
 

 

 

 

 

 

 

 

外国語表記を充実させて、商品などの魅力を外国人旅行者に伝えよう！ 

外国語表記の手引き 
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この手引きについて 

  訪日外国人旅行者は増加が続いており、2020 年東京のオリンピック・パラリンピック競技大会

の開催でさらなる増加が見込まれ、さらに、政府は 2030 年には 6,000 万人の訪日外国人旅行者

を目標として掲げています。観光地としての魅力を高める受入環境の整備として、観光地における

多言語表記が進みつつある一方で、飲食店、小売店などにおいては、日常的な商品の入れ替えで翻

訳が間に合わない、財政的な問題、人材不足などから商品などの外国語表記が未だ間に合わず、外

国人旅行者の購買につながらない、魅力が伝えきれないなどの問題があります。 

  この手引きでは、「外国語表記をなんとかしたいが、人もお金もかけられない」といったお悩み

から、「外国語表記を充実させて、外国人旅行者に商品の魅力を伝え、買っていただきたい！」と

いうお悩みまで、皆さまの実情に合わせた「外国語表記のポイント」を整理しています。 

 

 

  インターネットにある翻訳サ

イトを使っているけど、翻訳

したものが合っているのかわ

からない・・・。 

社内にいる外国語が得意な人

に頼んでいるけれど、合って

いるのかは確かめていない。 

知合いの外国人にお願いした

けれど、その人の母国語は違

う言語みたい・・・。 

語学が堪能という知人にお願いし

たけれど、その言語を母国語とす

る外国人に確かめてはいない。 

外国語翻訳も含めて、POP や

メニューの作成を外注したけ

れど、ﾈｲﾃｨﾌﾞﾁｪｯｸをしたとは

言っていなかった。 

ﾈｲﾃｨﾌﾞﾁｪｯｸのある専門の翻訳

会社に外注したけれど、商品

の魅力まで書かれていない。 

ステップ１ 

まずは「通じる」表記を目指そう！ 

(p.2)へ 

ステップ２ 

外国人にとって違和感のない表記を

目指そう！ 

(p.６)へ 

ステップ３ 

売れる（理解の深まる）翻訳で集客

を広げよう！ 

(p.７)へ 
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■翻訳サイトの活用のポイントを知っておこう！ 
 インターネットでカンタンに使える〇〇翻訳などの「翻訳サイト」は、コストがかからず便利です

が、うまく使わなければ「意味の通じない」表記となってしまいます。訳したい日本語を入れて翻訳

するだけにせず、以下のポイントを踏まえて「通じる」表記をまずは目指してみましょう！ 

 

 

ポイント① 日本語と外国語の「違い」を理解しておく 

 ●英語への翻訳 

   英語が直接的、断定的で比較的簡潔な構成であるのに対して、日本語はあいまい、明言をさけ

る、長い文になりがちといった違いがあるために、翻訳する「日本語の原文」の再構成をしてお

くことが重要です。 

 

 ●中国語への翻訳 

   日本語の文章には複数の修飾語が入っているに対して、中国語は複数の修飾語が入らないとい

う違いがあるために、翻訳する「日本語の原文」を分割しておく必要があります。また、漢字も

特に簡体字は語彙の違いがあります。 

 

 ●韓国語への翻訳 

   韓国語は日本語と文法がほぼ同じであるために、共通点が多く、比較的翻訳サイトでも問題が

起こりにくいとは言えます。しかし、表音文字であるハングルの同音異義語がある場合には変換

ミスも出てくる場合があります。 

 

 

ポイント② 「日本語の原文」の作成に留意して作成する 

ポイント①の違いを理解して、入力する「日本語の原文」を以下に留意して作ってみましょう。 

●能動態の文章にする 

  日本語は受け身の文章構成となりがちで、長く、まわりくどくなることがあります。日本語の

原文をつくる際には、主語と動詞の関係を明確にした能動態とすることが重要です。 

  【事例】 

日本語にありがちな受動態文章「彼女は彼女の生徒に尊敬されている」 

  能動態にしてみると ・・・・・「彼女の生徒は彼女を尊敬している」 

 

●主語などを省略しない 

  【事例】 

日本語にありがちな主語の省略 「冬はやっぱり鍋だよね」 

  主語を省略せずに構成すると・ 「私が冬に食べたいのはやっぱり鍋です」 

ステップ１ まずは「通じる」表記を目指そう！ 
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●文章を短く、分割する 

