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10 月 概況(案内業務や訪日訪日客の動向)〜⻄日本〜 
 
＜近畿＞ 
北陸道 賤ヶ岳サービスエリア 上り線 エリア・コンシェルジュ 
訪日客の受入れが始まり、久しぶりに海外からの団体バスが入った。イギリスからのツアーのお客様で、「喫
煙ルームはどこか︖」と問合せがあり、設置場所までご案内した。また、マスクの販売場所の問合せもあった。 
 
彦根市観光案内所  
■(来訪者)全体では昨年同⽉の 5 倍となった。コロナ禍で前年と⽐較してこれだけの増加は初めて。それでも

2019 年と⽐較すると、9％とまだまだ少ない。地域別にはアジア、ヨーロッパが昨年よりも⼤きく増加した。 
■直接の来所はなかったものの、20 人近いグループの来訪も⾒られた。お城へ⾏かれたツアーや、街道歩きの

グループ。聞くところによると、来年の春に向け予約も増えているとのこと。 
■日々カウンターで接客対応しているだけでも外国籍の観光客の増加は実感しており、身の引き締まる思いだ。 
 
彦根観光センター  
訪日客の新規入国制限の緩和の影響か、10 ⽉に入り各国からの旅⾏者が増えてきている。また、当市のイベン
トの一つである「ご当地キャラ博」が昨年はコロナウイルス感染拡⼤のためオンライン開催だったが、今年は
通常通りご当地キャラクターの聖地、「彦根」で⾏われた。以前とは違い、屋形船にキャラクターが同乗する
遊覧観光が⾏われたり、会場も観光スポットの一つである当城内の⼤名庭園前や公園、⼤正ロマン風の街並み
の 3 ヵ所で開催されたため、外国籍の方も興味を持たれ、案内も多く忙しかった。 
 
天橋⽴駅観光案内所  
10 ⽉になり、一気に訪日客数が増えてきた。土日に限らず、平日も訪日客が多い。前⽉(9 ⽉)に⽐べ 5 倍程に
なったが、コロナ禍前の人数にはまだまだ戻らない。外国語のパンフレット消費量も増えてきたが、なかなか
外国語のパンフレットを送付してもらえるところが少なく、集めるのに苦労している。 
 
トロッコ⻲岡駅観光案内所  
■当⽉の訪日客数は 294 人、9 ⽉と⽐べて 245 人の増加となった(アジア地域 230 人、ヨーロッパ地域 18 人、  

アフリカ地域 2 人、北⽶地域 40 人、南アメリカ地域 4 人)。 
■観光目的の個人旅⾏による入国が再開してから、訪日客が目に⾒えて増加。10 ⽉初旬は 2 週に渡りタイから

の添乗員付きツアー2 団体(30 人と 40 人)の乗⾞があった。 
■トロッコ列⾞の認知度が⾼いアジア地域からの訪日客が圧倒的に多く、また、コロナ禍前に⽐べ韓国籍の方

が増加傾向。珍しくアフリカ地域のナミビア共和国から若い⼥性がレンタル着物で来所。円安の影響もあり、
世界各国の人々から日本への旅⾏が注目されていると感じる。 

 
阪急京都観光案内所・烏丸  
■10 ⽉に入り、入国制限の緩和、個人旅⾏が解禁となり、外国籍の案内所利⽤者は昨年同⽉対⽐で 10 倍以上

増加した。また、短期滞在者向けのお得なチケットも前年同⽉は 0 枚だったのに対し、95 枚の販売があった。 
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■来訪者の国籍はアジア圏が半数を占め、特に韓国が多く、中国からの訪日はまだ少ない。紅葉も始まりつつ
あり、皆さん久しぶりの京都観光を楽しまれている様子だった。 

 
大阪観光案内所  
■入国が緩和された直後の週末あたりから急激に外国籍の方の来所が増え、9 ⽉の約 4.5 倍の 3,597 人となっ

た。当案内所は 10 ⽉ 16 日より開所時間が 8〜20 時から 7〜22 時となったが、延⻑した時間の人数を差し
引いても、外国籍の方は 9 ⽉の 4 倍増となった。(来訪者の多い国は)韓国、香港、アメリカ、シンガポール、
台湾、タイ、中国、フィリピンの順で、特に韓国、香港、シンガポールが急増。韓国は 9 ⽉は 40 人だったが
当⽉は 894 人で 22 倍増、香港は 17 人から 549 人で 32 倍増、シンガポール 9 人から 200 人の 22 倍増で
あった。コロナ禍以降、上位にくることが多かった中国、ベトナム、インドなどは来所数がこれまでとほぼ
変わらず、これらの国は在住者の来所が多いためと思われる。 

■JR パスやお得なチケットに関する問合せが多く、それらのチケットを使って移動されるのに伴い、他府県を
含めた問合せも多くなり、時間をかけて案内することが増えている。 

