
 

 

記者発表資料                 平成２３年１１月１０日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

旅遊都市化推進プロジェクト 
「中国人観光客接遇に役立つノウハウ資料（中国ガイドブック、指さしシート、ショートムービー）」 

の作成と「中国人観光客接遇・出前セミナー」の実施について 

 

 

 

 

 

○ 大阪商工会議所は、３種類の中国人観光客の接遇に役立つノウハウ資料（中国ガ

イドブック、指さしシート、ショートムービー）を作成し、これらの資料を活用

した「中国人観光客接遇・出前セミナー」を１１月中旬以降に商店街や百貨店な

どで開催する。 

○ このたび作成したのは、（１）中国の基本情報をはじめ、中国人観光客に関する各種

情報等を紹介する「了解中国（リャオチェ・ちゅうごく）！ ～ガイドブック～」、

（２）中国人観光客とのコミュニケーションに役立つ「了解中国（リャオチェ・ちゅ

うごく）！ ～指さしシート～」、（３）中国人観光客に対する接客のポイントを映像

で紹介する 「了解中国（リャオチェ・ちゅうごく）！ ～ショートムービー～」、

の３種類。※了解（リャオチエ）＝日本語で「よくわかる」の意味。 

○ 同資料は、小売店、飲食店などの販売･接遇の第一線で中国人観光客を迎えるスタ

ッフを対象としたノウハウ資料で、集客観光都市の重要インフラのひとつである、

ホスピタリティ溢れる国際的な「接客スキル」を有する人材を育成する為のツー

ルとして活用する。 

○ また、同資料を活用した販売・接遇スタッフ向けの「中国人観光客接遇・出前セ

ミナー」も開催し、１１月中旬以降、希望する商店街や百貨店などに大阪商工会

議所職員を講師として派遣する。 

○ 大阪商工会議所は、事業運営の基本ビジョンである「千客万来都市ＯＳＡＫＡプ

ラン」に基づき、戦略プロジェクトとして「旅游（りょゆう）都市化推進」事業

を展開している。今回の取り組みは、同プロジェクトのアクションプログラムと

して実施する「インバウンドによる買い物消費拡大」事業の一環。 

以 上 

 

【添付資料】 

資料１：中国人観光客の接遇に役立つノウハウ資料「了解中国！～ガイドブック～」について 

資料２：中国人観光客の接遇に役立つノウハウ資料「了解中国！～指さしシート～」について 

資料３：中国人観光客の接遇に役立つノウハウ資料「了解中国！～ショートムービー～」について 

資料４：「中国人観光客接遇・出前セミナー」実施概要 

資料５：千客万来都市ＯＳＡＫＡプラン「旅游都市化推進プロジェクト」概要 

資料６：旅游都市化推進プロジェクト「インバウンドによる買い物消費拡大」事業の概要 

参考資料：キャラクター：「老旅」、「游游」について 

参考資料：「旅游都市・大阪シンポジウム」パンフレット 

【問合先】大阪商工会議所 流通･サービス産業部 

流通担当（土居・堤） 

TEL：06-6944-6440 携帯：090-5151-8004 



 

 

資料１ 

中国人観光客の接遇に役立つノウハウ資料 

「 了 解
リャオチェ

中 国
・ちゅうごく

！ ～ガイドブック～」について 

 