  日本語は、ひとつの文章にいくつもの内容が入っていることが多くあります。主語を補い、文

章を短く簡潔にするために分割してみましょう。 

  【事例】 

いくつもの内容が入った文章 「直前にキャンセルされると、キャンセル料がかかるだけでな

く、その月には予約ができなくなります」 

  文章を短く、分割する・・・ 「予約直前のキャンセルはキャンセル料がかかります。キャン

セルした場合、同じ月には予約できません」 

 

●くどい言い回しいをしない 

  不要な言い回し、重複などのくどい文章は、曖昧な意味となり適切な翻訳になりません。日本

語は曖昧な文章が多くありますが、「簡潔」をこころがけましょう。 

  重複してくどい文章   「ご記入の際には、注意事項をよく読んでからご記入下さい」 

  重複をはずし簡潔にする 「注意事項をよく読んでから記入してください」 

 

●なるべく漢字に変換して 

  英語、韓国語には単語の間にスペースが入りますが、日本語には切れ目がないために単語の間

を判断できない場合があります。漢字に直せるものは、なるべく漢字にして入力しましょう。 

 

●意味を限定するために単語を組み合わせて入力する 

  日本語の場合、同じ表示でもさまざまな意味を持つ単語があります（例.バス→お風呂、乗り物

のバス、ブラックバス等）。こうした単語を曖昧に使うことで訳が変わってしまう場合がありま

す。意味を限定できるように単語を組み合わせることが重要です（例.乗り物のバス→バスに乗

車した、バスの座席についた等）。 

 

 

ポイント③ 「日本語の単語」そのものも見直して 

翻訳する「日本語の原文」は、文体だけでなく、使用する単語そのものも見直しておく必要があり

ます。 

●略語やカタカナ英語 

  カタカナ英語が持つ日本語の意味と同音の英語では意味が異なる場合があり、また略語も辞書

になく変換されない場合があります。 

  （カタカナ英語で意味が違う単語） smart/ｽﾏｰﾄ（太っていない≠賢い、ｽﾀｲﾘｯｼｭ） 

  （略語で辞書になく誤訳される単語）ポテト（フライドポテト≠ジャガイモ） 

 

●日本独特のもの 

  特別な商品、日本独自のものなどは、日本語をそのまま使うこともできます。ただし、外国語

で説明を加えるとさらにわかりやすくなります。 

  【事例】 

英訳の例  出汁（だし） dashi（bonito stock、kelp stock など） 
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ポイント④ 「翻訳文」は必ず見直して 

翻訳した外国語が適切であるかをチェックしておくことが必ず必要です。合っているのかを確認す

るポイントがあります。 

●「逆翻訳」で確認 

  日本語⇒外国語の翻訳をした内容を、外国語⇒日本語に翻訳し直してみると、日本語の意味が

通じなくなっている場合があります。この「逆翻訳」でチェックを行い、おかしい場合には「日

本語の原文」を見直すといった作業を繰り返すことで、翻訳の精度が上がります。 

 

  【事例】 

日英での逆翻訳の例 

 

 

 

 

(1) 日本語原文として「味はついているので、そのままお召し上がりください。」と入力 

⇒As it is tasted, please enjoy it as it is. 

(2) 逆翻訳してみる（翻訳された外国語を日本語にしてみる） 

⇒日本語が「味わっていますので、そのままお楽しみください。」になってしまう。 

(3) 日本語原文を分割、主語を補完して、「これは味がついています。そのままお召し上が

りください。」に変更 

  ⇒This is flavored. Please enjoy as it is. 

(4) 逆翻訳してみる 

⇒日本語が「これはフレーバーです。 そのままお楽しみください。」になってしまう。 

 (5) 日本語原文を「これは既に味付けされています。そのままお楽しみください。」に変更 

   ⇒This is already seasoned. Please enjoy as it is. 

 (6) 逆翻訳してみる 

⇒日本語は変わらず「これは既に味付けされています。そのままお楽しみください。」

となって、意味も通じている。 

 

●スペルなどを確認する 

  翻訳サイトの文章をコピーして使うのであれば、誤記は少なくなりますが、転記する場合には、

スペルの間違い、単語間のスペースの削除などに注意することが必要です。 

 

具体的な事例 

 簡体字や繁体字の漢字は日本語にない漢字が多くあり、誤記をしやすい 

 英単語の間に適正にスペースを入れないとわかりにくくなる 

 ハングルは文節でスペースを入れているため、スペースがないとわかりにくくなる など 

   

英語                

As it is tasted, please enjoy it as it is. 

