外国人向け情報サイト「Japan Tips」(東京 23 区英語版)を公開
URL：https://jptips.itp.ne.jp/
2017 年 9 月 13 日
NTT タウンページ株式会社（代表取締役社長：岡田 昭彦、本社：東京都港区虎ノ門、以下「NTT タウンペー
ジ」）は、2016 年 3 月 30 日（水）より在日・訪日外国人の日本での困りごとに役立つ情報を掲載したサイト
「Japan Tips」（東京都港区英語版：β版）を公開しておりましたが、対象エリアを東京都 23 区に拡大し、2017 年
9 月 6 日に公開しました。
※東京都港区β版における利用状況は別紙１を参照
1. 本サイト公開の背景とねらい
日本在留の外国人は 238 万人を超え（*1）、訪日外国人旅行者は年間約 2,403 万人にのぼり（*2）、
2020 年に向けた年間目標である 4,000 万人に向けた受入環境の整備が進められています（*3）。これらの状
況を踏まえ、NTT タウンページは、外国人の利用の多いナショナル麻布スーパーマーケット（*4）とのコラボレーション
により、外国人コミュニティの声を活かし、外国人の方が日本で生活や観光などをする上で知っておくと役立つ情報を
集め、本サイトにて提供することとしました。
2. サイト概要（JapanTips について）※サイトイメージは別紙２、主な記事内容は別紙３を参照
＜コンテンツの特徴＞
困ったシーンから簡単に情報を探し出せるよう 6 メニュー（緊急・日常生活・手続き・日本の文化・観光・飲食店）
にまとめ、約 60 の記事と記事毎に関連するお店・施設を一覧で提供します。
※具体的に日本で生活する上で困って相談されることや、情報提供が有れば役立つという声の多かった内容
・災害に備える等防災情報

・英語の通じる医療機関

・薬の服用説明書に書かれている日本語

・食品の成分表示 等 （ナショナル麻布スーパーマーケットの外国人コミュニティにおけるヒアリングより）
＜お店・施設情報の特徴＞
① 検索可能なお店・施設数：約 13,000 件
（従来の港区β版は約 3,600 件。いずれも 2017 年 9 月現在、i タウンページ調べ。）
② お店・施設のうち英語対応可能：約 4,600 件（2017 年 9 月現在、i タウンページ調べ）をアイコンで分か
りやすく表示し、更に並べ替えや絞込みの機能で検索しやすくしております。
3. 今後の取り組み
今後も外国人モニターアンケート等により、ご利用者の視点からの更なる改善、利便性の向上を図り、2020 年に
向けて情報の精度を向上させてまいります。
（*1）在留外国人数（2016 年 12 月末現在、法務省ホームページ 報道発表資料より）
（*2）訪日外客数（2016 年 1 月～12 月、日本政府観光局 (JNTO)ホームページ 統計・データより）
（*3）訪日外国人旅行者目標（2017 年 4 月 国土交通省観光庁ホームページ 「明日の日本を支える観光ビジョン」より）
（*4）ナショナル物産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 林田 洋）

＊ Japan Tips の利用者が情報を閲覧するためのご利用は無料です。
＊ Japan Tips のご利用には、インターネット接続に係る回線・プロバイダー等の契約及び料金が別途必要です。

【本サービスに関するお問い合せ先】
NTT タウンページ株式会社 サービス開発部 産業担当 久保・長尾・開沼
TEL：（03）5776-4097

E-mail：jptips@mail.itp.ne.jp
【報道機関からのお問い合せ先】

NTT タウンページ株式会社 経営企画部 広報宣伝室
TEL：（03）5776-4104

E-mail：tp-pr@ntt-tp.co.jp
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【別紙1】東京都港区β版における利用状況

掲載記事、及び、お店・施設の業種におけるアクセス順位は以下の通りです。
（集計対象期間：2016年3月~2017年7月 ※2017年9月現在、iタウンページ調べ）
【掲載記事別のアクセスランキング（全54記事）】
一番アクセスが多かったのは、生活に必要な「ガス・電気・水道の領収書の見方」でした。その他、手続き関連の
記事が多い結果となっておりますが、お葬式や結婚式など日本独特の文化に関する記事も上位にランクしていました。
順位

