
多言語メニュー作成支援ウェブサイト

おもてなしKOBE
かんたん作成ガイド



OS環境について ウェブブラウザについて

スタート前にチェック！システム推奨環境
＊ご利用にはインターネットへの接続が必要です。

ウェブサイトを使用いただく際は
以下のOS環境でご覧ください。
Windows 7日本語版以降のOS
Macintosh OS X10.6日本語版以降のOS

以下のウェブブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨ウェブブラウザ以外でのご利用や、推奨ウェブブラウザでも設定によっては、
ご利用できない場合や正しく表示されない場合があります。
■Windows
Internet Explorer 10以上、Firefox最新版、Chrome最新版
※ブラウザの自動アップデート機能が有効になっていない場合は、
　最新版へのアップデートを推奨します。
■Macintosh
Safari最新版、Firefox最新版、Chrome最新版
※ブラウザの自動アップデート機能が有効になっていない場合は、
　最新版へのアップデートを推奨します。

イントロダクション サイト画面の見方
START！　無料で作成！（新規会員登録）
STEP 1   言語の選択
STEP 2  デザイン（背景）の選択
STEP 3  レイアウト（配置）の選択
STEP 4  メニューの種類を選択  
STEP 5  料理の登録
 01  一覧から料理を選ぶ
 02 食材を組み合わせて料理を作成  
 03 オリジナル料理を作成
 04 My料理メニュー編集
STEP 6  印刷・公開
登録しなくても利用可能なおもてなしツールご紹介
操作に関するQ&A

はじめに 外国からのお客様を迎える際のお役立ちアドバイス
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日本の食を、外国人旅行者のみなさまにもっと楽しんでいただきましょう。
英語をペラペラに話す自信がなくても大丈夫。

まずは外国語のメニューを用意して、おもてなしの準備を始めましょう。
このサイトなら、かんたんにお店の外国語メニューが

無料で作れます。

さらに！ 検索サイトへの掲載について
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外国からのお客様は、食文化も宗教もさまざまです。
日本ではあたり前のことでも、外国の方にとっては初めてのことがあります。
ポイントをおさえて、心地よい食事の時間を過ごしてもらいましょう。

国ごとに異なる
食事の習慣を
理解しましょう。
世界の食文化は、宗教上「食べてはいけな
いもの」や、食物アレルギーによって、「食
べられないもの」などさまざまです。
一見細かいことかもしれませんが、お客様
にとっては大変重要なことです。そのきめ細
やかな気配りをすることで、お客様が気持
ちよく時間を過ごすことができます。

お店のメニュー
店舗のメニューを
ご用意ください。
料理の名前や値段を
入力していただきます。

パソコン
パソコンで作成します。
推奨環境以外のパソコンですと
正しく表示されない
可能性がありますので
ご注意ください。

掲載用の写真
写真のデータサイズには
制限がありますのでご注意ください。
以下の内容を確認してください。

【店舗登録用の外観画像のサイズ】
＊画像はjpg／png形式のものをご用意ください。
＊アップロードできる画像のサイズは1MBまでです。
＊画像の横幅は最大640px ～最小480pxで作成してください。

【料理メニュー登録用の料理画像のサイズ】
＊画像はjpg／png形式のものをご用意ください。
＊アップロードできる画像のサイズは1MBまでです。
＊画像の横幅は最大600px ～最小215pxで作成してください。

【使用する写真のポイント】
＊タテとヨコの写真はどちらかに揃えた方が
　メニュー表はきれいに整います。

作成前に
準備をしましょう。

食物アレルギーの表記は、
世界の都市では
あたりまえです。
日本でも注目され始めてきていますが、アレ
ルギー表記は大変重要なポイントです。ソ
ースや料理の一部になってしまい知らずに食
べてしまうことで、大きな事故につながるこ
ともあります。アレルギーを理解し正しく表
記することは、世界のスタンダードです。

国ごとに違う、
食事の習慣ポイントを
確認しよう。
お客様の中には、日本の食文化を知らな
い方も多くいます。知らないからと言っ
て、こちらの文化をおしつけてしまうので
はなく、各国の食事の習慣にそったサー
ビスをこころがけることで、お客様が喜ぶ
おもてなしが可能になります。

