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インバウンドに向けた取り組み 
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2012.11.18 2010.10.24 

東京五輪 
招致活動支援 

2012～ 2005.02.05 

外国人旅行者のため 
のガイドブック発刊 
（Yokoso Japan） 

2004.09 

Japanese 
Restaurant Week 

2013.08～ 

2013.4.25 

和食無形文化遺産登録応援 
ポスターを海外店舗で掲示 

2013.10～ 

情報ラウンジ 
JNTO認定取得 

2013.12.17 

インバウンド 
研究会 発足 

2012.04 

ぐるなび外国語版を 
開設 

日本政府観光局様へ 
レストラン情報提供を開始 

ミシュランガイドデジタル
の運営を開始 

Japan Trend Ranking 
日本ファンづくり開始 



日本を舞台に 

（受入環境整備） 



2004年、日本在住の外国人や、外国人旅行者のためのレストランガイドを開設 

ぐるなび外国語版 
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2015年1月19日 

大幅リニューアル！ 

外国人ニーズに応える事を徹底追及。 
検索機能を大きく向上。 

駅、ランドマーク、 
ホテルから検索 

カレンダー、 
営業時間から 
検索 

設備、 
サービスから 
検索 

外国人に最も支持されるグルメサイトへ 
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管理画面から日本語操作で設定可能！ 

Ｗｅｂフォームから予約受付が可能に 

外国人の不安や悩みを解決！ 

食材や調理法、調味料など正確な情報発信 

店舗からリアルタイムに、かつ簡単な操作で情報発信！ 

管理画面からの入力が自動で多言語置換 

トップページに大きな導線を設置！ 

食体験イベントで外国人客を誘致 

飲食店予約の手続きなどを厚くサポート！ 

レストランコンシェルジュの拡充 

店舗詳細情報ページ（受入環境整備） 



外国人にとってイメージしやすいメニュージャンル 

ぐるなびオリジナルデータにて共通化したメニュージャンルを確立 

日本の食文化は地域や季節によって同じメニューでも多種多様な表現が存在し、それがご当地グルメなどの豊かな食文化を確立していると 
言っても過言ではありません。 
その反面、外国人にとってその食文化はさらに複雑になり、魅力的に感じながらも実は困惑をしている声を多数いただいてきておりました。 
ぐるなび外国語版ではそのような外国人の悩みを解決すべく、ひと目でイメージしやすくする共通のメニュージャンルを確立しました。 

■ぐるなび外国語版メニュー例 
 共通のメニュージャンル「焼きそば」として多言語化 

 

■一般的な日本語メニュー例 
 各店舗がそれぞれの日本語でメニューを入力 

●●ご当地 ひるぜん焼そば  

下町風 焼きそば  

850yen 

850yen 

A店 

B店 

箇所が共通のメニュージャンルによる自動反映 
他箇所は店舗情報ごとに異なる 

例）焼きそば 

管理 
画面 



より詳細で正しい情報を発信可能 

専用管理画面で、メニュー詳細情報を瞬時に更新！ 

調理法 

調味料 

食材情報 

メニュー 
説明 

値段 

日本語の読み方*発音 

メニュージャンル 

食材1,000種/調味料400種/調理法40種 

メニュージャンル 
4,000種 

■メニュー詳細情報＊メニュー情報一元変換システム＊ 

 管理画面で簡単設定。4言語に自動反映が可能！ 
    外国人の悩みも店舗の悩みも解決！ 
  イメージしやすい表示はお店選びの手がかりやスマートな接客に 

メニュー表示（英語） 

メニュー情報一元変換システム 

≪メニューマスターデータベース≫ 
  ・共通のメニュージャンル：4,000種 
  ・食材情報：1,000種 
  ・調味料 ：400種 
  ・調理法 ：40種    

辞書機能 

管理画面イメージ 



2010年より、政府観光局の公式レストランガイドへ、情報提供を行っています。 

日本政府観光局（JNTO）への情報提供 
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2010年より、政府観光局の公式レストランガイドへ、情報提供を行っています。 

日本政府観光局（JNTO）への情報提供 
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日本政府観光局（JNTO）への情報提供 

2010年より、政府観光局の公式レストランガイドへ、情報提供を行っています。 



▲対面型コンシェルジュサービス 

 

