち合わせをして軽井沢に旅⾏をするとのこと。希望の電⾞が混んでいたため自由席を案内した。 

■8 月ということもあり、家族で「JAPAN RAIL PASS」を引き換えに来店されるお客様が多かった。また、海
外在住の日本⼈家族が特に多かった。 

 
東京都台東区⽴浅草⽂化観光センター  
■総数は 312 ⼈(7 月は 363 ⼈、前年同月⽐ 218.2%)。⽅⾯別ではアジア 189 ⼈(前年同月⽐ 859.0％)、中東

3 ⼈(前年同月⽐ 75.0％)、ヨーロッパ 82 ⼈(同 126.2％)、北アメリカ 21 ⼈(同 60.0％)、南アメリカ 12 ⼈
(同 92.3%)、オセアニア 5 ⼈(同 500.0%)、アフリカ 0 ⼈(昨年 3 ⼈)。7 月に⽐べ、アジア圏の来場者が増
加した。 

■駅の場所や簡単な道案内ではなく、おすすめのスポットや伝統⾏事の意味など、対応が⻑くなる質問が徐々
に増えてきているように感じる。 

 
東京シティアイ 
■8 月の対応件数は 96 件、7 月の 77 件から増加した。例年夏休みで繫忙期であるため、自然な増加と思われ

る。お⼟産売り場、両替、道案内など、一般的な問合せが多かったが、富⼠⼭登⼭や北海道、四国などにつ
いての問合せも⾒られた。 

■利⽤者は依然、ビジネスで来日し、スケジュール内の 1 日前後を観光に費やすと思われる⽅や、在住者の家
族旅⾏や留学の⽅が主だった。コロナ禍以降、数年ぶりに来日したという日系の家族から、「以前いつも利
⽤していた施設がなくなった」と残念がる声もあった。 

 
中央区観光情報センター  
8 月の外国籍の来館者数は 78 ⼈で、問合せ件数に関しては 45 件。国別対応件数は、アジア圏 20 件、中東圏 1
件、欧州圏 6 件、北米圏 15 件、豪州 3 件であった。3 年振りの⾏動制限なしのお盆休みとなったため、観光地
に⾏きたいという問合せが多く⾒受けられた。外国籍の⽅の傾向としては、ビジネスビザで来日された⽅が休
日に過ごす場所を探しに来館されることが多かった。 
 
JR EAST Travel Service Center (渋谷駅)  
■8 月は、2 日連続で 15 ⼈程の外国籍の⽅の団体が「JAPAN RAIL PASS」の引換えのため来られた。また、

⻑岡の花⽕⼤会や⼤曲の花⽕⼤会、⻘森のねぶた祭りなどイベントがたくさんあった。 
■外国籍の⽅の団体について︓1 日目の団体は「JAPAN RAIL PASS」普通⾞ 7 日間の利⽤で、最初の目的地は

白川郷、そのあと京都・広島(宮島)へ⾏き、東京まで戻ってくるというルートであった。添乗員付きのアメ
リカからのツアー観光客で、陽気なグループであった。2 日目の団体は「JAPAN RAIL PASS」普通⾞ 14 日
間の利⽤で、最初の目的地は松本、そのあとバスで⾦沢まで移動し、⼤阪・広島で観光。岡⼭で 1 泊したあ
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と京都に滞在、その後東京まで戻ってくるというルート。アメリカ、オーストラリア、カナダなど色々な国
籍の⽅のツアー観光客であった。 

■花⽕⼤会やお祭りについて︓「JR EAST PASS(東北エリア)」や「JR EAST PASS (⻑野、新潟エリア)」を使
って⾏かれる⽅が多くいた。コロナ禍が始まって以来、3 年ぶりの開催ということもあり、イベントの日の新
幹線はほぼ満席であった。 

 
桜木町駅観光案内所  
■8 月は夏休みやお盆の期間もあり、全体的ににぎわいを⾒せていた。まだ外国籍の観光客が多いようには⾒え

ないが、仕事や留学などで日本滞在中に観光する⽅が⾒受けられた。 
■台風の接近が、多⾔語での災害対応について⾒直しをするよい機会になった。 
 
片瀬江の島観光案内所  
来所⼈数は 101 ⼈(アジア国籍 62 ⼈、欧米他国籍 39 ⼈)だった。地域不明 6 ⼈はジャマイカ籍(中央アメリカ)
の来訪者であった。ビジネスの合間の観光で初めて江の島に訪れる⽅が多く、英語での観光案内を喜ばれた。 
 
川崎駅北⼝⾏政サービス施設(かわさき きたテラス)観光案内所  
8 月の外国籍の観光客数は 217 ⼈、前年同月⽐ 8.1%減であった。訪日客は 5 ⼈、当案内所を訪れた。その内
の 1 ⼈、ドイツ籍の⽅は訪れた⼟地でポストカードやマグネットを購入しているとのこと。名産品などのコー
ナーを御案内したところ、工場夜景のポストカードと「音楽のまち・かわさき」推進協議会(市⺠団体)で作成
したキャラクターイラスト入り T シャツをお買い上げいただいた。 
 