 
観光交流プラザ りんくうまち処  
■10 ⽉ 11 日からの訪日客の入国制限の⾒直しにより、外国籍の方の訪問人数が飛躍的に伸びた。具体的には

今年 9 ⽉までの⽉平均 49 人が 10 ⽉だけで香港 578 人、台湾 151 人、韓国 43 人、その他を合わせ、合計
945 人と 20 倍近くに増加した。ただ、中国本土からは出入国がまだ難しいようで 12 人と少なかった。 

■当案内所では⼿荷物預かり業務も⾏っているが、近くのアウトレットでの買物のために⼿荷物を預ける方か
らは「ようやく出入国が自由になりこの日を待ちに待って訪日した」という話をよく聞いた。また、近くの
施設や近郊の観光地への移動方法を尋ねてこられる訪日客も増え、久々に観光案内所としての業務で忙しく
なってきた。それに加えて旅⾏⽀援の「⼤阪いらっしゃいキャンペーン」も 10 ⽉ 11 日から全国に拡⼤され、
国内各地からの観光客も増加した。最終的に来訪総数は 9 ⽉に⽐べ約 50％アップの 4,536 人となった。 

 
新神⼾駅観光案内所  
来訪者は前⽉度⽐ 362.3 %、前年度⽐ 619.3 %となり、10 ⽉ 11 日に日本が国境を開いてから、格段に案内
所を訪れる海外旅⾏者が増えた。海外旅⾏者向けの無料スマートパスポートも毎日一定のペースでお渡しして
いる。来日を楽しみにしていたとのお話をよく聞く。関東方⾯からの神⼾入り、または京都へ向かう際の途中
⽴ち寄り、⼤阪からの日帰りでの来神など。神⼾は数時間の滞在のつもりだったが、無料スマートパスポート
をお渡しすることで、予定より滞在時間を延ばしてくださり、案内所に戻ってきて「満足した」とコメントを
残される方も多かった。 
 
姫路市観光案内所  
10 ⽉の外国籍来所者は 326 人で、前年度⽐ 75.8％増。9 ⽉と⽐較すると来訪者は⼤幅に増加した。シンガポ
ール、タイ、フランス、ドイツ、アメリカの出身者が多く来所されている。団体でお越しの方も多いようで、
ツアーコンダクターの方がパンフレットをまとめて取りに来られることもあった。最近は姫路城だけでなく、
「ラストサムライ」の映画のロケ地として有名な書写⼭圓教寺へ⾏く方からの質問も多く頂く。SNS などで情
報を前もってゲットされているように⾒受けられた。 
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奈良県猿沢イン  
■全国旅⾏⽀援が 10 ⽉ 11 日に開始され、国内旅⾏の機運が⾼まったことや、感染防⽌の⾏動制限がなくなり、

⾏楽や出張が増えたことなどで人出が活発となり、総来館者数は 5,311 人で前年同⽉⽐は増加(+171 人
/103.3％)となった。前年度は多数の⾏事・イベントが中⽌されたのに対し、本年は多くが開催されたことも、
奈良訪問のきっかけとなった。 

■カウンター受付者数は 421 人。前年同⽉⽐で⼤幅増加(+258 人/258.3%)となった。政府による水際対策が
10 ⽉ 11 日から⼤幅に緩和され、ほぼコロナ禍以前の状態に戻った。これにより、観光目的で新規に入国し
た旅⾏者が多く来館した。あわせて、在住外国籍の方による国内旅⾏や移動などの機会も増え、9 ⽉に続き、
コロナ禍以降で最⾼のカウンター受付数を記録した。 

■前年度を⾒ると、感染拡⼤の⻑期化で世界各国からの観光目的の入国が停⽌。感染者数の劇的な減少、ワク
チン接種率の向上により、在住外国籍の方による国内旅⾏が増加し、カウンター受付者数は回復傾向にあっ
た。案内所は 10 ⽉ 1 日から通常営業を再開した。 

■コロナ禍の影響がない 2019 年 10 ⽉度との⽐較では、1,540 人/21.5％と初めて 2 割を超えた。 
 
熊野本宮観光協会  
■入国制限緩和により、急激に外国籍の方の人数が増加している。前年 10 ⽉ 51 人が当⽉は 174 人(対前年

341％)となった。年度累計は 10 ⽉までで前年度 319 人に対し、今年度は 434 人(対前年 136％)となった。 
■入館者は 10 ⽉末で年度類計 434 人と、既に昨年度全体の 418 人を上回った。10 ⽉ひと⽉で急激に回復する

結果となった。 
■特に 10 ⽉ 11 日の制限緩和日以降の入館者が 145 人と、10 ⽉入館者のうち 83％を占めている。 
■当初は、訪日客は制限緩和後まず都市部で増加し、その後当地のような地方で増加すると予想したが、日本

入国後いきなり熊野古道歩きに来た方が少なからずいた。 
■人数的には欧⽶豪の増加が著しい。11 ⽉以降は更なる増加が⾒込まれる。コロナウイルス感染再拡⼤などの

不安要素もあるが、今後に期待が持てる。 
 
＜中国＞ 
鳥取市国際観光客サポートセンター  
来訪者は前年同⽉⽐ 79％増。内訳は東アジア 58％、東南アジア 8％、北⽶ 4％、その他 26％。コロナ禍前ま
で東アジアの全体に占める割合は約 8 割であったことに⽐べると若⼲弱いが、だいぶ戻ってきた。9 ⽉から少し
ずつ感じられ始めた人の往来は、10 ⽉になってより活発になっている(前⽉⽐ 75％増)。 
 