酒

はじめに 外国からのお客様を迎える際の
お役立ちアドバイス

POINT
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サイト画面の見方
メニューを実際に作成するための、基本的な画面構成を確認しましょう。

イントロダクション

❶ログイン／ログアウト
店舗登録後はこのボタンからログイン、ログアウト
できます。

❷メニュー作成TOP
TOPページへ戻ります。

❸メニューの作成方法
メニュー作成までのステップが確認できます。

❹食品ピクトグラム（絵文字）
アレルギーや宗教など、特に配慮すべき
食材のピクトグラムです。

❺新型コロナウイルス対策
新型コロナウイルス対策の店舗側の取り組み・
お客様へのお願いが多言語で表示できます。

❻指差し会話シート
接客時のコミュニケーションツールとして
ご活用ください。

❼外国人おもてなしポイント
主な国の食習慣を紹介するページです。

❽メニューバー
ステップの順番を示しています。
変更をしたい時は、変更したいステップの場所を
クリックすれば操作が可能です。

❾店舗情報の入力
営業時間や、エリア、カード情報などを
入力できます。

　プレビュー
作成中のメニューのデザインや
レイアウトを確認できます。

　ご意見箱
メニュー単語のリクエストや、
操作についての要望はこちらまで。

各
内
容
の
説
明

必ず入力してください！
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店舗名

店舗電話番号

営業許可番号

秘密の質問

秘密の質問答え

CLICK!

❸

パスワードが発行されたら
忘れないようメモしましょう。

パスワードを忘れてしまったら。
パスワードを忘れた方は、電話番号と、
秘密の質問と答えを入力してください。
設定した店舗電話番号（ID）とパスワードが表示されます。

登録後に自動で発行されるパスワードは複雑な英数字ですので、
忘れてしまうことを防ぐために、ご自分のパスワードを設定することを
おすすめします。また、パスワードはメモや画面の
プリントアウトなどをして、忘れないようにしてください。

無料で作成！（新規会員登録）
多言語メニューを実際に作成してみましょう。
まずはお店の登録からです。

START!

入力

入力確認

❷

TOP画面の
　　　　　　

をクリックします。

お店の登録をします。
フォームに必要情報を入力してください。
正式店舗名、電話番号、お店の営業許可番号を入力します。
次に、ログイン情報を忘れた場合に
ご本人様確認のために使用する情報として、
秘密の質問とその答えも入力してください。
入力が終わりましたら、
「当ウェブサイトの利用規約」をお読みいただき、
　　　　　　　　　　　をクリックしてください。

登録情報を確認します。
登録内容を確認し、よろしければ
　　　　　　　 をクリックしてください。
内容を変更したい場合は
ボタンをクリックして変更してください。
＊登録後は、画面右上の　 　　　　  より、
店舗ID（電話番号）とパスワードを入力してください。

ログイン ▼

店舗情報を変更する
店舗を登録する

同意して確認画面に進む

POINT
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STEP1 言語の選択
作成したい言語を選択します。

6

どの言語のメニューを作成するかを選びます。
選択できる言語は最大5種類までです。
＊最初はすべての言語が選択されています。
（英語　中国語（簡体字・繁体字）　韓国語　フランス語
ドイツ語　スペイン語　タイ語　インドネシア語　ベトナム語）
必要に応じて、選択済みの言語のチェックを外してください。
＊来店するお客様に合わせて言語を選択してください。
＊言語選択は日本語は必須になります。

掲載する言語数におすすめのレイアウト紹介。

❷メニュー作成方法を選びます。
各言語で作成するメニューは、
・1メニューに選択した言語すべてを表示する
・選択した言語ごとにメニューを作成する
上記2つの作成方法から選ぶことができます。
＊料理名の長さや言語数によって、レイアウトがずれる
場合があります。下記の「掲載する言語数におすすめの
レイアウト紹介」をご参照ください。
いずれかを選択し、画面下の
                  　　　　　 をクリックすると、
選択された言語で料理メニューが作成されます。

ひとつのメニューに全言語を掲載する場合、言語によっては単語の文字数が
多くなってしまうなどでレイアウトがずれてしまう可能性があります。
ここでは、言語の数にあったおすすめのレイアウト例をご紹介します。
＊　 （プレビューボタン）で作成中のメニューを確認しながら作成するとスムーズです。