横須賀市観光案内所  
夏休みの影響もあり、全般的に来訪者は増加傾向。特に、スマホを⽤いたスタンプラリーが好評を博し、多数
の⽅がラリーに参加された。参加後の賞品受け取りのため、当案内所には連日⻑蛇の列ができた。⻑蛇の列を
⾒て、「自分もラリーに参加したい」と当案内所を訪れる外国籍の⽅もおられた。未だ少数ではあるが、諸々
の国籍の⽅が観光目的で来訪される姿も散⾒されるようになった。万全な感染対策のもと、通常イベントも再
開の⽅向で検討が進んでおり、今後、更なる観光客の増加も期待できる。 
 
富士吉田市観光案内所  
7 月から始まった富⼠登⼭。8 月も多くの外国籍の⽅が登頂を目指していた。特に日本在住のミャンマー出身の
グループ登⼭者が多く、話を伺った⽅はガイドさんとのことで、「来年はツアーを組んで富⼠登⼭を案内した
い」と⾔っていた。 
 
笛吹市石和温泉駅観光案内所  
■8 月は 6 日間連続で外国籍の旅⾏者が来てくれた時期もあり、本当に少しずつではあるが外国籍の旅⾏客が戻

ってきたと感じた。 
■特に印象に残っているのは、ビジネスで日本に初めて来たという外国籍の男性。京都観光や⻑野で登⼭を楽

しみ、石和温泉駅を経由して翌日富⼠⼭を登⼭するつもりとのこと。河口湖駅までのアクセスを聞かれたの
で、バスの乗り⽅や運賃の書かれた資料でのご案内とともに案内所外のロータリーにあるバス停へ直接お連
れした。「本当に親切だ」と感激してくれ、笑顔で出発された姿を⾒て、初めての日本での思い出作りに少
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しでも携われたことへの喜びを感じた。 
 
＜北陸信越＞ 
⻑岡駅観光案内所  
8 月は全体的に在住のアジア籍の来訪者が目⽴った。観光に関する問合せは 7 件、それ以外の問合せが 11 件。
日本語での対応が全体の 9 割を占めていた。 
 
NEXCO 東日本 越後川⼝サービスエリア 下り線インフォメーション  
新潟三⼤花⽕の一つ「⻑岡花⽕⼤会」が 8 月 2、3 日に 3 年ぶりの開催となった。日本⼈観光客は勿論のこと、
訪日客と思われる⽅も⾒受けられた。コロナ禍前は 2 日間で計 100 万⼈が訪れる花⽕⼤会であったが、今年は
⼈数制限を⾏っていたため、2 日間で計 28 万⼈ほどの来場者であった。コロナ禍前と⽐較すると減少してしま
ったが、多くの⽅が訪れ、久々にエリア内が混雑していた。 
 
道の駅 クロステン十日町  
■案内所の利⽤者数は合計 1,638 ⼈であった(先月⽐ 95%、前年同月⽐ 129%)。うち 1 件は、中国籍の 20 代

⼥性(家族で旅⾏)。Tax free カウンターをご利⽤いただいたが、出発の時間が迫っているからと、⼿続きを
完了できずに終了となった。 

■観光関連の問合せ数は 240 件(前月⽐ 78%、前年同月⽐ 315%)。問合せ件数は 7 月に⽐べ、やや減少した
ものの、繁忙期に加え「⼤地の芸術祭」会期中ということもあり、平時よりも来館者が多く、案内所も賑わ
っていた。一⽅で、7 月下旬頃から県内の新型コロナウイルス感染者が急拡⼤し、⾏動制限は出されなかった
が、市内においても連日感染者が多数報告された。 

■観光バスの⽴寄りについては計 10 台であった(前月⽐ 125%、 前年同月⽐ 250％)。県内のツアーが 5 割、
関東⽅⾯からのツアーが 5 割であった。 

■観光関連の問合せの内訳については、多い順に、「⼤地の芸術祭」関連(作品の場所やまわり⽅についてが多
数)、十日町市博物館、日帰り温泉施設などへのアクセス・営業時間など。 

■毎週⽕曜と⽔曜が「⼤地の芸術祭」の休祭日となっているため、案内の際には注意が必要である。 
 
加賀市観光情報センター KAGA 旅・まちネット  
外国籍の来所数は 17 ⼈と今年で 2 番目に多い結果となった。案内した⽅の国籍はアジア圏が 9 ⼈、地域不明が
8 ⼈。日帰り入浴や、スマホを⾒せて「ここに⾏きたい」など、観光的な動きが⾒られた。 
 
ゆのくにの森  
8 月はインドネシアからプライベート旅⾏があった。10 月はタイからの予約も受け付け、少しずつではあるが、
海外から問合せも増えてきた。Google アナリティクスを⾒ると、以前より外国からの閲覧が増えてきている。 
 
八方インフォメーションセンター  
コロナウイルス感染が拡⼤している時期であったため、去年よりも外国籍の来館者は少なく感じられた。オー
ストラリア籍、中国籍の来館者に関しては元々白馬在住者が殆どであった。 
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岡谷市観光案内所  
■近隣の市ではヨーロッパからの観光客が多く訪れている(主に松本城、上高地、奈良井宿)。岡谷市、諏訪地