松江国際観光案内所  
10 ⽉の来所者数は前年同⽉⽐ 253％(147 人)となった。10 ⽉には 3 年振りとなる夜のイベント「水燈路」が
開催され、外国籍の観光客への案内件数も多かった。 
 
岡山市ももたろう観光センター  
9 ⽉が 162 人だったのに対し、当⽉は倍以上(375 人)の外国籍のお客様が来館された。来岡されるアジア圏の
方は台湾が多かったが、10 ⽉はシンガポール籍のお客様が多く来館された。また、「瀬⼾内国際芸術祭」の期
間中だったのでフランス籍の方もその次に多く来館された。 
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倉敷館観光案内所  
訪日客の個人旅⾏が解禁となって以降、美観地区を訪れる外国籍の方が増加している。2019 年 10 ⽉の外国籍
の入館者が約 400 人であったことと⽐較すると、まだ半数程度に留まるが、2020 年以降では一番多かった。
案内カウンターに⽴ち寄り、⾒所などをお尋ねになる方も増えている。しばらくの間、英語での案内がほとん
どなかったため、案内に不安のあるスタッフもおり、翻訳機の導入などの要望がスタッフ間であがっている。 
 
広島市観光案内所(平和記念公園レストハウス)  
■カウンターにて対応した外国籍の方の人数は前⽉⽐ 234％となった。入国緩和により、当⽉に入って外国籍

の方の来所が急増している。  
■観光案内所のある平和記念公園内を歩く外国籍の方もかなり増え、こちらで確認した国籍も北欧、アジア、

北⽶、南⽶、アフリカ、豪州と世界中にまたがり来訪される方が多くなっている。個人旅⾏客の増加で、久
しぶりにバックパッカーの外国籍の旅⾏者を⾒かけた。マレーシアからの家族は今回で日本は 3 回目の旅⾏、
広島には初めて来たとのこと。アジア圏からのリピーターの訪問も久しぶりに⾒られた。 

■JR パスをご利⽤の外国籍の方から宮島へのアクセスや、「めいぷる〜ぷ(バス)」の利⽤方法など、コロナ禍
以前によく聞かれた質問が再び増えてきた。 

 
山陽⾃動⾞道 福山サービスエリア 下り線 インフォメーション  
■コロナ禍の入国制限も徐々に緩和され、市場の円安状況などから、9 ⽉以前に⽐べサービスエリアでも外国籍

の方のグループを⾒かける機会があったように思う。 
■4 年振りに尾道⇔今治間で、「国際サイクリングしまなみ 2022」が開催され、世界 35 の国や地域から約

6,400 人超の参加があり、国外からの参加者や旅⾏者も多数あったようだ。 
 
広島バスセンター総合案内所  
10 ⽉ 11 日より入国制限の上限が撤廃されたが、当案内所への来所は未だ少なく 1 日平均 2.5 人で、9 ⽉より
も減少した。在住外国籍の方の来所が 9 ⽉より少なく、入国者の来所も増えなかったためと思われる(9 ⽉:102
人、10 ⽉:78 人)。また、当案内所は広島空港からリムジンバスを利⽤してバスセンターで降⾞され、案内所へ
⽴ち寄られる方が圧倒的に多いため、広島空港の国際線が再開していない現在、来所者が増えるのはまだしば
らく時間がかかると思われる。だが中旬以降、イギリス、スイス、オーストラリアからの入国者の来所があり、
少しずつ海外往来の再開も感じた。2023 年 1 ⽉には広島⇔台北便が再開予定のため、外国籍の観光客の来所が
増えるのを期待したい。 
 
新山⼝駅観光交流センター  
■10 ⽉全体の来所者数は 3,512 人で、外国籍の来所者数は 42 人(前年同⽉⽐ 262%)。10 ⽉ 11 日を境に、日

本在住以外の外国籍の方が一気に増加した。  
■ホテルへの⼿荷物配送サービスの利⽤も 11 件あった。「JR PASS」などの問合せも増加。外国籍の旅⾏者へ

の案内をもう一度復習し、万全の体制を整える必要があると感じた。 
 
＜四国＞ 
高松空港インフォメーションセンター 
9 ⽉の問合せ件数は前⽉(9 ⽉)より 71 人増の 116 人となり、昨年度の 11.6 倍(昨年度:10 人)となった。定期
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国際線 4 路線(台北、ソウル、上海、香港)の運休は続いている状況であるが、ソウル線が 11 ⽉ 23 日から、台
北線が来年 1 ⽉ 19 日から運航再開することが決定した。 
 