写真アリ 3列 縦型 
写真+テキスト 
おすすめ言語数：3 ～ 5言語

写真アリ 2列 縦型 
写真+テキスト 
おすすめ言語数：2 ～ 3言語

写真ナシ 3列
テキスト 
おすすめ言語数：4 ～ 5言語

1つのメニュー表に
全言語を掲載する

言語毎に
メニュー表を作成する

来店するお客様に合わせて、
言語を選択してください。
外国人旅行者の多くは、
英語・韓国語・中国語を利用しています。

決定/次のステップへ進む →

POINT

POINT

作成言語を選んでチェック。
５種類まで選択可能です。



デザイン（背景）の選択
メニューのデザインを選択します
35種類のデザインテンプレートから選びます。

STEP2

デザインとレイアウトを
組合せてお店に合った
メニューを作りましょう。
・選択する言語や1つのメニューに掲載する言語数により、
レイアウトがサンプルの通りにならない場合があります。
ご自身でお好みのパターンをお試しいただき、
より良いメニューを作成してください。
（P.3のおすすめレイアウト作成例もご参考ください。）
・デザインは35種類、レイアウトは23種類なので、
お店に合ったメニューを楽しみながら作成してみてください。
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レイアウト（配置）の選択
料理メニューのレイアウトを選択します。
23種類のテンプレートから選びます。

STEP3

お店のジャンルや特徴から
デザイン（背景）を選択します。
35種類のデザインカテゴリーから、料理
メニューに使用したいデザインテンプレ
ートを選択します。デザインにマウスを
合わせると、拡大画像が表示され細かい
内容が確認できます。

お好みのデザインを選択し、
画面下の 　　　　 　  　　　　　　を
クリックすると、選択された
デザインが適用されます。

料理メニューに合わせたい
レイアウトを選択します。
各レイアウトにマウスを合わせると
レイアウトの拡大イメージが表示されます。
お好みのレイアウトを選択し、画面最下部の
　　　　　  　　 　　　　 をクリックすると、
選択されたレイアウトが適用されます。

決定/次のステップへ進む →

決定/次のステップへ進む →
POINT

気に入ったレイアウトを
選んでチェック

気に入ったデザインを
選んでチェック



メニューの種類を選択
季節ごと、時間帯ごと等、メニューを
作り分けたい時に便利な機能です。

STEP4

作りたいメニュー名にチェックを入れます。
＊通常メニューは1～3の3種作成できます。
＊セットメニューは、通常メニューで登録されている
商品の中から、自由に組み合わせて作ることができます。

❷STEP5に進んだら、
作りたいメニュー名のタブを選択して
料理名の登録スタート！

セットメニューの作り方

❸

❹

❺

❻

❶
❷

❻「通常メニュー」で登録されていた料理が
一覧で表示されるので、
その中から複数選択してください。

料理を選択する❺　　　　　　    ボタンを押します。

❹個別編集ページでセットメニューの
詳しい情報を入力します。

❸セットメニュー作成ボタンを押します。

❷セットメニュー用レイアウトを選びます。

セットメニュー用デザインを選びます。

POINT
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01 一覧から料理を選ぶ

キーワードから探す
「ひらがな」で探したい料理名を入力します。
＊料理名一覧表示後、「ジャンル・料理種類で
料理を絞り込む」でより詳細な検索ができます。

リストから探す
代表的な料理ジャンルから料理名を探すこともできます。
＊料理名一覧表示後、「キーワードで料理を絞りこむ」で
より詳細な検索ができます。

料理名の一部でも
検索可能です。

料理名がわからない場合、一部の料理名だけでも
検索は可能です。＊例：「らー」で検索すると、「らー」の
付くラーメンなどの料理名が検索結果で表示されます。

❷

方法1 方法2

「キーワード」もしくは「リスト」から絞り込んで、
該当する料理名一覧を表示し、料理メニューを選択します。

キーワードの入力

ご注意！ 検索は「ひらがな」を入力してください。
ひらがな以外は正確に表示されません。

登録したい料理名を見つけたら
メニューに追加しましょう。
自分の料理メニューに記載したい料理を選んで        を
クリックすると「My料理メニュー」に該当料理が追加されます。