１．内 容： 

○大阪商工会議所は、インバウンドによる買い物消費の拡大に向け、「了解中国 

 （リャオェ・ちゅうごく）！～ガイドブック～」を作成した。 
※了解（リャオチエ）＝日本語で「よくわかる」の意味。 

 
○同資料は、小売店、飲食店などの販売･接遇の第一線で中国人観光客を迎えるス 

タッフを対象とした「これ一冊で中国と中国人観光客の基本がわかる」ガイド 

ブック。集客観光都市として重要なインフラのひとつである、ホスピタリティ 

溢れる国際的な「接客スキル」を有する人材を育成する為のツールとして、現

場でご活用いただく。 

○同ガイドブックは、中国の地理や人口、祝祭日（春節・国慶節）といった基本 

情報から、中国人観光客の数・客層・訪日動機の推移や日本国内の人気スポッ 

ト、買い物のトレンド、その購買力が大阪経済に与える影響などを写真、図表 

などを盛り込んで平易に紹介している。 

○中国人観光客の接遇を行う小売店・飲食店等のスタッフの資料として、本所職 

員が商店街や百貨店などで実施を予定している「中国人観光客接遇・出前セミ 

ナー」の資料などとして活用する。 
 
２．対 象： 小売店、飲食店などで、主に接客を担当するスタッフなど 
 
３．体 裁： Ａ４版 カラー１６ページ（表紙・裏表紙含む） 
 
４．発 行： １０,０００部 

 ※ホームページ上でも公開予定（１１月中下旬頃） 
 
５．目 次： １．中国の基本情報を知ろう！（P1～5） 

①面積・人口 

②首都 

③主要都市 

④人種・言語・文字 

⑤文化・経済 

２．中国人観光客を知ろう！（P6～11） 

①訪日旅行者数の国（地域）別推移 

②中国人観光客の客層（性別／年齢別） 

③中国人観光客の訪日動機 

④日本国内の人気スポット 

⑤国（地域）別買物代の比較および中国人観光客に人気のおみやげ 

３．中国人観光客増加による経済効果 ～大阪への影響大～（P11～14） 
 
６．価 格： 無料（郵送の場合は別途郵送料必要） 
 
７．お問合せ：大阪商工会議所流通・サービス産業部（土居、堤） 

電話 06-6944-6440、FAX06-6944-6565 

以 上 



































 

 

資料２ 

中国人観光客の接遇に役立つノウハウ資料 

「 了 解
リャオチェ

中 国
・ちゅうごく

！ ～指さしシート～」について 
 

１．内 容： 
 
○大阪商工会議所は、インバウンドによる買い物消費の拡大に向け、「了解中国

（リャオチェ・ちゅうごく）！～指さしシート～」を「小売店編」と「飲食店

編」の２種類作成した。 
※了解（リャオチエ）＝日本語で「よくわかる」の意味。 
 

○同資料は、小売店、飲食店などの販売･接遇の第一線で中国人観光客を迎えるス 

タッフを対象としたコミュニケーション・ツール。集客観光都市として重要な 

インフラのひとつである、ホスピタリティ溢れる国際的な「接客スキル」を有 

する人材を育成する為のツールとして、現場でご活用いただく。 

○同シートは、中国人観光客接遇の際に必要とされる、「いらっしゃいませ」 

「ありがとうございました」などの基本会話から、「しっとり」「すべすべ」「も 

ちもち」等の触感や「甘い」「酸っぱい」等の味覚など様々な売場や状況で使 

える用語を幅広く掲載しており、お店のスタッフとお客様が互いに伝えたい単 

語・文章を指で示すことで会話をサポートするもの。 

○さらに、ＰＯＰやチラシ、掲示板等の作成に役立つ単語を厳選した「便利な 
キーワード」もとりまとめて紹介している。 

○中国人観光客の接遇を行う小売店・飲食店等のスタッフの資料として、本所職 
員が商店街や百貨店などで実施を予定している「中国人観光客接遇・出前セミ 
ナー」の資料などとして活用する。 

 
２．対 象： 小売店、飲食店などで、主に接客を担当するスタッフなど 
 
３．種 類： 「小売店編」と「飲食店編」の２種類 
 
４．体 裁： Ａ３版 カラー両面印刷 
 
５．発 行： 「小売店編」５,０００部、「飲食店編」５,０００部 

 ※ホームページ上でも公開予定（１１月中下旬頃） 

 

６．掲載内容：（１）「小売店編」：基本会話、指さし会話例、便利なキーワード、数字、 

度量衡、業態・食料品・衣料・服飾品・宝飾品・電化製品・化粧品・ 

生活雑貨・文具・医薬品・おみやげ等関連単語、色、触感、模様など 

３５０を超える単語・文章。 

       （２）「飲食店編」：基本会話、指さし会話例（来店時・注文時・精算時な 

ど）、便利なキーワード、数字、度量衡、飲料・食材・調理方法、味覚、 

各種料理・備品の単語など３５０を超える単語・文章。 
 
７．価 格： 無料（郵送の場合は別途郵送料必要） 
 
８．お問合せ：大阪商工会議所流通・サービス産業部（土居、堤） 

電話 06-6944-6440、FAX06-6944-6565 

以 上 











 

 

資料３ 

 

中国人観光客の接遇に役立つノウハウ資料 

「 了 解
リャオチェ

中 国
・ちゅうごく

！ ～ショートムービー～」について 

 

 

 