松山空港総合案内所  
引き続き国際線は全便運休している。国内線は運⾏便が通常時と同じくらいに戻りつつあり、ご利⽤のお客様
が増加しているが、海外からのお客様はほとんど⾒かけない状況。引き続きパンフレレットの補充や 10 ⽉から
「JNTO 認定外国人観光案内所 英会話 e-learning」を受講し、各自学習を⾏っている。 
 
高知県「ｉ」案内所  
■外国籍の観光客の入国制限が緩和され、前⽉と⽐べると外国籍の旅⾏者数が 3 倍以上となった。個人客が多

いが、ツアーで来ている⼤人数のグループも⾒かけるようになった。 
■現在配布しているパンフレットはコロナ禍前の物が多く、最新情報のパンフレットが⽤意できていないため、

⾼知県全体で多言語のパンフレットのアップデートが必要だと感じた。 
 
四万十市観光案内所  
40 人台の訪日客が来たのは実に 25 ヵ⽉振り、久しぶりに他言語が案内所内を飛び交う様子が⾒られた。コロ
ナ禍前と⽐べ、来訪者の国籍に⼤きな違いはないが、カナダからの来訪者がこれだけひと⽉に重なるのは珍し
い。また、初めての日本旅⾏の方や、リピーターの方が入り混じっている印象だった。そのため、ご案内時の
情報提供の深度はお客様に応じて柔軟に対応していきたいと考えている。 
 
仁淀ブルースクエア  
そのままの自然を楽しみたいお客様が増えている。シンガポール籍の方や中国語と英語を話すアジア圏の方が
ちらほら、川のアクティビティーや紅葉の渓⾕散策などに訪れるようになった。その他、来年のクルーズに乗
船予定のスペイン籍と思われる方からも問合せがあった。 
 
＜九州・沖縄＞ 
門司港駅観光案内所  
10 ⽉ 11 日より海外からの個人旅⾏者の入国が解禁され、門司港にも 10 ⽉ 14 日頃から訪日客が徐々に戻って
きた。当⽉の外国籍の来訪者は 44 人。問合せ内容はコロナ禍前と同様、関門人道トンネルや唐⼾市場への⾏き
方についての質問が多い。その他、訪日客が利⽤することの多い「JR 九州レールパス」や「SUNQ パス」の使
⽤可能な路線についての問合せがあった。コロナウイルス感染症が流⾏し始めた 2019 年から、個人旅⾏が解禁
された当⽉までの期間中、この様な問合せはほとんどなく、久しぶりに上記について案内したため、インバウ
ンドの回復を実感し、感慨深かった。 
 
太宰府市観光案内所  
10 ⽉ 11 日から外国籍の個人旅⾏客の入国も解禁され、一気に外国籍の観光客が増えた。外国籍の来所者数が
100 人を超えたのは 2020 年の 3 ⽉以来で、特に韓国、タイのお客様が多かった。 
 
嬉野温泉観光案内所  
外国籍の観光客が来訪されるようになってきた。9 ⽉まではほぼゼロであったが 10 ⽉に入り、1 日あたり数組
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が案内所を訪れている。国籍は、韓国が一番多く、一部タイ、台湾からも来訪されている。 
 
⻑崎市総合観光案内所  
■10 ⽉の外国籍来所者数は、9 ⽉より 271 人多い 327 人。内訳は韓国 75 人、台湾 43 人、ドイツ・⽶国各 28

人、香港 26 人、中国・タイ各 21 人、フランス 11 人、豪州 8 人、マレーシア・インド・カナダ各 7 人、オ
ランダ・ウクライナ各 6 人、英国 5 人、シンガポール・フィリピン・ルーマニア各 4 人、イスラエル・ニュ
ージランド各 3 人、インドネシア・イタリア・スペイン・ブラジル各 2 人、メキシコ・アルゼンチン各 1 人
であった。その多くが、水際対策により一時的に停⽌された 68 の国・地域に対するビザ免除措置が再開され
た 10 ⽉ 11 日以降の来所で、家族連れなどの個人旅⾏者であった。 

■お尋ねは、ホテルや観光地へのアクセス、路⾯電⾞一日乗⾞券の購入、軍艦島ツアーへのご案内であった。 
 
道の駅 阿蘇  
10 ⽉は徐々に阿蘇にお越しの訪日旅⾏者が増えてきた。フランス語のブログを定期的に発信していることもあ
り、フランス語圏の方と、タイ籍の旅⾏者が最多数となった。 
 
大分市観光案内所  
当⽉の外国籍の来訪者数は 140 人で、9 ⽉の 96 人から⼤きく増加した。問合せ内容として観光に関する内容
や、パンフレットを⼿に取り持ち帰る姿を⾒かけることが増えた。また、日本在住外国籍の方の来訪もあり、
日常生活で必要な⼿続きについての問合せもみられた。外国語パンフレットの補充など、今後予想される観光
客に向けて案内所でも準備を進めていきたい。 
 
えきマチ 1 丁目別府 インフォメーション  
9 ⽉に⽐べ、圧倒的に外国籍の来訪者数の割合が増えた。前半は日本に住んでいる外国籍の旅⾏者がほとんどだ
ったが、後半は海外からの旅⾏者が目⽴つようになってきた。現在スタッフが一人で対応しているため、時間
がかかる質問があった場合に列が出来てしまう。以前は⼆人体制だったが、今後の案内所の在り方を検討する
必要がある。 
 
