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Aichi Prefecture Sushi Industry Association

※ The image is for illustrative purposes only.

What is sushi?

Welcome to an 
Aichi sushi restaurant

Sushi has spread  all over the world as a delicious 
and healthy food. Not only does is it a nutritious 
food that gives you energy and increases your 
appetite, but it is also deeply associated with 
the land and seasons, a soul food that connects 
people to people. 

A ichi  p r e fe c t ur e is  lo c ate d in  t h e ce nte r  of 
Japan, and has plenty of nature such as the sea, 
mountains, and rivers. It is also the producer of  
vinegar, wasabi, and seaweed used for sushi.
This conversational handbook includes manners 
for eating sushi. Please use it to communicate 
at local shops, and we hope you enjoy Japanese 
sushi,  which make s many p e ople smile and 
contributes to their health all over the world.

Check, please.

Make sure you didn't forget anything. 
Please come again soon.

Conversational Handbook

When you are done eating

ここ愛知県は日本の真ん中に位置し、海、山、川の自然

が豊かな土地であり、またおすしに使う 酢、わさび、海

苔などの食品の特産地でもあります。

この会話帳にはお寿司を食べるときのマナーなどを掲載し

ました。お店との対話にご活用いただき、世界中に心と健

康と笑顔をつなげる日本のお寿司をぜひ味わい楽しんでく

ださい。

世界中にお寿司は健康的で美味しい食べ物として広がりま

した。もちろん疲労回復、食欲増進としての効果がある

ヘルシーな食品ですが、それ以上に季節や土地柄を含ん

だ心と心をつなげる魂の食べ物です。

お寿司とは…

食事終了時

愛知県すし商生活衛生同業組合

愛知のお寿司屋さんへようこそ

YUBISASHI®

Aichi Japan

Aichi
Japan

お会計お願いします

お忘れ物のないように。またのお越しをお待ちしております

飲食店業界

小売店業界

ぐるなび加盟飲食店の 80％に外国人客が来店。
さらに週 1 日以上外国人客来店のある店が約半数です。

訪日外国人観光客の旅行消費額のトップは買物代で、全体の 40％強を占
めています。

写真付きメニューのほか、オーダーから会
計までの接客指さし会話を英・中・韓 3 言
語で制作。

出所：ぐるなび加盟店（全国）対象インターネット調査より

出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング

出所：JNTO 【訪日外国人消費動向調査】

商品の品質や素材に関することもちろんのこと、
丁寧できめ細やかな接客が外国人客に評判。ど
この国の方でも「指さし会話」があればスムー
ズな接客が可能になり、すでに多くの店舗でご
活用いただいています。

クライアント／ぐるなび様 クライアント／
愛知県すし商生活衛生同業組合様

クライアント／
羽田エアポートエンタープライズ様

クライアント／
イオンリテール様

クライアント／
ドン・キホーテ様

公共交通機関

2014 年 1 ～ 2 月訪日外国人首都圏公
共交通利用に関する調査

公共交通機関を利用する外国人観光客からの乗り換えや、きっぷ・IC カー
ドに関する質問に、駅員、乗務員の方々が「指さし会話」で対応しています。

実用性重視から

ノベルティまで

ラミネート加工を施した冊子スタイ
ルは、駅窓口で活躍。ポケットサイ
ズの指さし会話帳はノベルティとし
てもご活用いただいています。

クライアント／左から　　東京モノレール様・JR 東日本様・小田急電鉄様・京王電鉄様

クライアント／東京メトロ様



東京および静岡ー京都ー大阪のゴールデンルートから、訪日外国人観
光客は地方へ。地方活性化の鍵は外国人観光客の誘致とおもてなし。

山梨県は県のキャラクター“ひし丸くん”を挿入し、県の名産品や観光名所を盛り込
んだポケットサイズの冊子を制作。英語・中国語・タイ語の 3 ヵ国語対応。
千葉県は県内の観光スポット、またホームステイのホストファミリー向けにシートを
制作。英語、中国語（繁体字）の 2 ヵ国語対応。
豊岡市は城崎温泉を中心に、市内のホテルや旅館を訪れる外国人宿泊客のご案内の際
に使用。
京都 NPO 法人アジア交流センター様は、「指さし会話つきの観光ガイド」を、英語・
中国語・韓国語の 3 ヵ国語で制作。
沖縄県では、あいさつから買い物、食事、トラブルまで網羅したポケットサイズの冊子
を制作。また、台風や地震などの災害時用の「避難誘導指さし」を制作。英語・中国語・
韓国語の 3 ヵ国語対応。