１．内 容： 
 

○大阪商工会議所は、インバウンドによる買い物消費の拡大に向け、「了解中国

（リャオチェ・ちゅうごく）！～ショートムービー～」を作成した。 
※了解（リャオチエ）＝日本語で「よくわかる」の意味。 

 
○同資料は、小売店、飲食店などの販売･接遇の第一線で中国人観光客を迎えるス 

タッフを対象とした映像集。集客観光都市として重要なインフラのひとつであ 

る、ホスピタリティ溢れる国際的な「接客スキル」を有する人材を育成する 

為のツールとして、現場でご活用いただく。 

○同ムービーでは、中国人観光客への接遇・応対の際によく見られるシーンごと 

に、接客のポイントについて寸劇で紹介している。小売店や飲食店での全６ 

シーンで構成。中国人観光客に喜ばれるサービスや注意点などをわかりやくす 

紹介する。 

○また、「こんにちは」や「いらっしゃいませ」など基本会話の入門編「今日か 
ら始める中国語会話」も収録している。 

○中国人観光客の接遇を行う小売店・飲食店等のスタッフの資料として、本所職 

員が商店街や百貨店などで実施を予定している「中国人観光客接遇・出前セミ 

ナー」の資料などとして活用する。 

 

２．対 象： 小売店、飲食店などで、主に接客を担当するスタッフなど 

 

３．体 裁： ＤＶＤ ９分５１秒 

 

４．使 用： 希望者には貸し出す（郵送の場合は別途郵送料必要）他、ホームペー

ジ上でも公開予定（１１月中下旬頃） 

 

５．お問合せ：大阪商工会議所流通・サービス産業部（土居、堤） 

電話 06-6944-6440、FAX06-6944-6565 

 

以 上 



 

 

資料４ 

 

 

「中国人観光客接遇・出前セミナー」実施概要 
 

 

 

１．内 容： 

○インバウンドによる買い物消費の拡大に向け、集客観光都市として重要なイン
フラのひとつである、ホスピタリティ溢れる国際的な「接客スキル」を有する
人材を育成することを目的として、希望する商店街や百貨店などに大阪商工会
議所職員を講師として派遣し、販売・接遇スタッフ向けの「中国人観光客接遇・
出前セミナー」を開催する。                                                   

○同セミナーでは、今般作成した「了解中国！～ガイドブック～」、「了解中国！
～指さしシート～」、「了解中国（リャオチェ・ちゅうごく）！～ショートムー
ビー～」を資料として活用する。 

 
※了解（リャオチエ）＝日本語で「よくわかる」の意味。 

   

２．対 象： 商店街やショッピングセンター、百貨店等の店舗で主に接客を担当す 

       るスタッフなど 

 

３．時 間： ４５分／回程度 

 

４．プログラム（案）： 

①ガイドブックを活用した中国及び中国人観光客に関する説明（２０分） 

②ショートムービーを上映し、売場での接遇の注意点等を説明（１５分） 

③指さしシートの使用方法の説明（５分） 

④質疑応答（５分） 

 

５．費 用： 無料（但し、会議室、ＤＶＤ再生機、パワーポイント用ＰＣ、ス 

クリーンなどは商店街やショッピングセンター・百貨店側 

が用意する。） 

 

６．時 期： １１月中旬以降 

 

７．お問合せ：大阪商工会議所流通・サービス産業部（土居、堤） 

電話 06-6944-6440、FAX06-6944-6565 

 

以 上 



 

 

資料５ 

千客万来都市ＯＳＡＫＡプラン 「旅游都市化推進プロジェクト」概要 

 
 

千客万来都市ＯＳＡＫＡプランを実現させるための先導的、先進的な取組みとして

実施する戦略プロジェクトのひとつが「旅游（りょゆう＝中国語で｢観光｣の意味）都

市化推進プロジェクト」。同事業では、中国などアジアからのインバウンドを増大さ

せ、新興国の成長を取り込み、その経済効果を大阪全体へ波及させることを目的とし

ている。同事業で取り組む具体的なアクションプログラムは下記５項目となっている。 

 

【アクションプログラム】 

 

①大阪城を核とした観光振興  

・大阪城公園内と大阪城公園周辺の観光ディスティネーション化を目指す取り組み

(規制緩和等の促進、民間事業者支援、施設利用への協力、統一感ある魅力的な空間・ 

眺望形成支援） 

・大阪市大阪城専任チームへの参画と中期ビジョン策定への協力  

 

