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おもてなしみんバッジ

おもてなしの心も札幌の魅力

札幌市では、来てくれてありがとうの気持ちと、おもてなしの

意思を表したい市民のために、「おもてなしみんバッジ」を配布

しています。
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使用方法

配　布

※時期によって在庫がない場合がありますのでご了承願います。
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上着やバッグなど見えやすい位置につけてください。

最寄りの区役所などにおたずねください。

デザインの意味

世界共通の案内所マーク「i」をサッポロスマイルマークから発する

フキダシでデザインすることで、「こまったら声をかけてください」と

いう、札幌市民のおもてなしの気持ちを表しています。

こんな方につけていただきたいバッジです。

◎外国人観光客の役に立ちたいと思っている方。

◎外国語が話せなくても「自分にできることを」とお考えの方。

◎笑顔で歓迎の気持ちを伝えたい方。

◎道案内に挑戦しようと思っている方。などなど
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（代行バス）
東鹿越・新得間
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※平成31年2月現在

63



64



65

札幌市中央区南3条西4丁目12-1 MEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店4階

080-9440-8047

14：00～22：00

http://www.sapporo.travel/
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万一のとき
私たちにできること

2018年、震災に見舞われた北海道。住民の私たち

もたいへん恐ろしい思いをしましたが、見知らぬ土

地で被災した外国人の皆さんは、さらに恐ろしく不

安な思いをしたことでしょう。万一のとき、私たち

はなにができるでしょうか？
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外国人向け災害情報

外国人向けにニュースや情報を提供する多言語サイトです。災害時には

各種情報が提供されます。災害のときは外国人に教えてあげましょう。

災害お役立ちアプリ

災害時に役立つ、多言語対応のアプリです。災害に備えてダウン

ロード、災害のときは外国人に教えてあげましょう。

【対応言語】英語  中国語（繁・簡）  韓国語  日本語

Safety tips

【ダウンロードページ】
http://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/app.html

外国人向け情報ポータルサイトです。
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

NHK WORLD ‒English-（NHKオンライン）

札幌市民や観光客のみなさまに、地震や風水害等の災害発生

時に緊急情報を届けるとともに、日ごろからの防災の備えや、行

動をしていただくためのスマートフォン用防災アプリです。

【対応言語】英語  中国語（繁・簡）  韓国語  日本語

札幌市防災アプリ「そなえ」

【紹介ページ】
http://www.city.sapporo.jp/kikikanri/apri.html

※緊急情報の対応言語は英語のみ。

観光庁監修のもと開発された、日本国内における緊急地震速

報、津波警報、噴火速報、気象特別警報、国民保護情報を通知す

るアプリです。



万一のとき私たちにできること
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外国人向けオンラインTV
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/live/

TV Live ‒NHK WORLD- English（NHKオンライン）

外国人向けオンラインラジオ
https://www.nhk.or.jp/podcasts/program/nhkworld.html

NHK WORLD RADIO JAPAN News（NHKワールド ラジオ日本）

http://plaza-sapporo.or.jp/citizen_j/　

（公財）札幌国際プラザ　

https://www.city.sapporo.jp/

札幌市

交通情報（飛行機、鉄道、バス、フェリー、道路など）、
気象情報が一目でわかるポータルサイトです。
対応言語：英語（Google翻訳）、日本語
http://safety-travel.jp/

北海道旅の安全情報

災害多言語支援センター

札幌で大きな災害があると、札幌国際プラザは

「災害多言語支援センター」になります。

①災害に関する情報を外国語で伝えます。

②外国語で相談できます（窓口、メール、電話）。
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災害発生時の文例集

通信障害などでスマートフォン・翻訳アプリなどが使用できない時、

指さしコミュニケ―ション用にお使いください。

日

英

韓

中（簡）

中（繁）

大きな地震が発生しました。
A major earthquake has happened. 
큰 지진이 발생했습니다.

发生大地震了。

發生大地震了。

This place is safe. 
이곳은 안전합니다.