追加

リストの料理名をクリック

料理を選んで
　　　をクリック追加

使用している食材や調味料はなるべく表示しましょう。
外国人旅行者によっては、食物アレルギーや宗教などの理由で食べられないものがあります。
食材や調味料の表示を行うとより親切です。

料理の登録
登録方法は３パターンありますので、
お好みの方法をお選びください。

STEP5

続けて料理を追加する →

料理メニューが追加されました。
続けて料理を追加する場合は　                         を
クリックして、料理の追加をしましょう。
料理の値段や写真などを編集する場合は
「My料理メニュー編集」で登録した料理の値段や
メニューでの表示順を設定します（→設定の方法はP.9へ）

POINT

POINT

9



続けて料理を追加する →

02 食材を組み合わせて料理を作成

はじめに料理に使用されている
食材を選びます（複数選択可能）。

ご当地の食材も選べます。
＊翻訳データがない場合もあります。

料理に使用されている食材と料理の種類から
料理メニューを作成します。

例：（さんま）＋（○○の塩焼き）＝「さんまの塩焼き」

例：「〇〇のハンバーグ」の〇〇の部分

例：「〇〇のハンバーグ」のハンバーグの部分

❹

食材と、料理の種類から選びます。

料理メニューが追加されました。
続けて料理を追加する場合は
　　　　　　　　　 　 をクリックして、
料理の追加をしましょう。
料理の値段や写真などを編集する場合は
「My料理メニュー編集」で登録した
料理の値段やメニューでの表示順を
設定します。（→設定の方法はP.9へ）

料理の「◯◯」の部分を
複数の食材と差替えて
メニューを作れます
作成例）
食材「いか」＋「あさり」＋「ほうれん草」
 ＋ 料理の種類「◯◯のパスタ」
⇒ いかとあさりとほうれん草のパスタ

各メニュー名の
「編集」ボタンを押すと、
ピクトグラムや写真の
アップロードができる
画面に行けます。（※詳しくはP.9）

料理の種類を選びます。❷

各国言語表示例を確認し、
　　　　　　  をクリックすると、
My料理メニューに追加されます。

❸
メニューに追加

POINT

POINT

POINT

キーワード、ジャンル
食材種類から選択できます

入力確認
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続けて料理を追加する →

03 オリジナル料理を作成

編集後、
　　　　　　  を押すと
My料理メニューに追加されます。
メニューに追加

❹

料理メニューが追加されました。
続けて料理を追加する場合は
　　　　　　　　　　　 をクリックして、
料理の追加をしましょう。
料理の値段や写真などを編集する場合は
「My料理メニュー編集」で登録した料理の
値段やメニューでの表示順を設定します。
（→設定の方法はP.9へ）

❺

自分で翻訳した用語をメニューに入れたい時には、
登録されている料理名をアレンジして、オリジナルの料理名を編集＆作成できます。

登録された料理名をアレンジして、
自分で翻訳を編集できます。

選択された料理が言語ごとに
翻訳されて表示されますので、
日本語と外国語をオリジナルの
料理名に変更します。

❸

ご注意！
日本語を編集しても、外国語は自動で
翻訳されません。ご自身で編集してください。

「キーワード・ジャンル・料理種類」
から絞り込んで、登録されている
料理名から一覧表示します。
キーワードはひらがなで入力してください。

表示された料理名の一覧から
変更したい料理の
　　　 をクリックします。 

❷
編集

上級者
向け

キーワード・ジャンル・料理種類
から編集する料理を探す

入力確認

変更したい料理の
　　　をクリック編集

11



04 登録したメニューを管理「My料理メニュー編集」

個別にMy料理メニューを
編集してみましょう。
料理ごとメニューの名前や値段、写真の設定が
できます。またピクトグラムの設定や、
使用食材、おすすめのポイントや産地など、
詳細の情報もここで設定できます。