日本語               

味はついているので、そのままお召し上

がりください。 
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■周囲にいる外国人の方などの力を借りよう！ 
 やはり、翻訳サイトの翻訳文が合っているのかの不安…、という方は、翻訳した表記を、周囲に

いる在住外国人の方や、外国語ガイドなど外国語の堪能な方にチェックしてもらいましょう。 

 その場合、最も良いのは、その言語が母国語だという人（ネイティブ）ですが、その言語をよく

使っているという人でもよいでしょう。 

 

 【事例】 

●お客さんが「ここ間違いだよ！」と指摘してくれたときには、「正しい表記」を書いてもらっ

ています 

具体的な事例（現場の声から） 

 外国人旅行者の方に「この漢字は間違っているよ」と指摘を受けましたが、「ぜひ、正しい漢

字をここに書いて！」とお願いしたところ、親切に書いてくれました。お客さまとのコミュ

ニケーションにもなりました。 

 英語、中国語、韓国語だけの表記をしていましたが、英語のできるタイの方が、「ここにタイ

語の表記も増やしたら？」と書いてくれました。商品がタイの方にも多く売れるようになり

ました。 

●地域にいる留学生に表記の間違いを見てもらっています 

具体的な事例（現場の声から） 

 地元の大学の留学生に協力してもらってお店の POP を英語、中国語表記にしてもらいまし

た。地元の大学には多様な国の留学生がいます。 

 従業員にフィリピン人の方がいますが、英語が堪能なので、英語表記をお願いしています。 

●自分のお店のことを書いてくれた外国人ブロガーさんの文章を参考にしています 

具体的な事例（現場の声から） 

 お店での体験を気に入ってくれて、ブログにアップしてくれた台湾のブロガーさんがいま

す。おかげで台湾の方が多く来店してくれています。ブログには体験のことを詳細に書いて

くれていたので、体験の説明にブロガーさんの文章をお願いして使わせていただいていま

す。 

 

■文字に代わる写真やイラストを活用しよう！ 
  メニュー、商品などの翻訳は、その名称だけでは具体的な内容をイメージしにくいものもありま

す。しかし、言葉で補ったり、表記を増やしたりするのは難しい・・・と思ったりしていませんか？

しかし、写真、イラストなどでイメージがしやすくなり、また番号がついていれば、番号を言って

いただければ起きにくくなります。 

 

  【事例】 

●メニューや商品に「内容がわかる写真」をつけることで、どんなものかがわかります。 

   ●使用している材料は、イラストで表記しています。 

   ●メニューや商品に番号をつけることで、注文をしやすく、聞き取りやすくしています。 
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■“ネイティブチェック”の効果を知っておこう！ 
  ネイティブ（ネイティブスピーカー）とは、「ある言語を母国語として話す人」のことを言いま

す。例えば、アメリカから来たＡさんは母国語として英語を話す人なので、英語のネイティブスピ

ーカーです。 

  このネイティブの人に翻訳した表記について、誤訳はないか、普段使われていないような表現は

ないか、外国人が見て違和感がないかなどをチェックしてもらう＝「ネイティブチェック」を行う

ことで、違和感のないわかりやすい表記となります。 

外国人旅行者から見れば、商品情報などについて理解できる表記がされていることで、より深く

興味を持つことができ、購買にも結び付くことが期待できます。 

 

 【事例】 

●観光協会で働いている外国人スタッフに協力してもらっています 

●外国語ガイドさんに外国語表記で誤っているところを指摘してもらっています 

違和感のない表現の例（現地調査から） 

（英 語）髪のつやが出ます Gloss of hair comes out. ⇒ Boosts gloss! 又は Glossy hair! 

（簡体字）温かい抹茶 温暖的抹茶 ⇒ 抹茶（热） 

（繁体字）さまざまな言語に対応できます 任何語言都可用 ⇒ 本店提供多語言服務 

（韓国語）開封すると出国手続きに時間がかかります 

     개봉하면 출국 수속에 시간이 걸립니다.  

⇒ 상품을 개봉하면 출국 수속이 늦어질 수 있습니다. 