域では訪日客の受入れをしているが、個⼈の旅⾏客で案内所に⽴ち寄っていただけるにはまだ時間がかかる。 
■つつじの時期(5 月)にはタイや中国の観光客が多く⾒られる状況。 
 
＜中部＞ 
道の駅 九頭⻯  
8 月は、上旬の⼤⾬により、福井県内の南北を縦断する国道や県道及び高速道路が被災し、通⾏⽌めとなったこ
とにより、国道 158 号が広域う回路として利⽤されたこともあり、交通量が通常の 3〜5 倍程度増加したため、
道の駅への⽴ち寄り客も増加した。 
 
えちぜん鉄道三国駅観光案内所  
当観光局が運営する三国駅観光案内所、また東尋坊観光案内所周辺は、どちらも依然、コロナウイルスの影響
で、まだまだ全体的にお客様の戻りは少ないが、街中では外国籍の⽅を⾒かけることがあった。また、ロシア
籍の⽅の接客をしたが、日本語は話せなかったため、担当のスタッフが Voice Tra で対応した。 
 
高山濃飛バスセンター ツアーデスク  
高⼭でも欧米圏の団体を⾒かけるようになってきたが、平湯温泉にあるレストランではコロナ禍後、久しぶり
の海外の団体が入った。今回はタイ籍の⽅で年配の⽅が多く、英語を話せる⽅が多かったとの事。現在は高⼭
バスセンターも含め、掲示物やご案内がほとんど日本語なので、今後のために英語表記も作成していかなけれ
ばならないと感じた。また、松本/上高地/乗鞍/奥飛騨/白川郷のバスが含まれているエリアフリーパスを利⽤し
て旅⾏をされている欧米圏の⽅もまれに⾒受けられた。 
 
一般社団法人 郡上市観光連盟  
今年は 3 年ぶりの「郡上おどり」、「白鳥おどり」が期間や時間の短縮で開催され、コロナ禍前ほどでは無い
が、会場には数⼈の在住外国籍の⽅と⾒られる観光客が確認された。また、東アジアからの問合せが増えてき
ており、東南アジアからは 9 月以降の予定で訪日客によるツアーの予約が観光施設に入りつつある。欧米豪で
は、11 月に豪州から町あるきガイド⼿配の問合せがあった。 
 
マリンタウン伊東市観光案内所  
7 月中旬以降、コロナウイルス感染第 7 波の拡⼤が続いていたが、政府は⾏動制限を⾏わなかったため、8 月も
マリンタウンにはコロナ禍以前のような多くのお客様が来場した。外国籍の来訪者は訪日客ではなく、在住の
中国籍の⽅が多く来所。今後の訪日客の受入れ促進と円安の加速により、本格的に訪日客も増加すると思われ
る。 
 
伊豆市観光案内所  
日本在住の知⼈や家族を訪ねて訪日したというお客様が多かった。日本語が出来る友⼈と一緒に、温泉やわさ
び田⾒学などの目的を持った旅⾏者が多かった。アジア圏の日本語が出来るガイドさんが、ハイキングツアー
の下⾒に来館されたこともあった。本当に少しずつではあるが、外国籍の旅⾏者が来館するようになってきた。
コロナ禍で外国籍の旅⾏者への対応にブランクがあるので、再度ご案内を⾒直し、対応していきたい。 
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富士山御殿場・はこね観光案内所  
富⼠登⼭シーズンであったこと、また夏休み期間であったことから、訪問者数は前月⽐ 243％、前年同月⽐
214％と⼤幅な増加となった。ただし、実験的に日本国内に入国しているツアー形式の団体客の来所がなかっ
たため、国内在住の外国籍の⽅やビジネス目的で入国し、夏休みを利⽤して旅⾏をしている外国籍の⽅が多数
含まれている可能性がある。 
 
沼津駅観光案内所  
■観光目的の入国が緩和され、感染リスクが低い国からの観光客が徐々に当市に来訪している。現在は添乗員

付きの団体旅⾏に限られているため、駅の観光案内所に⽴ち寄るケースは少ないと考えられるが、在住外国
籍の⽅がより観光しやすい状況になっている。 

■当市当月の実績は、アジア圏からが多く約 7 割、そのうちの半数がフィリピンからであり、続いてインド、
ネパールとなる。今月(8 月)の注目するところでは、ブラジル、ニュージーランド、耳なれないバーレーンか
らの来訪があったのに対し、毎月実績のある韓国、台湾からの来訪がなかった。 

 
オアシス 21i センター  
名古屋や他県についての観光の質問や、お⼟産を購入する⽅が多かったため、観光目的で名古屋にいらっしゃ
る⽅が少しずつ増えているように感じる。しかし、名古屋市では「にっぽんど真ん中祭り」が開催されたが、
外国籍の来訪者数が特別増えたということはなかった。政府は添乗員なしツアーを許可するとの事だったので、
観光の幅が広がることで今後は来訪者の増加に勢いが増すと思われる。 
 
伊勢⾃動⾞道 安濃サービスエリア 下り線 エリア・コンシェルジュ  
英語を話す⼥性 2 ⼈がハイウェイスタンプ⽤の⽤紙をご所望になった。その他、カウンターに直接問合せはな
かったが、外国籍のお客様をお⾒かけすることが多くなった。 
 