这里是安全的。

這裡是安全的。

This is 〇〇〇. 
이곳은 ○○○입니다. 

这里是○○○。

這裡是○○○。

Do you need to be taken to a shelter?
대피소까지 안내해 드릴까요?

需要我带你去避难所吗？

須要我帶你去避難所嗎？

Are you hurt?
다친 데는 없습니까?

你没受伤吧？

有沒有受傷？

日

英

韓

中（簡）

中（繁）

ここは安全です。

日

英

韓

中（簡）

中（繁）

ここは○○○です。（最寄り駅など）

日

英

韓

中（簡）

中（繁）

避難所まで案内しますか？

日

英

韓

中（簡）

中（繁）

ケガはありませんか？



万一の時私たちにできること

73

Please stay away from damaged buildings.
붕괴 건물 근처에 접근하지 마십시오.

不要靠近损坏的建筑物。

不要靠近毀損的建築物。

The trains and subways are not running now.
현재 지하철·철도는 운행을 중지하고 있습니다.

现在地铁、火车都停运了。

現在地下鐵、火車都停駛了。

There is no transportation to the airport now.
현재 공항으로 가는 교통수단이 없습니다.

现在没有到机场的交通工具。

現在沒有到機場的交通工具。

Please don't smoke or use open flames until it is safe.
안전이 확보될 때까지 흡연이나 화기의 사용은 삼가십시오.

在确保安全之前，请不要吸烟或用火。

在確保安全之前，請不要吸煙及用火。

Please don't use the elevator until it is safe.
안전이 확보될 때까지 엘리베이터는 사용하지 말아주십시오.

在确保安全之前，请不要乘坐电梯。

在確保安全之前，請不要使用電梯。

日

英

韓

中（簡）

中（繁）

壊れた建物に近づかないで。

Do you need to go to the hospital?
병원까지 안내해 드릴까요?

需要我带你去医院吗？

須要我帶你去醫院嗎？

日

英

韓

中（簡）

中（繁）

病院まで案内しますか？

日

英

韓

中（簡）

中（繁）

現在、地下鉄、鉄道は運行していません。

日

英

韓

中（簡）

中（繁）

現在、空港への交通手段がありません。

日

英

韓

中（簡）

中（繁）

安全が確保されるまで、喫煙や火気の使用は控えてください。

日

英

韓

中（簡）

中（繁）

安全が確保されるまで、エレベーターは使用しないでください。
。
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軽い揺れの場合。

地震を体験したことがない外国人はちょっとした揺れでもパニックを

起こす場合があります。

そんな時に一声かけて安心させてあげることも、おもてなし。

「大丈夫」の一言が、相手の国の言葉だったら安心感もより一層。

ぜひ地震の時使えるように覚えてください。

日 大丈夫

地震に備えて覚えておこう、 一言外国語

英

韓

中（簡）

中（繁）

Everything is OK.
エブリシング　イズ　オーケー

걱정하지 마세요
コッチョン　ハジマセヨ

不要紧

ブゥヤオジン

不要緊

ブゥヤオジン



万一の時私たちにできること
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被害が出るほどの地震の場合。

ちょっとした揺れでもとても不安に感じてしまう多くの外国人にとっ

て、もし大きな地震に遭遇したらどれほど不安なことでしょう。

こんな時、安心させてあげることができるのは、やはり、優しい一言

です。

万一のため「ケガはありませんか？」の一言を覚えてください。

、 一言外国語

日 ケガはありませんか？

英

韓

中（簡）

中（繁）

Are you hurt?
アー　ユー　ハート？

다친 데는 없나요?
タチンデヌン　オッナヨ ?

