
○韓国 

 
関西滞在中で、驚いたことは何ですか。 関西滞在中で、一番良かったことは何ですか。 

男性 

10 代 

・日本人が親切でやさしいのを感じた 

・親切だった。ご飯が美味しかった。地下鉄

が良い。 

・友人と一緒に来たこと 

・食事。地下鉄が良い。 

20 代後半 
- ・おいしいお店（おいしい食べ物） 

・暮らす環境がとても良いです。 

30 代前半 - ・日本食 

30 代後半 ・きれいな環境。先進文化。 ・テーマパーク及び先進文化 

40～50 代 

・安全に関して 

・寒かったのでびっくりした 

・色んな喫煙施設が印象的でした 

・タバコの価格がとても高いですね。 

・日本文化の多様性 

・人々が親切だ 

・都市開発施設 

・親切だった 

・衛生的には最高ですね 

・交通がとても便利なので良いです。 

・神社など古跡遺産の保存がよくできている 

女性 

10 代 

・きれい。意思の疎通がよい。 

・人々が親切だった。 

・観光地 

・人々が明るくあいさつをしてくれた。 

・きれいだったので良かった 

20 代前半 
・韓国と違ってきれいなので驚いた ・皆、親切で楽だ 

・刺身と寿司がとても美味しいです。 

20 代後半 
・特に驚いた点はなかった ・美味しいお店が多くて良かった 

30 代前半 

・町がきれいだ ・冬なのに暖かい天気 

・人々が道をやさしく教えてくれる 

・美味しい料理が多かった 

30 代後半 

・街の環境がいい。 

・公共交通を観光交通としても利用できるの

で良かったし、びっくりした。韓国にはないの

で。 

・USJ がとても素晴らしい。地下鉄の設備（運

営）がいい。 

・交通。親切。 

・日本の人々は親切で何時も笑顔で良かった。 

・USJ。魚釣り。アニメーション模型（プラモデ

ル）。 

40～50 代 
・お年寄りの方々が自転車で移動するのを見

てとてもびっくりした。 

・人々が親切で、秩序整然と動くのがよかった。 

60 代以上 
・ほこりがなくてきれい 

・都市規模がものすごかったです。 

・暮らす環境がとても良さそうです。 

 

 

  



○香港 

 
関西滞在中で、驚いたことは何ですか。 関西滞在中で、一番良かったことは何ですか。 

男性 

20 代前半 ・完璧なサービス ・人が親切 

20 代後半 
・人によっては礼儀正しくない。人が親切。観

光地が美しく清潔。 

- 

30 代前半 
・トイレが清潔で冷水が年中使える 

・大阪人はとても情熱的 

・人々が素晴らしい 

・食べ物がとても美味しい 

30 代後半 

・好天に恵まれ、良い景色と食事 

・とても素晴らしい 

・とても清潔 

・バスが十分ではない 

・城 

・人々は親切です 

・礼儀正しい 

・人が親切 

40～50 代 

・素晴らしい 

・生活費は驚くほどのことではない 

・観光と買物 

・和食を食べること 

・安全 

・公共の場所が清潔で、喫煙者がほぼいない。

60 代以上 

・環境はきれいで人々はやさしい 

・人々はやさしい 

・怒りを表さないようだ。 

・買物は便利です 

・静かで清潔 

女性 

20 代後半 
・清潔である 

・清潔、礼儀正しい 

・公園 

30 代前半 

・清潔で素晴らしい 

・京都は素晴らしい 

・観光が美しい。交通が良い。デパートの閉

店時間が早すぎる。 

・素敵で清潔だ 

  

30 代後半 

・食事 

・素晴らしい 

・清潔 

・観光と自然散策 

・良い 

40～50 代 

・食事 

・観光は素晴らしい 

・有名な都市なのに騒音が少ない。安心であ

る。 

・紅葉がきれい。前回来阪時と比べて、大阪

はより発展した。 

・聞いていたほどサービスは良くなかった。例

えば梅田のチケットサービスカウンター。 

・観光 

・エレベーターの数が少ない 

・京都・奈良 

・日本の他の地域と変わらない 

・環境と人々 

・空がきれい。静かである。 

 

・私は大阪中之島にある明治時代の建築様式

のビルと、京都の歴史的な寺院は貴重なものだ

と思います。 

・景観が良い 

60 代以上 
・現代的 ・とても良い 

 

  



○台湾 

 
関西滞在中で、驚いたことは何ですか。 関西滞在中で、一番良かったことは何ですか。 

男性 

20 代後半 

・人がやさしい。きれいな女の子が多い。 

・人が親切 

・とても美しくきれい 

・美女が多い 

・人がとても親切 

・空気がきれい。紅葉もきれい。 

・居酒屋の雰囲気を感じた 

・食べ物 

・食べ物が美味しい 

30 代前半 

・お城の保存状況は良い 

・礼儀正しい 

・清潔。便利。 

・サービスの質が高い 

・空気がきれいで、人もよかった。 

・交通が便利 

・環境、空気がきれい 

・お寿司が美味しい 

・たこ焼きが台湾のより美味しかった。 

30 代後半 ・日本のお年寄りはみんな元気 ・京都の風景 

40～50 代 

・人々の親切と熱情 

・とてもきれい 

・サービスの質が高い 

・関西人はとても親切 

・観光客が非常に多い 

・外国の観光客がますます多くなっている 

・風景はきれいだが、バスが不便だった。 

・全部いい。とてもきれい。 

・紅葉がとてもきれい 

・紅葉がきれい 

・食べ物が美味しい 

・風景がきれい 

・環境が美しい 

・道が良くて広い 

・美味しい料理 

・地下鉄路線図が分かりやすくて便利だった。 

・食べ物が美味しい 

・食べ物が美味しい 

60 代以上 
・出会ったすべての人が親切でした。環境も大変

きれい。 

  