8 月特記事項(独⾃の取り組み・訪日客に喜ばれたことや感謝されたことなど) 
 
＜北海道＞ 
⽩⽼駅北観光インフォメーション ポロトミンタラ  
■ポーランド籍のお客様に白⽼⽜の店「⽜の⾥」を紹介した。食事後、嬉しい顔で「美味しかった」とお礼に

きてくれた。 
■インド籍やアメリカ籍のお客様は、「観光案内所スタッフのおかげでウポポイを効率的で効果的な⾒学が出

来た」と喜ばれた。 
 
釧路市観光案内所(たんちょう釧路空港内)  
レンタカーをご利⽤のお客様で、受付レンタカー会社が分からないといった問合せが時々ある。お客様の予約
表を⾒ると、レンタカー予約サイト名は分かるのだが、釧路空港の、どのレンタカー会社で受付するかは分か
らない。そのため、お客様には 5社全て(トヨタ・タイムズ・ニッポン・日産・オリックスレンタカー)に名前が
あるか、確認していただく対応をとっている。外国籍のお客様に限らず日本⼈のお客様からも同様の問合せが
月に 5 件ほどある。 
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北⽃市観光案内所  
観光案内所がある新函館北⽃駅前で近隣市町在住者向けの夏祭りイベントが開催されていた際、アメリカから
お越しのお客様から「駅前で何をやっているのか」という問合せがあった。日本には古くから歴史がある⼤き
な夏祭りが各地にあるため、そういったものが開催されているのではないかと期待したようだった。ご案内を
しながらこういった地域の小さなお祭りではイメージと⼤きく異なり、満⾜して頂けないのではないかと不安
もあったが、その後、会場の様⼦を⾒に⾏ったところ、そのお客様が早速⾜を運んで下さっており、盆踊りの
櫓などを⾒学された後、地元の演者団体によるよさこいのステージ披露を楽しまれていた。今後もイベントの
規模にかかわらず、興味を持って楽しんでいただけるようなご案内を実施していきたい。 
 
＜東北＞ 
⻘森市観光交流情報センター 
■ねぶた祭を⾒にきたアメリカ籍の男性 2 ⼈とイギリス籍⼥性 1 ⼈のグループ(日本在住の ALT)。祭り前に食

事をしたいと食事場所について聞かれたが、それぞれ、ベジタリアン、乳製品が食べられない、豚肉を食べ
られないなど三者三様。同じ場所でいっぺんに対応できるのがインド料理店しかなく、それでも良ければと
ご案内した。念のため、他の店に⾏った時のために、当センターで作成した「ベジタリアン聞き取り表」も
差し上げ、そちらを提示し、対応してもらえるかを聞いてみてはどうかとお話した。 

■タイ籍の⼥性、ペルー籍男性、ヨルダン籍男性、バングラデシュ籍⼥性の学生とみられる 4 ⼈グループが、
「2 日間滞在予定でおすすめの観光はないか」と来所。来所の数日前に⼤⾬による浸⽔や⼟砂災害があり、
JR が不通の所が多数あったため、代替交通も含め、公共交通で周れる観光をご提案。弘前に興味をもたれ、
⾏ってみるとの事で出掛けられた。翌日、「JR の運⾏状況を自分でチェックできる⽅法はないか」と再来所。
JR の路線がどこか復旧していれば、「JR EAST PASS (東北エリア)」 を使って出かけたいとのお話だった
が、県内の JR の運⾏状況は前日から変わっていなかったため、JR 東日本のホームページに掲載の被害状況の
写真をお⾒せし、復旧まで時間を要する事を伝えたところ、被害の⼤きさに驚かれていた。「JR EAST 
PASS 」をあまりにも活⽤できていないため、救済策がないか、また今後の旅程を相談できる所はないかとの
事だったので、駅たびコンシェルジュ⻘森をご案内。とりあえず、この日は三内丸⼭遺跡と浅⾍⽔族館に⾏
くことに決まり、「親切に案内してもらい助かった」とお礼を⾔い、観光に向かわれた。 

 
あおもり観光情報センター  
■台湾国籍の 20 代⼥性が、五所川原駅から新⻘森駅までバスに乗⾞し、⾞内にスマートフォンを忘れてしまっ

たと来所。忘れたスマートフォンには新幹線の切符データが入っているので、スマートフォンが無いと乗れ
ないとの事だった。日本語が話せないとの事で、こちらでバス会社へ連絡し、忘れ物の確認をして頂いたと
ころ⾒つかり、そのスマートフォンを新⻘森駅⽅⾯のバスに載せてくれる事になった。届くまでの時間に予
定の新幹線に乗れなかった事情を JR へ伝え、何とか(別の)新幹線に乗⾞出来ることになった。バスの到着時
間に合わせてバス停に⾏き、スマートフォンを受け取り、新幹線に無事乗⾞出来た。安心されとても喜ばれ
た。 