 

■自治体や地域関係団体の支援を活用しよう！ 
  自治体では、増えている外国人旅行者の受入環境対策として、メニューの翻訳サービスなど、外

国語表記に対する支援を行っているところがあります。また、商工会など地域の関係団体でも同様

に、外国人旅行者の受入環境に取組んでいるところもあります。 

  こうした地域の支援サービスを活用することで、誤訳などのない外国語表記を進めていくことが

できます。 

 

 【事例】 

  ●多言語メニュー作成支援ウェブサイト 

多言語メニュー作成支援の例 

 東京都では、都内に店舗を持つ飲食店に対して、メニューの 12 言語への翻訳、メニューの作成

（レイアウト 20 種名×背景デザイン 120 種類以上）を無料で行うサービスを行っている。この

多言語メニューを置いている店舗は、「多言語メニュー」がある飲食店検索サイトに掲載され、外

国人に対するＰＲにもなる。（https://www.menu-tokyo.jp/menu/） 

 その他にも大阪府、石川県、岐阜県、高知県、長崎県、佐賀県、千葉市、仙台市、鎌倉市などで同

様のサービスを実施しているほか、表記例集などを作成したりしている。 

●商工会で外国語表記や外国語対応に対する勉強会などを実施しています。 

●外国人旅行者の受入対応マニュアル、ハウツー動画、Ｅラーニングなどさまざまな支援ツール

などが作られています。  

ステップ２ 外国人にとって違和感のない表記を目指そう！ 

https://www.menu-tokyo.jp/menu/
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■購買意欲を掻き立てる、「付加価値を生む」翻訳文をつくる 
  外国人旅行者が思わず手に取りたくなる、注文したくなる商品づくりには、パッケージやデザイ

ンが重要である一方、そこに添えられる外国語表記も、購買意欲を掻き立てる工夫が必要です。 

  「美味しそう！」「楽しめそう！」「価値がありそう！」「あの人が喜んでくれる要素がありそう！」

「そんな背景やストーリーがあるのか！」といった説明をプラスしていくことで、商品の付加価値

が高まるものとなります。 

  ただし、表記が多すぎると読む気が失せてしまうので注意が必要です。 

 

  【事例】 

●メニュー開発の際に、ネイティブに試食をしてもらい、どんな文章を添えれば「美味しそう」

が伝わるかを議論し、メニューの説明書きとして記載した。 

美味しそうを伝える工夫のポイント 

 メニュー名の名称はそのまま日本語をローマ字で表し、説明文でどんな料理かを説明するこ

とで、日本ならではのメニューを、情報を含んで楽しめ、注文できる。 

 説明には、付加価値（新鮮な、地元の、カリカリの、煮込まれた、本場の・・など食欲をそ

そる表現）をつける。 

 料理名は３～５ワードに抑え、メイン素材と付加価値をつける形容詞で構成する。 

 

●独特な郷土料理、伝統工芸品などは日本人でも食べ方や使い方がわからないこともあり、図

解つきで「食べ方（使い方）の説明ツール」をつくった。 

食べ方、使い方を伝える工夫のポイント 

 食べ方や使い方も「日本の文化」を体験する楽しみのうち。具体的に紹介して、体験しても

らうことが重要。 

 郷土料理や伝統工芸品などを日本人が地域でどのように楽しんでいるのかの歴史的背景な

ども合わせて紹介することで理解がさらに深まる。 

 

●アレルギーなど食べ物に制限のある方への配慮をするために、使っている食材、調味料など

を記載した。 

アレルギーの方などへの配慮の事例 

 アレルギー食材の表記 Allergens：Egg , Wheat 

※アメリカでは、８大アレルギー食材として、1.dairy products「乳」 2.egg「卵」 3.fish

「魚」 4.shellfish「エビ・カニ」 5.nuts「ナッツ類」 6.peanuts「落花生」 7.wheat

「小麦」  8.soybean「大豆」を挙げている。 

 

●商品パッケージに入れたモチーフの歴史や謂れの説明を簡潔に説明書きとして示したこと

で、購買につながり、加えてそのモチーフに対する質問も増えた。 

 

●「どんな層に人気です」などお土産をもらう人の顔を浮かべられるような添え書きをするこ

とで、販売数が伸びた。 

 

ステップ３ 売れる（理解の深まる）翻訳で集客を広げよう！ 
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●詳細な商品情報は、二次元コードで読み込んでもらう外国語情報を用意し、興味のある人は

より具体的でわかりやすい情報を得ることができる。（メーカー等が作成することにより、

商品の正しい情報も伝えることができる） 

二次元バーコードによる多言語情報提供の例 

 ＱＲコードを活用した多言語翻訳情報 

商品の詳細な情報、展示の説明文など、多言語翻訳文をアプリなどで提供するサービスを利

用している例が増えている。 

 

●商品がどの国のどの層に売れているかをマーケティングした上で、ターゲットとなる国の言

語で、嗜好に合わせたデザインで表示することでターゲットが明確となり販売数が増えた。 

 