ワンダーコンパス ベップ  
■10 ⽉ 11 日から入国規制の制限が解除され、訪日客が以前のように入国できるようになった。週末は訪日客

の来訪者数が増加し、開国当初はアジア圏(タイ、韓国、台湾)からの訪日客が多かった。 
■10 ⽉はタイの連休があり、タイ籍の観光客が増加。地元⼤学へ留学するミャンマーからの新入生が同時入国

し、そのグループがバスチケット購入のため来店し、ミャンマーの来訪者数がいつもより多い結果になった。 
 
⿅児島空港観光・総合案内所  
10 ⽉から入国規制が緩和されたこともあってか、9 ⽉に⽐べ来訪者数が⼤幅に増加した。問合せ内容としては、
交通アクセスやレンタカー会社への取次が⼤半を占めたが、観光に関する問合せもこれまでに⽐べて多かった。 
⿅児島では国際線の運航は再開されていないものの、英語でご案内する機会が格段に増え、訪日旅⾏者が増加
していると思われる。 
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那覇市観光案内所  
【欧⽶圏】 
■当⽉の来所者数は 9 ⽉の約 7 倍の数字となり、特に⽶国とフランスが急増した。 
■10 ⽉ 11 日より訪日客の入国制限がほぼ撤廃されたことが、来所者数が⼤幅に増加した一因と考えられるが、

10 ⽉末より催される「第 7 回世界のウチナーンチュ⼤会」を目的とした来所者も急増したことも来所者数が
⼤幅に増加した事に繋がった。 

【アジア圏】 
■当⽉の来所者数は、欧⽶圏と同様に⼤幅な増加となり、特に中華圏の来所者数が増加した。 
■当⽉より台湾ー那覇間と香港ー那覇間の航空便が約 2 年 7 ヵ⽉ぶりに運航再開となった。運航再開したこと

で、中華圏の来所者が⼤幅に増加したと思われる。 
■12 ⽉からソウルー那覇間の航空便の運航再開が発表され、外国籍の観光客数の更なる増加が予測され、本格

的なインバウンドの回復が期待される。 
 
北⾕町観光情報センター  
■9 ⽉から台湾からの入国規制が緩和されたが、台風やオフシーズンの影響か、目⽴った観光客数の変化は無か

った。また全体的な観光客数も引き続き横ばいである。しかしヨーロッパからの旅⾏者が徐々に増えつつあ
り、情報センター内の施設利⽤、バスの案内などの対応をすることが多かった。 

■31 日にアメリカンビレッジでハロウィンイベントが開催された。コロナ禍の影響で規模が縮小され、雨の影
響もあってか客通りは少なく、主な参加者は現地在住者が多かったように⾒受けられる。 

 
10 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) 
 
＜近畿＞ 
あやべ観光案内所  
10 ⽉ 27 日に看板商品創出事業(海の京都 DMO 主催)として、台湾からの観光客誘客に向けた「農泊ヴィーガン
聖地化計画」プロジェクトの⽪切りとなるセミナーが開催された。台湾のヴィーガン事情が⼤変良く分かり、
今後のモニターツアーやプロモーションに向けて良い足がかりとなった。本日(11 ⽉ 11 日)も台湾籍のインフ
ルエンサーが綾部市に来訪、農家⺠宿に感動しておられたので今後の取り組みが楽しみ。 
 
大阪観光案内所  
■在住 4 年という若いラトビア籍の男性が、バイクのヘルメットを持って来所。「ETC カードが欲しいのだが、

クレジットカード会社の ETC カード申請に落ちてしまった。何か他にないか︖」と問合せ。クレジットカー
ドが無くても作れる「ETC パーソナルカード」がある。案内所のタブレットで HP を⾒てもらい、連絡先をお
伝えしたところ、⼤変喜ばれた。 

■香港から訪日の⼥性。10 ⽉末にも再度来日する予定で、関⻄空港から上⾼地へ⾏くとのことで列⾞の乗り継
ぎや時間についての問合せ。隣の鉄道案内所にも確認しながら、特急はるか、新幹線、特急しなのの乗り継
ぎ、スケジュールを案内。鉄道案内所のスタッフが旅程を印刷してくださったので、そちらもお渡しした。
他にも JR パスについてや、新幹線「のぞみ」と「ひかり」の違い、新幹線の荷物予約についても案内。「自
分で調べてもみたが、よくわからないことも多かった。ここで⾊々教えてもらい、役⽴つ情報ももらえて⼤
変助かった」と仰っていた。 



案内業務事例/特記事項(⻄日本)◎ビジット・ジャパン案内所(Vol.525) 

8 

 