■フランス国籍で、日本語が全く話せない男性 2 ⼈が来所。今年は 3 年ぶりにねぶた祭が開催され、例年だと
ねぶた祭の期間中、フェリーターミナル周辺に臨時キャンプ場が出来るが、今年は新型コロナウイルス感染
拡⼤防⽌のため、臨時キャンプ場は中⽌となっていた。来⻘された男性 2 ⼈は、ネットで調べてきたフェリ
ーターミナル周辺に今年も臨時キャンプ場があると思い、テント持参でアクセスを聞きに来所。今年は新型
コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため中⽌とご案内。驚かれていたが、この周辺で他にキャンプ出来る所はあ
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るかとの事。新⻘森駅、⻘森駅周辺にテントを張れる所は無い。⻘森市内のキャンプ場は離れた⼭間部にあ
り、来所された時間にバスなどの移動⼿段はなく、タクシーのみになるとお伝えし、ホテルなども満室とご
案内。2 ⼈で相談しながら出て⾏かれたが、再度来所されなかったので、その後どうされたかについてわから
ず、とても心苦しかった。 

■フランス国籍、韓国籍の 5 ⼈組⼥性が「⻘森から秋田県⼤館駅 1 つ⼿前の白沢駅に⾏きたい」と来所。⼤⾬
の影響で奥⽻本線が運休し、そこまで⾏く⽅法が無く困っていた。お客様ご自身で宿泊予定のホテルへ連絡
して頂き、その間、私たちも途中まで⾏く事が出来る電⾞やバスをお調べしていた所、宿泊先のホテルのオ
ーナーが碇ヶ関駅まで迎えに来て下さる事になった。お調べした⽅法で新⻘森駅から弘前駅までは奥⽻本線
で移動し、弘前駅から碇ヶ関駅までは弘南バスで移動し、無事に宿泊先へ⾏ける事になり⼤変喜ばれていた。 

 
古川駅総合観光案内所 
移動⼿段や時刻表、施設の利⽤時間など具体的な問合せが多く、丁寧に説明した時に「ありがとう」と⾔われ
ると嬉しい。分かりやすいチラシなど作成しており、上⼿く伝わらない時などは便利。 
 
松島観光協会 V 案内所  
■訪日客は少しずつ増えている。松島湾の遊覧船は 2 社あるが、その遊覧船の違いを聞かれることが多かった。

それだけ遊覧船を利⽤される⽅が増加したのかと思われる。 
■当協会では「温泉むすめ」のグッズ販売、「温泉むすめ」地域に特化したデジタルコイン「ルーラコイン」

での支払いが可能。グッズの中には「ルーラコイン」でしか購入できないものもある。「ルーラコイン」利
⽤者は日本⼈だけと思っていたが、若いフランス籍の男性 2 ⼈が「ルーラコイン」限定グッズ購入するため
に「ルーラコイン」プリベイドカードを購入されたのには驚いた。中国籍の⽅も「温泉むすめ」グッズを購
入された。日本のアニメは世界中に浸透しているのだと「温泉むすめ」を取り扱うようになり分かった。 

 
JR EAST Travel Service Center(仙台駅) 
■ハワイからの夫婦が仙台〜⼤宮まで⽚道分のきっぷを購入希望でご来店。⼤宮から成田空港まではバスを利

⽤予定。不安な様⼦だったので、⼤宮のバスチケット案内所までのルートを WEB で調べ、印刷してお渡しし
た。改札内のエレベーターなどの場所を、実際に一緒に⾏って案内したところ、とても安心した様⼦で非常
に喜ばれた。次の日、その夫婦が再び来店され、お礼のお⼿紙とハワイのお⼟産を届けに来てくださった。
「ハワイからの旅⾏者 2 ⼈を助けた⼥性たちへ」と宛先に書かれており、深い感謝の気持ちを受け取った。 

 
NEXCO 東日本 安達太良サービスエリア 上り線インフォメーション 
アジア圏の男性が来所されたが、聞き取りが難しかったため、ビデオ通話の準備をしているうちに不機嫌そう
に売店へ向かってしまった。急いで iPad を持ち、お客様と通訳オペレーターを交えてお話をお伺いした。「日
本円に換⾦したい。どこかでできるところはないか︖」、「お薬はどこにありますか︖」とのこと。あいにく
換⾦所はなく、高速道路でお薬の取扱いがないことをご案内した。お薬を探していたため、どこか体調が悪い
のか尋ねると、お客様は笑顔でお礼を⾔い、踊るしぐさを⾒せた。その後も売り場やレジを案内するなど、お
⼿伝いをした。出発の際には、インフォメーションへ⽴ち寄りお礼の声をかけてくださった。なかなか⾔葉が
通じず、お客様をイライラさせてしまったが、ビデオ通訳を使い、諦めずに問合せにお応えしたことで、お客
様が笑顔で出発することができた。 
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＜関東＞ 
宇都宮市観光案内所  
⼤谷観光へ⾏く⽅が、⼤きなキャリーケースをお持ちで、ロッカーの空きがなくお困りだったのでこちらでお
預かりした。戻ってきた時に⼤変喜んでおり、お礼のお菓⼦をいただいてしまった。 
 
川越市川越駅観光案内所  
(訪日客の⽅は)歓迎の気持ちを表すために、鶴の折り紙ブックマークを渡すと喜ばれる。また、8 のつく日「着
物の日」に着物姿で案内するのも喜ばれ、在住の来訪者との喜ぶポイントの違いを感じた。 
 