■ぐるなび情報ラウンジ 
 

JNTO認定外国人観光案内所 認定決定 
 
グランフロント大阪内にオープン。 
対面型コンシェルジュサービスによるお店探し。 

JNTO認定観光案内所 

東京/大阪 
JNTO認定 
外国人 

観光案内所 

2013/12/17 
認定 
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外国人旅行者向けにレストランガイドを配布 

レストランガイド 



日本の文化を体験できる外国人旅行者向けアクティビティプランコンテンツの展開 

食領域におけるアクティビティプランの展開 

●寿司握り体験 

●お茶体験 

●そば打ち教室体験 

●押し寿司づくり体験 

築地の寿司屋で 
カウンターに立って握寿司

づくりが体験できる 

手打ちそばを体験できる 
そば打ち教室 

お茶体験の後 
会席料理を愉しめる 
セット体験プラン 

金沢名物 
押し寿司づくりを 

体験できる 



インバウンド対策セミナー 

講座の満足度 

とても 
参考になった 

79％ 

やや 
参考になった 

21％ 

■過去の経験を思い出し、「お通し」が普通ではなかったことや、 
 日本人の感覚では計り知れないことが多々あることを確認。 

■他店での出来事、対応など今までなかったことを知れた。 
 宗教やベジタリアンの食文化についても参考にしたいと思った。 

■宗教上の食事制限について理解できた。 

参加者の声 

全国各地にて外国人を受け入れるためのインバウンド対策セミナー講座を開催 
 

１：訪日外国人の概況 

２：外国人を呼び込むための取り組み事例 

３：外国人客からよくある要望 

４：接客シーンDVDを視聴して意見交換 

５：成功店の取組み 

セミナーカリキュラム：例 



世界を舞台に 

（日本ファンづくり） 
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2013年４月2５日 
 

英語版 
Open 

海外へ日本食文化や日本各地の魅力を現地語で紹介。日本ファンを育て、訪日客の増加に貢献します 

Japan Trend Ranking 
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海外へ日本食文化や日本各地の魅力を現地語で紹介。日本ファンを育て、訪日客の増加に貢献します 

Japan Trend Ranking 

・2013/4/25 シンガポール（英語）版リリース  
・2013/8/22 タイ版リリース 
・2013/9/26 ロサンゼルス版リリース 
・2014/8/20 フランス版、台湾版、香港版リリース 
・2015/10/1 JNTO特設サイト開設 

 147,000突破 

■タイ版 
 

■シンガポール（英語）版 

■ステッカー 

■スマートフォン版※web 

※2015年11月1日現在 

■facebookいいね数  

■Facebook 

■米国 ロサンゼルス版 
 

■フランス版 
 

■台湾版 
 

■香港版 
 



現地 日本食レストランで日本料理を楽しむイベントを開催すると同時に、日本ファンづくりを育成 

第1回 
2013/9/1～8 

タイ 

31店舗参加 
 

2013/9/12～20 
シンガポール 

57店舗参加 

第2回 
2013/12/18～2014/1/26 

シンガポール 

80店舗参加 

■パンフレットラック ■参加店の様子 

JAPANESE RESTAURANT WEEK 

RED-U35  
SEITAシェフ 

株式会社 

三崎恵水産 

日本食文化の体験 メニュー開発 日本食材の提供 

■イベント開催 

参加店にてイベント告知/イベント開始 

メニューイベント 

第3回 
2014/10/1～2014/10/20 

シンガポール 

110 店舗参加 

観光庁 連携 

2014年度内予定 2014/10開催 2014/12開催 

ロサンゼルス シンガポール 
110店参加 

香港 台湾 
117店参加 

海外エリア 



各国の日本食レストランでリアルイベントを実施 

海外レストランネットワークを活用した 
海外現地における日本ファンづくりイベント 

第二回：台湾（2015/10/08 - 10/21） 
 

参加レストラン数：72店舗 
2st event: Taiwan 

(10/08/2015 - 10/21/2015） 
72 participating restaurants 

第二回：香港（2015/10/22 - 11/04） 
 

参加レストラン数：73店舗 
2nd event: Hong Kong 

（10/22/2015 - 11/04/2015） 
73 participating restaurants 

第四回：シンガポール（2015/11/19 - 12/02） 
 

参加レストラン数：81店舗 
4rd event: Singapore  

（11/19/2015 - 12/02/2015） 
81 participating restaurants 

日本政府観光局 との Japanese Restaurant Week 
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台湾 香港 シンガポール 



行ってみたい日本、もう一度行きたい日本へ。 