■京阪電鉄と⼤阪メトロがセットになった「京都⼤阪観光 1 日乗⾞券」のバウチャーをお持ちの台湾籍の方が
来所。昨日から、京阪電鉄、⼤阪メトロの駅⻑室や定期券売り場など⾏ったものの受け取ることができず、
「昨日から受け取り場所に振り回されて疲れ切った。ここで受け取ることができなければ諦める」と、少し
イライラしながら仰っていた。⼤阪メトロ梅田駅の定期券売場で受け取ることができるはずなので、電話で
確認。すぐに回答は得られず、折返し電話でお渡しできると返事をもらいご案内した。このようなお得チケ
ットのバウチャーを持ったお客様の来所は多い。お得なチケットは購入条件から内容まで多種多様で、チケ
ットによって購入場所や購入方法が違うのに加え、同じチケットでも販売元(旅⾏会社)が違えば受け取り場
所が違うこともあるなど、複雑である。また販売元の WEB サイトを⾒ても、受け取り方法や場所の案内がわ
かりにくいと感じるものも多い。 

 
観光おもてなしプラザ 泉佐野まち処  
日本在住台湾籍の方が「日本中から⼤阪いらっしゃいキャンペーン」第一号利⽤者としてお越しになった。お
客様の⼿元にあったのは紙クーポンだったが、当店は電子クーポンのみのため、本来ならば利⽤不可である。
だが、せっかく楽しみにして来たお客様をガッカリさせたくない一心で、専⽤アプリで電子クーポンへの登録
を⼿伝った。そうしたことでお客様が「(当店のことを)帰って、SNS にあげて友達に拡散する」と⼤喜びの様
子だった。⼿助けができ、我々もうれしい気持ちでいっぱいであった。 
 
神⼾市総合インフォメーションセンター  
■韓国、香港、中国など、アジア圏の方から有馬温泉へのアクセスのおたずねが非常に多かった。 
■インバウンド個人旅⾏客解禁を記念して、10 ⽉ 11 日より当センターと新神⼾駅観光案内所に来所された外

国籍旅⾏者、先着 300 名の方に神⼾の人気観光施設を巡ることの出来る「KOBE 観光スマートパスポート」
一日券(通常 3,600 円で販売)とショッピングバッグのプレゼントキャンペーンを⾏った。⼣方「たくさん楽
しんで来たよ︕」と報告に来て下さる方もいて、とても喜ばれた。 

■コロナ禍のため、10⽉ 17〜21 日の 5 日間、18 時30 分〜18時 40 分の 10 分間に分散して「みなと HANABI
ー神⼾を彩る 5 日間ー」と称し、音楽と花火をシンクロさせた花火イベントがメリケンパーク沖で開催され
た。偶然知らずに来所された方々に花火のご案内もすると、皆さんとても喜ばれた。 

■ハワイから来られた日系アメリカ籍の夫妻が来所。奥様は腕に数珠を着けておられ、「家に帰ってからお祈
りするのに使いたい。どこか近くのお寺で買える所ある︖」とのおたずねだった。近くで買えるお寺は無く、
近くの仏具店で検索するとたくさんの数珠の画像が出てきた。それをご覧になり喜んで向かわれた。 

 
中国⾃動⾞道 加⻄サービスエリア 上り線 インフォメーション  
中国⾃動⾞道 加⻄サービスエリア 下り線 インフォメーション 
■ハロウィンの時期だったのでハロウィンの飾りつけをして季節感を感じていただけるように演出した(下り線

インフォメーション)。 
■秋が深まり紅葉狩りが始まっているので紅葉の飾り付けを実施した(上り線インフォメーション)。 
■ガイドマップが不足しているので配布方法を工夫して、できるだけ欲しい方にお渡しできるようにした。 
 
法隆寺 i センター  
観光案内所内にある、新型コロナウイルス感染症対策のためのポップやポスターなどを、秋の観光シーズンの
前に⾒直した。貼り過ぎて、逆にわかりにくくなっているものについては撤去し、古くなっているものについ
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ては新しく貼り直した。 
 
熊野本宮観光協会  
予想以上のハイペースで外国籍の来訪者が増えており、地元の人たちは準備に⼤わらわである。「突然訪日客
が戻って来た」との印象の方が多く、飲食店などは新たな英語メニューを急いで業者に発注するなどしている。 
 
＜中国＞ 
松江国際観光案内所  
3 年ぶりに「水燈路」という⾏燈のイベントが松江城周辺で開催された。夜間に楽しんで頂けるイベントとして
「水燈路」をご案内することも多く、外国籍の旅⾏者には⼤変喜ばれた。 
 
岡山市ももたろう観光センター  
■40 代のフランス籍⼥性(1 人)が「⾼知の宿毛にスキューバダイビングに⾏き、その後フェリーで別府へ⾏き

たい」と来館された。宿毛から別府までは宇和島までバスで⾏き、その後 JR で⼋幡浜まで⾏き、そこからフ
ェリーで別府まで⾏くルートを案内し、各時刻表をコピーしてお渡しした。「乗り継ぎが多いし、日本語が
あまり分からないので本当に助かりました」と⼤変喜ばれた。 