千葉市幕張観光情報センター  
先日、成田空港⾏き高速バスの時間を尋ねてきた若い⻄洋⼈男性に出身国を尋ねたところロシアとのこと。今
の情勢から、⾔葉を選ばなければいけない気がして会話が上⼿く続かなかったが、帰り際に一⾔「Спасибо．
(スバシーバ)」と⾔ってみると、表情が笑顔に変わり、「オー、スバシーバ」と喜ばれたようだった。英語圏
以外のお客様には、短い挨拶だけでも相⼿の国の⾔葉で話すように心掛けている。 
 
成田国際空港株式会社 ツーリストインフォメーションセンター(第 1 旅客ターミナルビル) 
Q:ハイキングと富⼠登⼭に関して相談したい。(イギリス籍男性 40 代) 
A:富⼠登⼭の資料を⽤意して差し上げた。富⼠登⼭は⼭小屋が予約でいっぱいだろうと思い、躊躇していたら

しい。とりあえず⼭小屋のリストをお渡しし、日本にいるご友⼈と計画してもらう事となった。お客様が想
像していたよりも富⼠登⼭の所要時間が⻑かったようで、他におすすめのハイキングコースがないかと聞か
れた。スタッフのおすすめとして、観光客でごった返すような⼈気コースではなく⽐較的⼈の少ない奥日光
や富⼠五湖周辺(⻄湖と本栖湖)をご案内した。するとご自分のスマートフォンですぐさま画像検索し、「あ
〜いいね︕こういう静かな雰囲気の所を探していたんだよ」と喜んでくださった。横浜を拠点に動くとの事
で、公共交通機関のアクセスには問題はないが、登⼭口やハイキングコースの入口までの交通機関は不便で
あることが多いので、できればレンタカーをした⽅が良いとアドバイスした。ご本⼈曰く、最⼤の障壁とな
るのはハイキングに興味がない日本の友達、との事だったが、「彼を説得するのに良い情報をもらえた」と
満⾜そうな様⼦で案内所を後にされた。無事にお友達を説得して、ハイキングを満喫してもらえることを願
っている。 

 
成田国際空港株式会社 ツーリストインフォメーションセンター(第 2 旅客ターミナルビル)  
Q:以前に「能」を⾒てとても興味深かったので、今度は「歌舞伎」をみたい。(アメリカ籍・日本⼥性 10 歳) 
A:夏休みで日本に住む⺟⽅の祖⽗⺟を訪ねて来日したとの事。今年は歌舞伎を⾒るのを楽しみにしてきたとい

う。ちょうど歌舞伎座で⾏われている 7 月のグランド歌舞伎のチラシをカウンター前のラックに配架してい
たので、それをお渡しした。しかし内容が少し難しいと思ったので、歌舞伎美⼈のサイトを⾒れば歌舞伎に
ついて色々知る事ができ、チケットや演目も調べられる事をご案内した。ちょうど 7 月に「風の谷のナウシ
カ」の演目がある事をお話しするととても喜ばれた。また歌舞伎座の地下にある⼟産物店では隈取りフェイ
スパックなどの⼟産物が買える事もご案内した。⼤抵のお客様はこのあたりで満⾜してご案内終了となるの
だが、「能とはどうちがうの︖」とか「どうして男だけ演じるの︖」など、鋭い質問をしてきた。しどろも
どろになりながら歌舞伎の起源は出雲阿国という⼥性が始めたが、⼈気になりすぎて混乱したため、男性が
演じるようになった事(遊⼥が踊って風紀が乱れた、という説明は⼦供にしにくい)、能は武家のためのもの
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で、歌舞伎は庶⺠のためのものであった事などを説明すると、最後にはにっこり笑って「あなたは一生懸命
お話してくれました。ありがとうございました」と⾔ってくださった。 

 
JR EAST Travel Service Center(成田空港ターミナル 1)  
エールフランス航空で各 20 ⼈、20 ⼈、22 ⼈の 3 グループ計 62 ⼈と添乗員 3 ⼈が「JAPAN RAIL PASS」の
引換えで来店。40 ⼈は⼤月駅まで、22 ⼈は高⼭駅まで⼿配した。「今後もこのようなツアーはあるが、とにか
く今の添乗員同⾏のルールが変わるまで、それほど増えない」と添乗員から話しがあった。 
 
JR EAST Travel Service Center (東京駅)  
■スイス籍の 60 代男性、30 代男性の親⼦。「五箇⼭に⾏きたいが、泊まれるところがあるか。合掌造りの建

物に泊まりたい」との問合せだった。部屋は襖でしか仕切られていないと思うが⼤丈夫か確認すると、そう
いうところが良いとのこと。「空き状況を確認したい」と⾔われたので電話番号をお伝えし、ご自身で確認、
予約をしていただくようご案内した。また、「この景色が⾒たい︕」とスマートフォンのきれいな写真を⾒
せてくださった。「星峠の棚田」とそこにかかる雲の写真だった。「ちょっとアクセスが悪いところだと知
っているが構わない」とのこと。星峠へは新潟から出発するとのことなので、越後湯沢、六日町経由でまつ
だい駅まで⾏き、そこからタクシーで⾏くようお勧めした。バスは本数が少ないのであまりお勧めではない。
息⼦さんが日本語を話されるので、駅からタクシーをチャーターするのもよいのではないかと伝えた。お⽗
様は自然の景色が⼤好きだそうで、日本の幻想的な風景を⾒られることが楽しみでしょうがない様⼦だった。 