你没受伤吧？
ニー メイショウシャーン バ？

有沒有受傷？
ヨウメイヨウ　ショウシャ―ン
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4大来札国・地域
基礎知識

札幌に訪れる方が多い中国・韓国・台湾・香港、それ

ぞれの気質や特徴を紹介します。

もちろん個人差はあります。また、例えば冷たい飲

み物を飲まない国の方でも「旅の思い出に冷たい

ビールを」と思っているかもしれません。でも基本

を知っていると、常温の飲み物・冷たい飲み物どち

らがいいかを聞くことができ、おもてなしの品質

アップにつながります。

北海道運輸局「外国人ひとり歩き受入マニュアル」、

座談会やアンケートで取材した内容などを参考に

作成しました。



4大来札国・地域基礎知識
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中 国

旅行スタイル

食事の嗜好スタイルなど

通貨／人民元　1 元 = 約 16.6 円

言語／中国語（北京語）※文字は「簡体字」

◎団体旅行が多い。

◎写真撮影が好き。

◎独自の検索サイト・SNSで情報収集。

◎寺社、仏閣は、有名な所以外は関心が高くない。

◎ゲップは「ごちそうさま」の意味で失礼ではない。

◎冷めた料理は好まれない。

◎ビールは常温が好まれる。

◎魚や野菜を生で食べる習慣がなく、抵抗のある方が多い。

BEER
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韓 国

旅行スタイル

食事の嗜好スタイルなど

その他

通貨／ウオン（W）　1W= 約 0.1 円

言語／韓国語※文字は「ハングル文字」

◎リピーターが多い。

◎若いグループの個人旅行が多い。

◎ブログやSNSで旅行の情報を集める人が多い。

◎温泉が好き。

◎雪に感動する（韓国は寒いが雪がほとんど降らない）。

◎目上の人とお酒を飲む時には飲む口元を隠す。

◎お酒の注ぎ足しはタブー、亡くなった人への葬式にお酒を注ぎ足

す行為があるため、グラスが空になってから注ぐのがマナー。

◎食器をテーブルに置いたまま食べる。持って食べるのは不作法となる。

◎料理に合わせて焼酎、ビール、ウイスキーをのみ分けるが、基本的

に焼酎が多い。

◎コーヒー・カフェが好き。

◎男性はあぐら、女性は片足を立てて座るのが正式な座り方。



4大来札国・地域基礎知識

79

台 湾

旅行スタイル

食事の嗜好スタイルなど

その他

通貨／台湾元（ニュータイワンドル（NT$）、圓とも表記）1元=約3.6円

言語／中国語（北京語）、台湾語※文字は「繁体字」

◎海外旅行経験者が多い。

◎団体旅行が多いが、個人旅行も増えつつある。

◎雪が降らないので、雪を見ることが好き。

◎温泉が好き。

◎海外旅行に慣れており、時間に対しておおらか。

◎冷たい料理、濃い味付けの料理は苦手。

◎本来なまものを食べる習慣はないが、日本食店などが多いため　

刺身を好む人も多い。

◎飲み物は常温を好む人が多い。

◎食事とお酒は別に楽しむ。

◎感謝を表す時は、掌をあわせて上下に振る。

◎「分からない」「できない」ことを伝える際に、しかめ面をする習慣が

あるが、不快感を与える意図はない。



4大来札国・地域基礎知識
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香 港

旅行スタイル

食事の嗜好スタイルなど

その他

通貨／香港ドル（HK$）、セント（¢）　1HK$=約14.2円

言語／中国語（広東語）および英語※文字は「繁体字」

◎旅行経験が豊富で旅慣れている人が多い。

◎個人旅行が多い。

◎リピーターが多い。

◎大自然への関心が比較的高い。

◎香港には日本料理店も多く、食への関心が高い。

◎新鮮な魚を生食で楽しむ人が多い。

◎本来温かい料理が冷めていると残り物と感じる。

◎食事とお酒は別に楽しむ。

◎食器を持たずに食べる。

◎食後のテーブルをあえて汚くする（綺麗にする余裕がないほど食

事に没頭しているという好意的表現）。

◎親や兄弟でも一緒にお風呂に入らないので、人に裸を見られるこ

とにかなり抵抗がある。

◎建物の階数の数え方として1階を「GF（グランド・フロア）」と呼び、

2階を「1階」とする。



バス停