❷

登録した料理の値段や、メニューでの表示順を設定、編集をする画面です。
また、ここで料理メニューの写真や細かい情報を設定できます。

料理メニューの編集は
いつでもできます。
画面左の「My料理メニュー編集」からいつでも、
作成中の料理メニュー内容を変更、編集ができます。

値段
設定した料理メニューの値段を変更できます。

❷

❼

食品ピクトグラムの設定

食材設定

詳細入力

キーワード・ジャンル・
料理種類から食材を選択。
キーワード・ジャンル・
食材種類から食材を選択。

料理メニューの多言語に翻訳された内容を確認します。
作成する料理メニューが各言語で表示されます。
また、このテキスト内でご自身で加筆修正が可能です。
内容がお間違いなければ、下の　　　をクリックして内容を更新してください。変更

食品ピクトグラムを選択します。
食物アレルギーによって「食べられないもの」と、宗教やベジタリアン
の思想から「食べてはいけないもの」がある方々に向けて、使用している
食材や、調理方法を示します。

❹

メニュー名
日本語メニュー名を編集できます。ただし翻訳は反映されません。

❶

ファイルを選択
写真を設定します。
　　　　　　 をクリックし、アップロードする写真を選択します。
＊アップロードできる画像のサイズは1MBまでです。
＊画像の横幅は最大600px ～最小215pxで作成してください。

❸

詳細な情報を入力します。
各料理メニューのおすすめポイント、サイズ・量、産地、調理方法、
味・食感、料理の種類、サービスなど、細かい設定ができます。
※料理メニューに対して、知識を持っていないお客様がほとんどですので、
　できるだけ詳細の情報を提供すると親切です。

❻

料理メニューで使用している食材を設定します。❺

My料理メニュー編集の手順
　メニューの価格が「税抜き表示」か「税込み表示」を選びます。
　料理メニューに表示する際に、画像のある料理を上位に
　表示する場合は選択します。
　各料理メニューの値段を入力します。
　表示順を入力します。（＊入力した数字の低い順に表示されます。）
　料理メニューをメニュー表に表示する、非表示にするを
　どちらか選択します。

１
２

３
４
５

※任意

※任意

※任意

※任意

１
２

３ ４

５

❶
❷

❸

❹
❺
❻

❼

❹❺は特に配慮が必要な方向けにおすすめします。POINT

POINT
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お疲れさまでした！

印刷・公開
メニュー作成が完了しました。
作成したメニューの確認ができます。

STEP6

印刷用データを
表示する

印刷用データを表示する
印刷用のメニューを確認できます。（PDF形式）

＊修正がある場合は、各ステップに戻って修正が可能です。
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登録しなくても利用可能な

おもてなしツールのご紹介
メニューを作成するだけでなく、外国のお客様を
おもてなしするための知識や情報も掲載しています。
ツールは、TOPページ下部からご利用ください。

お客様とのコミュニケーションをサポートする、
「コミュニケーションシート」を活用ください。
飲食店のサービスが、日本そのものや日本人の印象に結びつ
くことも多いと言われています。
来店者の多い外国語のシートを印刷していただき、接客時の
コミュニケーションツールとしてご利用ください。

食文化は国や宗教によってさまざま。「外国人おもてなしポイント」
では、国別の食習慣や知っておくべき宗教のポイント、マナーとし
て覚えておきたい呼称、そして食物アレルギーの知識など、大切な
情報を豊富に掲載しています。

外国人の「食」に関する習慣や
特徴等を知ろう！
「外国人おもてなしポイント」

コミュニケーションシートは10種類の
言語でダウンロードできます。

おもてなしツール

I'm not good at foreign languages. So, if you don't mind,
I'll use this book to help me talk with you.

How many in your party? Have you made a reservation? Yes. No.Please purchase your food coupons over there.

Do you have any seating preferences?

Counter

No smoking Smoking permitted 

By a window.I'm afraid no tables are available at the moment. You'll have about a minutes' wait.

Would you be good enough to wait a little while?

Have you decided what you'll have? Please call a member of our staff. Please press the button.

May I have the check, please?Please pay at the cash register. Please pay at your table.

How will you be paying? We are sorry, but we don't accept credit cards.

Cash Credit card.

Separate checks, please. We'll pay individually.

I'd like a receipt,  please. 