■中国籍の⼥性(1 人)が中国語のできるスタッフを尋ねて来られた。岡⼭は初めてで 1 日半で観光できるスポッ
トについての問合せで、岡⼭市、倉敷市の観光をご案内。旅慣れていないようで、とても不安な様子。バス
の乗り方や両替の仕方、外貨の両替などもご案内。美術館や庭園では、コロナ禍の利⽤に関してどのような
ルールがあるかなども心配されていた。マスク着⽤やアルコール消毒、検温器で体温をチェックしたりする
旨をご説明。また、「帰国の際、どんなお土産を持って帰るのがよいか」なども聞かれたが、中国には何で
もあるのでとお答えすると、「そうなんですよ」と困った様子。百貨店やお土産屋さんをご紹介した。岡⼭
の「⼤⼿饅頭」をご案内したところ、賞味期限が短めだと知り残念そうだった。帰国後 10 日間は隔離生活と
なるため、保存期間が⻑いものを希望された。その他、お土産に備前焼や小物などの販売店をご紹介。「中
国語が話せるスタッフがいない時はどのように対応するのか」という質問もあり、その場合、英語か翻訳機
などで対応するとご説明。「直接話せる人がいて良かった」と言って帰られた。 

■PASMO をお持ちのお客様(イタリア籍 ⼥性)。相談内容をケータイの翻訳機でイタリア語から日本語にしたも
のを⾒せてこられた。「PASMO カードの使⽤履歴を出したが、9 ⽉ 29 日よりもっと遡ってみたい場合どう
すればよいか」という内容。隣の新幹線改札までお連れし、駅員さんに確認。20 件までしか⾒られないとの
回答で、その旨をご説明。詳しくは PASMO 発⾏会社へ問合せいただくようお伝えしたところ、お客様から
「もう一つ、チャージしたお⾦を現⾦に戻したい場合はどうすればよいか︖」と尋ねられ、駅員さんに伺う
と「JR ではできないので PASMO 発⾏会社へ」との回答があり、お伝えした。また、土産や電⾞を利⽤する
際、PASMO で⽀払える場所があることもご説明したところ、ご理解いただけたようで帰られた。 

■日本在住のオーストラリア籍男性の方で、「全国旅⾏⽀援を受けたい。そのようなホテルを探して欲しい」
とのこと。多くの日本人も現在利⽤しているので、なかなか⾒つからなかったが、スタッフ同⼠協⼒して、
お客様のお値段の希望に合ったホテルを一軒⾒つけることができた。8,000 円台の料⾦が 4,000 円台ぐらい
になったため、満足して帰られた。 

■香港から来訪の夫婦が「キリンビアパークへ明日⾏くので、最寄りの駅から出ている無料送迎⾞を予約して
欲しい」と来館。すぐ⾏かなければいけない様で「予約が取れたらメールをして欲しい」とメールアドレス
を書いて⾏かれた。しかし、その日は休館日だったため予約ができず、「当日の朝再度案内所へ来ていただ
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ければ連絡します」とメールを返信した。無事に当日の朝予約ができ、急いでホームへ向かわれた。休館日
の場合はネットからでも予約ができれば訪日客は助かると思った。 

 
広島市観光案内所(紙屋町シャレオ(地下街))  
紅葉のシーズンを迎え、来広される沢⼭の観光客が予想されるため、奥深い観光地など未だ災害の復旧が出来
ていない場所や修復工事をしている観光名所の状況、11 ⽉の公共交通機関運賃値上げなどの情報をこまめに確
認し、共有するようにしている。 
 
そごう広島店総合案内所  
■訪日旅⾏者に喜ばれたこと・感謝されたこと  
・フランス語しか話せないカナダからの年配の訪日客(複数)をリーガロイヤルホテルまでお連れした。不安そ

うな⼆人がホテルに到着できてホッとされていた。 
・そごうの外貨両替機は日本円が足りないため使えない状態になり、外国籍の観光客をシャレオまで帯同案内

した(日本人のお客様に説明することも難しいので、直接帯同のほうが早いと判断した)。 
■案内所の質向上のために取り組んでいること 
・年配の方には⼤きな声でゆっくり話し、ジェスチャーを⼤きくすること。 
・常にお客様の⽴場(特に外国籍のお客様)で考えること。 
・案内所のメンバーが週ごとに店内、店外の最新情報を収集し、材料を作成し共有すること。新しく、早く、

正しくご案内すること。 
・JNTO の研修会に参加したこと。 
■他案内所や地域で連携し、解決したこと 
・店内にない商品や、確定ができない情報がある時に、他案内所に電話で調べ、ご案内すること。 
■他案内所の参考になる情報や事例 
・JNTO 各種研修会の時に、全国の各案内所の素晴らしいところを勉強している。 
 
新山⼝駅観光交流センター  
スロバキア国籍 60 代のお客様。日本人の知り合いがいるため、新⼭口駅周辺に滞在。18 日間、日本各地で観
光を楽しんだ様子。⻑崎、⿅児島、北海道、東京など広域で旅⾏。当センターに 7 回来られ、Wi-Fi や SIM カ
ードのサポート、簡単な通訳サポートなどを⾏った。「10 ⽉ 11 日に水際対策が緩和され、やっと日本に来る
ことが出来た」とおっしゃっていた。⼭口市での⻑期滞在中の「拠り所」となれたことを嬉しく思う。 
 