②中之島を中心とした水都の魅力向上  

・民間事業者による河川等公有水面、河川敷等公有地の活用支援  

・舟運活性化、川の駅交流促進、新たな観光クルーズ商品の開発促進、効果的な情報 

発信  

 

③インバウンドによる買い物消費拡大  

・船場～なんば地域、天王寺・あべの地域を対象に観光インフラ整備推進、イベント開催、 

接遇講習会の実施などによる買い物観光魅力強化エリアの整備及び協働事業の実施 

・ライフスタイル関連産業の活性化と人材育成、食関連産業の活性化  

 

④都心再生の支援  

・大阪圏外から都心への集客・企業誘致を促進するプロモーションの実施  

 

⑤インバウンド拡大等に対する支援  

・既存資産を活用したインバウンド促進（ツアー・クルーズ誘致、ナイトカルチャー 

事業の実施、ルート開発）  

・ツーリズム産業振興に向けた各団体との連携強化、西日本との交流拡大促進  

・大阪検定の実施 

以 上 



                                                                                          資料６ 

 

旅游都市化推進プロジェクト 

「インバウンドによる買い物消費拡大」事業の概要 

 

１．「関西メガセール」の開催 

大阪市、関西国際空港、大阪観光コンベンション協会等と協働し、国慶節、春節等の 

時期にセールを実施する。 
 

→【実施中】国慶節時期（１０／１～７）実施済。次は春節時期にあわせ、１２月～１月末にかけて実

施予定で現在準備中。 

 

２．「旅游都市・大阪シンポジウム」の開催 

大阪における流通業の近未来予測と外国人観光客の及ぼす地域商業への影響の現状と 

予測に関するシンポジウムを開催する。 
 

→【実施予定】１２月７日に開催。 

 

３．「中国人観光客に関するアンケート」の実施 

中国人観光客の購買動向や各個店での中国人観光客接遇方法等に関するアンケートを実施する。現在

「船場～なんば」、「天王寺・あべの」の両地域の商業施設・商店街を対象に実施中。 
 

→【実施中】１２月上旬に調査結果をとりまとめて発表予定。 

 

４．「中国人観光客接遇に役立つノウハウ資料」（ガイドブック、指さしシート、 

ショートムービー）の作成 

小売業、飲食業などで中国人観光客接遇に役立つ３種類のノウハウ資料を作成する。 

①「ガイドブック」は中国と中国人観光客に関する基本情報を紹介。②「指さしシート」は接客で必要と

される中国語の基本文例や単語などを記載した資料で小売編、飲食編の２種類を作成する。③「ショート

ムービー」は中国人観光客に対する接遇ポイントを映像で紹介するＤＶＤ。 
 

→【作成完了】１１月１０日に記者発表。 

 

５．「中国人観光客接遇・出前セミナー」の開催 

上記の資料を活用し、商店街や百貨店等の従業員等向けの中国人観光客接遇・出前 

セミナーを開催する。 
 

→【実施予定】１１月中旬以降、希望する商店街等で順次実施予定。 

 

 

 

 

千客万来都市ＯＳＡＫＡプラン 

旅游都市化推進プロジェクト 

「インバウンドによる買い物消費拡大」事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機運醸成 インフラ整備 

人材育成 情報提供 

「関西メガセール」

の開催 

「中国人観光客に関す

るアンケート」の実施 

「旅游都市・大阪シン

ポジウム」の開催 ①了解中国！ガイド

ブック、②了解中国！

指差しシート、③了解

中国！ショートムー

ビー等の作成 中国人観光客接遇
に役立つノウハウ
資料作成 

中国人観光客接遇・
出前セミナーの開催 

外国人観光客が買い物しやすい環境整備 

「インバウンドによる買い物消費拡大」を通じた 

旅 游 都 市 化 推 進 



 

 

参考資料 

 

 

キャラクター：「老 旅
ラオリュウ

」、「游游
ユウユウ

」について 
 

 

１．キャラクター紹介・設定： 

○「中国人観光客接遇に役立つノウハウ資料」のナビゲーター。日本をよく知る 

「老旅（＝ラオリュウ・男性）」と「游游（＝ユウユウ・女性）」の２人。 

○「了解中国（リャオチェ・ちゅうごく）！～ショートムービー～」では、 

この２人が、中国人観光客の特徴、接客の際のポイントなどを紹介する。 

 

 

２．キャラクター（イラスト）： 

      
【老旅（＝ラオリュウ）】         【游游（＝ユウユウ）】 
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