クライアント／千葉県国際観光推進協議会様

クライアント／豊岡ツーリズム協議会様クライアント／山梨県観光推進機構様

クライアント／沖縄県様

クライアント／ NPO 法人アジア交流センター様

地方自治体・公共団体

医療ツーリズムや日本の高度医療を受け
るために訪日する外国人が急増。ドク
ターや看護師などスタッフのコミュニ
ケーションが重要になっています。

2015 年にホテルや旅館などを利用し
た訪日外国人に宿泊数を掛けた延べ人数
は 6,637 万人（前年比＋ 48.1％）。

がん研有明病院では、「病院指さし会話帳アプリ」
を制作。総合受付から各病棟、各診療科など 26
のセクションに対応。iPad にインストールして
ご活用いただいております。

ホテル龍名館では、外国人宿泊客が観光を
したり、買い物をしたりする際にも困らな
いよう、すぐに使える「指さし会話」と都
内路線図を収録しています。あらかじめ、
客室にノベルティとして配付されています。

クライアント／がん研有明病院様

クライアント／ホテル龍名館東京様 旅館・ホテル専用の接客指さし会話を
オンデマンドで配信

医療機関

宿泊施設（旅館・ホテル）

出所：JNTO　2015 年　宿泊旅行統計調査（速報値）

出所：日本政府観光局「宿泊旅行統計調査」

出所：日本政府投資銀行



Hello!

インバウンドビジネス成功戦略のための「指さし会話帳」カスタマイズ商品

御社ロゴの挿入やイラストの描きおろしにも対応しています。

商品群

携帯に便利な小冊子タイプ

耐久性に優れた裏表シートタイプ
制作費（一例）：A3 判 裏表 2 言語対応 100 部 300,000 円〜※

※価格は目安となります。素材や収録言語、納期等により前後することがありますのでご了承ください

制作費（一例）：16 ページ 2 言語対応 100 部 400,000 円〜※

制作費（一例）：A4 判 30 穴リング式 16 ページ 4 言語対応 100 部 800,000 円〜※

多くの場面で対応できる冊子タイプ

カスタマイズ商品は英語、中国語、韓国語、フランス語など 70 ヵ国
以上 35 万語を超える言語データベースを活かします。

インバウンド対策を避けて通れないあらゆる業種・業態向けに「指さし 」はカスタマイズが可能です。

iOS/Android 版アプリ（音声つき）の制作も可能です

国・地方

公共団体
宿泊施設業小売販売業 医療機関 公共交通機関 飲食業旅行代理店 語学／留学

指さし会話帳の特徴
指をさすだけで会話ができるので 日本人
スタッフの方と外国人観光客、双方向のコ
ミュニケーションの一助となります。

伝えたいフレーズや単語

を 指さすだけで、コミュ

ニケーションが成立する

最強のツールです。

制作費（一例）：iOS もしくは Android 版 16 ページ 4 言語対応 1,000,000 円〜※



最高のおもてなしは
コミュニケーションです。

●株式会社羽田エアポートエンタープライズ ●イオンリテール株式会社 ●株式会社セブン - イレブン・ジャパン 
●東京ミッドタウンマネジメント株式会社 ●株式会社東急モールズデベロップメント ●株式会社ドン・キホーテ 
●ウェルシア薬局株式会社 ●日本百貨店協会 ●トリンプ・インターナショナルジャパン株式会社 
●東日本旅客鉄道株式会社（JR 東日本）●東京地下鉄株式会社（東京メトロ） ●京王電鉄株式会社 
●小田急電鉄株式会社 ●首都圏新都市鉄道株式会社（つくばエクスプレス）●東京モノレール株式会社 
●富士急行株式会社 ●千葉県国際観光推進協議会 ●山梨県 ●山梨県観光推進機構 ●静岡県 ●三重県 
●豊岡ツーリズム協議会 ●沖縄県 ●サザンオキナワ国際観光テーマ地区推進協議会 ●タイ国政府観光庁 
●ホテル龍名館 ●株式会社ぐるなび ●株式会社 H.I.S ●近畿日本ツーリスト株式会社 ● JTB ロングステイプラザ 
● NPO 法人アジア交流センター ●スタッフサービス留学センター 
●日本アセアンセンター（東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター） ●公益財団法人がん研究会（がん研有明病院）
●日本電気株式会社（NEC）●シャープ株式会社
 （順不同／敬称略）　

株式会社 情報センター出版局
〒 160-0004 東京都新宿区四谷 2-1 四谷ビル
TEL 03-3358-0231  FAX 03-3358-0219
E-mail：sales_1g@4jc.co.jp
法人向けサイト　http://biz.yubisashi.com/

これまでの実績（一部）

備考：日本政府観光局「2015 年 12 月　訪日外客数 （JNTO 推計値）」より作成