＜四国＞ 
道後観光案内所  
パスポートを落とされたアメリカ籍の方に頼まれ、空港に問合せをした。空港の案内所で預かっていることが
分かり、それをお伝えし、空港への取りに⾏き方などご案内して⼤変喜ばれた。 
 
高知県「ｉ」案内所  
■中国からの⼥性が、少しの日本語で「のいち動物公園」へのアクセスについて質問。アクセス方法を案内す

る際、JR と路⾯電⾞の違いをなかなか理解されず、会話の最中に何度か嚙み合わない状況が発生したが、最
終的には理解できた様子だった。なお、坂道があるのでタクシー利⽤を勧めたが、お⾦がかかる⼿段は避け
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たいとのことで利⽤しないとのことだった。帰り際には「ありがとう」とお辞儀をされた。 
■カナダからの⼥性が、5 日間⾼知に滞在を予定していたが、ホテルが満室で 4 日間になってしまった。「平日

なのになぜこんなに混んでいるのか」と聞かれたので、全国旅⾏⽀援が重なっていることを伝えると納得し
ていた。 

 
いの町観光協会  
レンタサイクルで⼋十⼋ヶ所の一部を巡る方から、「自転⾞のメンテナンスが素晴らしい」と喜ばれた。 
 
＜九州・沖縄＞ 
門司港駅観光案内所  
■インドネシアからお越しの男性客 2 人より、小倉城への⾏き方についてお尋ねがあった。小倉の英語パンフ

レットをお⾒せしながら、久しぶりに英語でご案内した。商店街もご紹介すると、「ローカルな雰囲気を味
わえて買い物もできる」と喜ばれた。 

■台湾からお越しのお客様は、クローバー切符の購入を希望される方が多い傾向にある。クローバー切符の販
売がない平日に来所の方も多いので、代わりに関門海峡を一周する方法を丁寧にご案内している。 

 
博多港国際ターミナル総合案内所  
来館するお客様からの問合せで、特に飲食店の問合せの⽐率がかなり⾼い。これまでは問合せを受けた時に当
ターミナルと商業施設の「ベイサイドプレイス博多」の飲食店をご案内していたが、案内をもっとスムーズに
できるよう当ターミナル近郊にある施設の飲食店を紹介できる案内シートを作成した。周辺施設の地図に飲食
店の情報(店の名前、メニュー写真)を載せ、裏には各店の名前、電話番号を記載した。案内シートを作成する
ことで案内所スタッフが直接⾒せながらスムーズに案内ができ、お客様も案内シートを⾒ながら⾏きたい店の
検討や、直接連絡、ネット検索でメニューや営業時間などの確認ができるようになった。飲食店以外にも役⽴
つ観光のオリジナル案内シートを作成していきたい。 
 
⻑崎空港案内所  
■⻑崎市内の宿泊施設までのアクセス問合せ:観光バス乗り場について問合せを受け、乗り場を案内した。話を

伺っていく中で、お客様が宿泊先のホテルからの送迎バスが観光バス乗り場に待機していると思い込みをさ
れていることが分かった(実際の運⾏は無い)。ホテルまでのアクセスを案内し、お客様の出発を⾒送った。
一歩踏み込んだ対応が喜ばれた。 

■現⾦をお持ちでないお客様への対応:⻑崎市内まで⾏かれるお客様より、券売機の場所ならびに運賃について
問合せを受け、案内した。お客様は日本円をお持ちでなく、現⾦を引き出すために ATM 操作のサポートを⾏
った。その後、バス乗り場までお連れした。寄り添った対応が喜ばれた。 

■レンタカーを予約のお客様への対応:レンタカーを予約しているお客様が来所。レンタカーカウンターに係員
が不在の時間帯であったため、⼿続き方法が分からずお困りの様子であった。案内所所員がお客様に代わっ
てレンタカー会社に連絡し、⼿続きをサポートした。 

 
⿅児島空港観光・総合案内所  
中国籍のお客様から霧島周辺や宮崎の観光についてお尋ねがあった。お客様は公共交通機関で移動されるとの
ことで、バスで霧島神宮などを訪れることができる旨や、宮崎駅や宮崎空港までのアクセスなどをご案内した。
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その他、国分駅周辺のホテルや霧島・宮崎で有名な料理などお尋ねがあり、お食事処をご紹介したところ、
「よく知っているね」とお褒めの言葉をいただいた。また、お客様が宿泊予約のため数件ホテルにお電話をさ
れた際、なかなか空室が⾒つからなかったようだったが、ホテルの方から空いている可能性がある別のホテル
を紹介していただいたとのことで、「無事に予約が出来ました」と喜んでおられた。 
 
那覇空港国際線観光案内所  
那覇空港で SIM カードが購入できる場所がないため、国際通りのコンビニや市内の家電量販店へ問合せして、
在庫を確認した上で案内している。 
 

 
以上 