■在住インド籍の 30〜40 代⼥性 1 ⼈、男性 6 ⼈のグループ。「JR TOKYO Wide Pass を購入したいが、お薦
めの場所を教えて欲しい」との問合せだった。使⽤開始は明日からと仰っていたが、明日(⼟曜)は台風接近
の予報が出ているので遠出を避け、天気が回復する日曜、月曜に計画を変更した⽅がいいのではないかとア
ドバイスした。その後、しばらくどこかに電話しながら皆さんで相談しておられた。そして、再びカウンタ
ーに来られ、「今日はこれから暑さを避けるために軽井沢へ⾏く」とのことで、新幹線の時刻や乗⾞場所を
伝えた。尚、「JR EAST PASS (東北エリア)」は購入される予定とのことだが、現在(報告当時)東北エリアは
⼤⾬による河川の氾濫などで運転を⾒合わせている路線があるので、「状況を把握した上で計画を⽴てたい」
と仰っていた。 

 
東京都台東区⽴浅草⽂化観光センター  
■アメリカ籍の 4 ⼈家族(40 代男性、70 代祖⺟、10 代⼦供 2 ⼈)の祖⺟が熱中症気味で来館された。冷却材を

お渡しし、館内で暫くお休みいただいたところ回復され、「案内所があってよかった。ありがとう」と退館
された。男性と⼦供 2 ⼈は日本在住で、祖⺟が会いに来ているとのことだった。 

■7F 展示スペースで、⼤阪観光局と台東区の共同パネル展を開催した。それぞれの地域の魅⼒や観光スポット
を紹介し、違いや共通点をお楽しみいただける内容となった。東京を起点に全国を旅⾏する訪日客はまだ少
ないが、今後も旅⾏者の旅のヒントにして頂けるような他地域と連携した展示を実施していきたい。 

 
東京シティアイ  
■SDGs への取組みの一環として、近隣施設の取組みを当所が運営する各⾔語の SNS で発信した。近隣ラグジ

ュアリーホテルの SDGs 取組み、そして身障者をはじめとする様々な⽅に向けたタクシー会社のサービスを
紹介する記事が、日、韓、中の SNS で高閲覧数を記録した(所内⽐)。 

■丸の内のセミの声を紹介する動画が、中国語 SNS 上で今期切っての高閲覧数を記録した。まだ自由に観光に



案内業務事例/特記事項(東日本)◎ビジット・ジャパン案内所(Vol.522) 

13 

 

来られないこの時期、現地の様⼦をリアルに伝えた点が⼈気に繋がったと思われる。 
■季節に合わせて、富⼠⼭特集として、日英二ヵ国語による登⼭ルートの紹介、富⼠登⼭パンフレットコーナ

ーを設置した。また、入口ディスプレイとして、折り紙で夏祭りの屋台(⾦⿂すくい、りんご飴など)を再現
し、通りすがりの⽅々の注目を集めた。在住者と思われる外国籍の⽅から、折り⽅を聞かれたこともあった。 

 
中央区観光情報センター  
■案内所の質向上のために取り組んでいること:ユニバーサルツーリズムを意識し、毎朝朝礼時に⼿話の練習を

⾏っている。スタッフ全員が簡単な挨拶ができるようになってきた。 
 
まちの案内所 町田ツーリストギャラリー  
町田市の公園に設置されている「ポケふた(ポケモンマンホール)」のレプリカを熱心にご覧になっていたので、
こちらから声をかけてマップ類などをお渡ししたところ、とても喜ばれた。 
 
としま区⺠センター インフォメーション  
来館したドイツ籍の留学生の求めに応じてアニメやコスプレ、メイドカフェといったサブカルチャー情報を提
供。「ここを今後の情報入⼿拠点にしたい」と非常に喜ばれた。 
 
藤野観光案内所ふじのね  
地元産野菜の販売も⾏っているが、来館した中国籍の観光客は中国野菜(空芯菜)を売っていることに感動し、
まとめ買いをしてくれた。 
 
横須賀市観光案内所  
最近の横須賀では度々米海軍空⺟が入港するが、ほとんどの乗組員は初来日の様であった。短い休暇を利⽤し、
横浜、東京⽅⾯に出かけるに先⽴ち、多数の⽅が当案内所に来訪された。問合せ内容は交通系 IC カードや切符
購入⽅法や目的地までの乗り継ぎなどに関するものであった。すでに、買い物店や観光施設、繁華街などはネ
ット、スマホなどを駆使し、情報収集されているものの、いざ、実際の目的地までに⾏くにあたり電⾞に不慣
れなため、乗り継ぎなどに困惑されるケースが数多くみられた。当案内所は従前から同様の問合せを当地の軍
関係者からも受けており、その経験を踏まえ、独自の電⾞マップ、乗り換えなどの英文書⾯を作成しており、
当該書⾯を提示し案内を⾏ったところ、分かりやすいと喜ばれた。 
 