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Chat!
外国人観光客

おもてなしのヒント

せっかくだから観光地ではない札幌を体

験したいと思っている中国人は多いよ。

友人と一緒に観光した時に、バスにチャレ

ンジしたけれど、乗り方が難しかったな。

日本の料理の

レシピを知りたいわ。

札幌の人は親切な人も多いけれど、シャイな人が多いね。

道を聞いた時、親切な人はその場所まで連れて行ってく

れるし、逆に無言で逃げちゃう人もいるね。

駅名が聞き取れたら「あっち」と指さしてくれるだけでも

嬉しいんだけどな。

座談会やアンケートで取材した

外国人が感じる「札幌」の本音一挙公開！

おもてなしのヒントにしてください。
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ベジタリアン向けの

飲食店が少ないなぁ。

中国人の友人に日本は商品の包装や

パッケージが美しいと褒められたわ！

えっ！ 欧米の友人たちは、日本は過剰

包装すぎる！！！ と言ってるよ。

韓国ではお茶碗を手に持って食べるの

が下品とされているんだ。日本とは逆だ

ね。初めて日本の食堂に入った時、日本

のみんながものすごくお腹空いてあわ

てて食べているのかと思ったよ（笑）

最近中国から友達が遊びにきて「花見がしたい」と言わ

れることが多いよ。ガイドブックを見て、いつでも花見が

できると思っているみたい。ラベンダーを見たり公園に

連れて行くと喜ばれるんだ。
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札幌は寒いでしょう。とよく言われ

るけれど、実は体感では韓国の方

が寒いかも！！ 雪はないけれどね。

日本の食べ物はおいしいから、色々なお店に行くのが楽しみだ

よ。でも何日か経つと辛い料理が恋しくなっちゃうんだ（笑）

そんな時、札幌にはおいしいスープカレー店がたくさんあるか

ら最高！！ 韓国人観光客にはぜひスープカレー店をおすすめし

て欲しい。辛さは一般的なものより2UPくらいがおすすめかな。

10年前に札幌に来たとき、どこのお店もサービスがよく

て親切でびっくりしたものだ。最近は、外国人観光客の

増加と反比例して冷たいお店も増えてきたなぁと感じる

よ。きっと、予約をキャンセルされたとかうるさいとか

色々理由があるんだろうなぁ。自分たちも札幌が好きだ

から、仲間が来た時には日本の正しいルールを教えてい

きたいと思っているよ。
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ラグビーの世界大会が
やってくる！
2019年日本で初めてのラグビーワールド

カップが開催され、札幌でも試合やキャン

プが行われます。各国の選手や応援の方と

接する機会もあるでしょうから、おもてなし

の心でお迎えしましょう。

試合日程（札幌ドーム）

北海道のキャンプ地

2019年9月21日(土)　13：45～　オーストラリア V フィジー

2019年9月22日(日)　19：15～　イングランド V トンガ

札幌市　イングランド　フィジー　トンガ

江別市　オーストラリア

網走市　フィジー



ラグビーの世界大会がやってくる！
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母国語で挨拶しよう！

「こんにちは！」
各国の言葉で挨拶して、おもてなしの第一歩に！

イングランド（英語）

 Hello （ハロー）

オーストラリア（英語）
公用語は英語ですが、「a」を「ア」と発音、

「day」は「デイ」ではなく「ダイ」と発音します。

 Good day （グッダイ）

フィジー（英語・フィジー語）
英語も公用語ですが、フィジー語でよりフレンドリーな気持ちに。

 Bulla （ブラ）

トンガ（英語・トンガ語）
英語も公用語ですが、トンガ語でよりフレンドリーな気持ちに。

 Malo e lelei （マロエ レレイ）



平成31年（2019年）3月

＊本冊子の観光地等の情報は平成31年2月のものです。

＊本冊子へのご意見や、ご参考になった点などがありましたら、

　下記メールアドレスへお知らせください。

00-000-00-0000

00-0-000
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