入店の時 (Arriving)

席に着いた時 (At the Table)

食事後 (After the Meal)

(English)

Mainly, the boxed text in red indicates for staff of 
restaurants and in blue for customers.

指差し会話シートコミュニケーションシート

意外と知らない外国のこと
知ってほしい日本のこと

食習慣
宗教 敬称

食物アレルギーや、宗教への配慮に
「食品ピクトグラム」を活用しましょう。

食品ピクトグラムがダウンロードできます。

食品ピクトグラムは、食物アレルギーによって「食べられないもの」と、
宗教やベジタリアンの思想から「食べてはいけないもの」がある方々に
向けて、使用している食材や、調理法を示した絵文字です。当サイトで
利用できるピクトグラムは35種類。
アレルギー特定原材料および特定原材料に準ずるもの、宗教や、ベジ
タリアンに特に配慮すべき項目より選定しました。

❶

❷

❸

食品ピクトグラム

コミュニケーションシート
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「感染対策取り組みポスター作成ツール」が
ダウンロードできます。

「感染対策取り組みポスター作成ツール」は、訪日外国人旅行者
の方々に安心・安全な飲食を提供できるように、各店舗で取り組
んでいる感染対策を15種類の項目の中から選択し、多言語で表示
できるポスターが作成できます。また、来店したお客様に協力をお
願いしたい感染対策も11種類の項目の中から選択が可能です。

新型コロナウイルス対策
「感染対策取り組みポスター作成ツール」
❹

１度に作成できるポスター
の言語数は最大４言語、『お
店で実施している新型コロ
ナ感染症対策』『新型コロ
ナウィルス対策の協力のお願
い』は、ぞれぞれ５種類です。

翻訳したい言語と、『お店で
実施している新型コロナ感
染症対策』『新型コロナウィ
ルス対策の協力のお願い』
の中から、該当する対策文
言をチェックするだけ！
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※本ガイドの内容は2022年3月現在の内容です。

操作に関するQ&A
Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

１つの店舗で、複数のスタッフがＩＤを取得できますか？

できません。複数のスタッフで１つのＩＤとパスワードを
共有してご利用ください。ＩＤやパスワードの情報は各
店舗の責任で管理してください。

電話番号が変更になりました、どうすればいいですか？

店鋪名、電話番号（新）、住所を記載して、「ご意見」
ボタンから変更依頼をかけてください。登録情報確認
後、サイト管理者が電話番号を変更いたします。以前
作成したメニューも継続してご利用いただけます。

検索した料理名や食材等の翻訳がでてきません。

ひらがなで入力してください。料理名の一部のみの入
力でも検索可能です。また、料理名によっては、シス
テム内に登録されていないものもありますのでご了承く
ださい。

１つのメニューには何言語掲載すればいいですか？

来客されるお客様の状況に合わせて、適切な言語をお
選びください。
１つのメニューに掲載できる言語数の上限は、５種
類までです。対応言語数やレイアウトにより一部完成
メニューが見づらい場合がありますので、ご注意くださ
い。

自由に使える料理等の写真はありますか？

ありません。ご自身で撮影した料理の写真をデータ化
してご利用ください。著作権法上問題のない写真の
使用をお願いします。
写真データの画素数は、１ＭＢまでです。また、同じ
画素数や向き（縦・横）の写真で作成するときれい
に仕上がります。

内容を変更しましたが、「プレビューを見る」に反映
されません。

内容を変更後、　　　　　　　　　　　　をクリッ
クするか他のSTEPへ進むと、変更内容が反映されま
す。それでも反映されない場合は、F5ボタンを押して
ください。
それでも反映されない場合は、キャッシュ等の閲覧履
歴の消去を行ってください。消去方法が不明な方は、
サイト上のよくある質問からご確認ください。

スマートフォンやタブレットでも利用できますか？

利用できます。

◆ログインについて

◆メニューの作成について

◆その他の質問について

その他、サイトに関する疑問、質問は
トップページ内「よくあるご質問」を
ご覧ください。

Q.
A.

Q.

A.

Q.
A.

決定／次のステップへ進む

＜問い合わせ窓口＞ 神戸市経済観光局観光企画課

電話番号：078-984-0361（受付時間 9：00～17：00　土日祝日、年末年始休み）
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