甲府市観光案内所  
概況に報告した無茶な登⼭プラン。他案内所では実際案内することはないと思うが、参考までに共有したい。
広河原から甲府へ戻る最終バスが早すぎるため、歩いたらどれくらいかかるか、という⽅がいた。広河原イン
フォメーションセンターに聞いたところ、広河原から夜叉神峠までは 3〜4 時間、夜叉神峠から芦安までが 1.5
〜2 時間、芦安から甲府までが 2〜3 時間。合計約 8 時間かかるとのこと。「トレイルランをするような⽅なら
⼤丈夫だが、やめた⽅がいい。バスがあるうちに帰ってこられる計画を⽴ててください」とのことである。 
 
＜北陸信越＞ 
⻑岡駅観光案内所  
イギリス籍の来訪者から、「お祭りに⾏く時にどうしても浴⾐を着て⾏きたいから、浴⾐を購入出来る店を教
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えて欲しい」と⾔われ、心辺り全てに電話で確認をしてみたが、全て完売していて男性⽤の浴⾐を販売してい
る店は一件も無かった。レンタル浴⾐なら何とか出来るかと思い連絡をしてみたが、その日は着付け出来る⼈
が⼿配できず、結局浴⾐を着る事は出来なかったが、対応に対してとても感謝して下さった。 
 
道の駅 のと⾥山空港  
訪日旅⾏者に対しては、「どちらにおでかけですか︖」「困りごとはありませんか︖」や、「何か必要な情報
はありませんか︖」など話しかけるだけでも喜ばれている。使⽤⾔語は日本語が多いが、日本在住期間の⻑い
⼈も多く、日本語での対応で済んでいる場合が多く、こちらも気楽に話せるので会話はフレンドリーで会話が
弾むことも多い。 
 
野沢温泉観光案内所  
トレッキングコースについてお尋ねの外国籍の⽅に、英語のパンフレットの⽤意がなく、日本語のガイドパン
フレットではあったが、要所要所に英語で注釈をつけてご案内したところ、喜ばれた。 
 
JR EAST Travel Service Center(⻑野)  
「JAPAN RAIL PASS」引換えでご来店頂いたお客様に、⻑野駅から白馬へのアクセスをご案内した。その際に
アクセスだけでなく、現地の高⼭植物園やオススメのレストラン、カフェなどもご案内したところ、⼤変喜ば
れた。 
 
＜中部＞ 
新富士駅観光案内所  
タクシー運転⼿さんから、「通訳をしてほしい」とお願いの電話があった。電話を代り、⾏先のホテル名を伺
ったが市内のホテルではなかった。どこから電話しているのかを尋ねたところ、駅前のタクシー乗り場にいる
というので、案内所を出て目の前のタクシー乗り場に⾏き、直接話して住所などを確認したところ、東海道新
幹線駅の新富⼠駅から 60 キロほど離れた⼭梨県富⼠吉田市にあるホテルだった。路線バスもあるが、最終便は
すでに出発していた。順調にいっても目的地までは 1 時間 30 分以上はかかるため、タクシー代も高額である。
広島県から新幹線できたというアメリカ籍の⼥性(3 ⼈)はタクシー代などについて調べてあったため、高額であ
ることは承知していた(17,000 円〜18,000 円ぐらい)。ただ、タクシー運転⼿さんが、県を越えて 60 キロほど
離れたよく知らない地域まで運転することへの不安があるということで、彼⼥たちを乗せて目的地まで⾏って
くれるタクシードライバーさんを探し、彼⼥たちを⾒送った。 
 
富士山静岡空港総合案内所  
7 月も紹介した、当空港と⼤井川鐡道の共同で⾏ったオープントップバスツアーであるが、22 回の催⾏で 555
⼈の集客を得ることができた。屋根なしのバスを使⽤しての空港⾒学対応の試みは当案内所にとっても、ある
意味、挑戦を含むものであったが、職員のみの達成感だけでなく、周囲からの高評価を得て終了することがで
き、全般において成果の⼤きいものであった。またこの経験を持って、新たなものへ挑戦していきたい。 
 
藤枝市観光案内所  
「⽔を購入したい」と来られた⽅に、近くの販売機、コンビニで買える旨を伝えたところ、その後「購入でき
た」とお礼を伝えに来たが、よく⾒ると 2 リットルの焼酎ボトルを持っていたので、「それは⽔ではない」と
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伝え、一緒に購入した店まで⽔と交換しに⾏った。⼤変喜ばれた。 
 
御殿場プレミアム・アウトレットウェルカムセンター  
■独自の英語表現:40 代フィリピン籍の⼥性より、「comfort room はどこですか」、と英語の問合せ。直訳す

ると「快適な部屋」であるが、実際は「お⼿洗い」のことを差している。これはフィリピン独特の単語で、
中には「CR」と略すこともある。 

 
オアシス 21i センター  
2 日前に来日し、日本語、英語があまり話せないチリ籍の⽅が来所。「銀⾏口座も携帯電話回線もないが送⾦し
たい」とのことでわかりやすく送⾦⽅法をいくつか説明し、ご案内したところ⼤変喜ばれた。 
 
志摩市観光案内所  
レンタサイクル利⽤者はどのようなコースを⾏かれるか、どんなことに興味があるかをリサーチするため、ウ
ェブアンケートを日本語と英語で作成中。 

 
 

以上 