女性 

20 代後半 

・みんなきれい。ファッションセンスが良い。 

・地下鉄は便利 

・風景が美しい 

・紅葉はきれい 

・環境がきれい 

・お好み焼きが美味しい 

30 代前半 

・観光客が多い 

・通勤ラッシュ時間帯の混雑 

・トイレはきれい 

・地下鉄はとても便利 

・大阪の人は情熱的 

・サービスが良い 

・紅葉がきれい。清水寺。 

・沢山の店に中国人の店員がいて言葉の不自由は

なかった 

・グリコの看板が変わったこと 

・サービスに満足。人は友好的 

・街はきれい。人はやさしくて友好的。 

・お寿司が美味しい 

・食べ物が美味しい 

・京都のお寺がとても美しい 

・京都のもみじがとてもきれい 

・食べ物が新鮮で美味しい 

30 代後半 

・免税場所は人が多くて不便です 

・大阪人は親切 

・人がとても情熱的で親切 

・人がとても親切 

・紅葉を見たこと 

・環境は美しい 

・環境がよく、空気がきれい 

・寿司が新鮮で美味しい 

40～50 代 

・空気環境共きれい。 

・ショッピングが楽しい。 

・赤ちゃん休憩室がよかった。 

・人が親切。 

・もみじは赤い。 

・とてもきれい 

・サービスが良い 

・風景がきれい 

・礼儀正しい。きれい。 

・神戸の夜景が美しい 

・もみじがとても赤い。食べ物が美味しい。 

・人がとても親切 

60 代以上 

・夜のもみじがとてもきれい 

・きれい。親切。 

・環境がよく、人もよい。 

・タクシー運転手がとても親切 

・とても快適で住みやすい 



○中国 

 関西滞在中で、驚いたことは何ですか。 関西滞在中で、一番良かったことは何ですか。 

男性 

20 代後半 

・きれい。親切。 

・とってもきれい 

・関西人はとても情熱的 

・京都の風景 

30 代前半 

・きれい 

・空気がきれい 

・商店街に中国人が多い 

・トイレがきれい 

・大阪に中国人が多い。サービス業は確かにとて

もいい。 

・食べものが美味しい 

・新しい友達ができた 

・日本の美味しいものを食べたこと 

・空気がきれい 

・関西は分からない。日本に来てとてもうれしい。 

30 代後半 

・静か。きれい。 

・新鮮食材で美味しい 

・空気が新鮮で街がきれい 

・金閣寺は大変美しい 

・きれい 

・きれい 

・中国語（を話しているの）がよく聞こえてくる 

・サービスの質が良い 

・日本の人は礼儀正しい 

・物価が安い 

・紅葉がとても美しい 

・食べ物がおいしい 

・主人と一緒に旅行できたこと 

40～50 代 
・富士山はとてもきれい。関西は知らない。 

・中国人は裕福になってきた 

・新鮮な空気を吸う 

・友人、家族と会ったこと 

女性 

20 代前半 

・サービスがとても良い 

・宿は比較的不便だった 

・きれい 

・街が狭い 

・人がとても親切 

・日本人はとても友好的 

・サービス業の思いやりの部分と繊細な部分 

  

薬と化粧品はとても安かった 

関西人はやさしい 

食べ物が美味しい 

現地の人からもらったおみやげ 

家族と一緒に旅行し、美しい景色を見れたこと。 

日本料理と京都の景色 

20 代後半 

・友好的 

・空気がきれい。サービスが良い。 

・日本の女性は思ったより背が高い 

・特にない。環境がきれい。 

・道が狭い。サービスがよい。 

・環境きれい 

・きれいな空気を吸えた 

・美味しいものを食べ、きれいな景色を見て、とても

愉快だった。 

・ショッピング。街ぶらぶら。 

30 代前半 

・きれい 

・日本人は礼儀正しい 

・中国人が多い 

・緑が多く現代的。きれい。 

・想像した以上に環境がよい 

・買いたいものを買えたこと 

・品物の値段が安い 

・奈良で鹿を見たこと 

・電化製品を買えたこと 

・全部とてもうれしい 

30 代後半 

・物価が安い 

・人がとても多い。サービスがいい。 

・電化製品が安い 

・空気がきれい 

・夫婦の感情がアップした。 

40～50 代 

・若い人の着こなし 

・日本はきれい 

・中国人が多い 

・中国人が大変多い 

・トイレはきれい 

・とてもきれいで、空気がいい 

・サービスがとても良い 

・杭州より空気がいい 

・富士山の風景が美しく、大変楽しめました。 

・美味しい食べ物が多い 

・空気がきれい 

・中国人が多い 

60 代以上 

・街がきれい。ホテルの部屋が狭い。 

・日本の人は化粧が好き。 

・マナーがいい 

・日本人のやさしさを体感したこと。 

・年とって外国に旅行できるのもいい 

 

 