掲載記事

メニュー

1

ガス・電気・水道の領収書の見方

手続き

2

携帯電話の申込み方法、終了方法

手続き

3

お葬式のマナー（日本独特の文化）

日本の文化

4

ガス・電気・水道の申込み方法、終了方法

手続き

5

飲食店情報

飲食店

6

出国準備（出国準備チェックリスト）

手続き

7

電車・バスの路線図

日常生活

8

安否確認の方法（防災情報）

緊急

9

お出かけ情報（公園情報）

観光

10

結婚式のマナー（日本独特の文化）

日本の文化

11

不要品のリサイクル（家電）

日常生活

12

インターネットの申込み方法、終了方法

手続き

13

不用品の処分（ゴミの出し方）

日常生活

14

食品の成分表示

日常生活

15

交通機関を利用する際のマナー

日本の文化

16

ATMの画面の英訳

手続き

17

区役所の手続きと日本の住所と電話番号の書き方

手続き

18

応急手当（防災情報）

緊急

19

警察・消防・救急車等緊急電話のかけ方（防災情報）

緊急

20

乗換案内

日常生活

【お店・施設の業種別アクセスランキング（全214業種）】
一番アクセスが多かったのは、「歯科」でした。その他、上位には病院・医院カテゴリーの施設が並んでいますが、
保険やリサイクルショップなど暮らしカテゴリーのお店・施設も上位にランクしていました。
順位

お店・施設の業種

カテゴリー

1

歯科

歯科

2

病院・医院（内科）

病院・医院

3

病院・医院（医院・診療所）

病院・医院

4

保険

暮らし

5

病院・医院（皮膚科）

病院・医院

6

病院・医院（美容外科）

病院・医院

7

薬局

健康・介護

8

学校（小学校）

教育・習い事

9

警察機関

公共機関・団体

10

病院・医院（病院・療養所）

病院・医院

11

リサイクルショップ

暮らし

12

スーパー

ショッピング

13

タクシー

暮らし

14

外国公館

公共機関・団体

15

保育園

教育・習い事

16

不動産取引

住まい

17

病院・医院（眼科）

病院・医院

18

教会（キリスト教）

冠婚葬祭・イベント

19

歯科（矯正歯科）

歯科

20

病院・医院（総合病院）

病院・医院
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【別紙２】 「Japan Tips」（東京都23区英語版）サイトイメージ
（1）①トップページ

（3）お店・施設の検索

現在地や調べたいエリアを選択

＜検索結果一覧＞
エリアや業種カテゴリー等で
更に条件の絞込みが可能
検索結果の表示順変更が可能
（例：英語対応、閲覧回数）

（1）②クイックアクセスリンク
（4）お店・施設の詳細情報
（1）①エリア別メニュ－

（2）記事

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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JapanTipsで閲覧可能な情報、及び各種機能 （★は今回、新たに追加）

（1）トップページ
①エリア別メニューと全国共通メニュー〔★〕
東京23区を5地域に分けた記事の入口の他に、東京以外の日本全国でも共通して
ご覧いただける記事について入口を設置しました。
②クイックアクセス
トップページから、ニーズの多い「病院・医院」「歯科」「大使館」の検索結果一覧へ
直接リンクします。

（2）記事
困ったシーンから簡単に情報を探し出せるよう６メニュー（緊急・日常生活・手続き・日本の文化
・観光・飲食店）にまとめ、約60の記事と記事毎に関連するお店・施設を一覧で提供します。
※主な記事内容は別紙３参照

（3）お店・施設の検索
①検索可能なお店・施設数：約13,000件〔★〕
うち、英語対応可能は約4,600件（いずれも2017年9月現在、iタウンページ調べ。）
②お店・施設の検索は、キーワードを入力し、探したいエリアを選択して行います。
③検索結果は、一覧で表示され、英語対応しているお店・施設などでの並べ替えが可能です。
＜一覧表示、優先表示での機能＞
・アイコン表示：英語対応可能
・並べ替え〔★〕：英語対応可能の上位表示、閲覧回数の多い順、
アルファベット順、営業時間内お店・施設の表示
④検索結果の絞込みは、検索結果一覧から、
エリア ／ 業種のカテゴリー ／ 英語対応 ／
営業日や営業時間〔★〕 ／ 駐車場の有無〔★〕
で絞り込み検索が可能です。

（4）お店・施設の掲載情報
表示項目は下記の通りです。
電話番号 ／ 住所 ／ 業種〔★〕 ／ 営業時間 ／ 英語対応可否 ／ URL
／ E-mail ／ 駐車場が利用可能※〔★〕 ／Wi-Fiが利用可能※〔★〕
／ アクセス（地図）
※利用可能な場合のみ表示

※推奨環境
Android（*1）:5.0、6.0、7.0（標準ブラウザ）
iOS（*2）:9.X 10.X（safari）
（*1）Androidは、Google Inc.の商標・登録商標です。
（*2）iOSは、米国及びその他国々で登録されたApple Inc.の商標・登録商標です。
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【別紙３】 「Japan Tips」の記事内容
★は今回新たに追加した記事

メニュー

主な記事内容
・防災情報（安否確認の方法/災害に備える/災害時の情報収集方法/応急手当/
災害の後始末と生活再建/避難所MAP 等）

緊急

・緊急時の連絡先（警察・消防・救急車等緊急電話のかけ方）
・英語の通じる医療機関（英語の通じる医療機関のリスト/薬の名前/薬の服用説明書に
書かれている日本語）

・乗り物の乗り方や乗換等（東京の電車・バスの路線図/乗換案内の英語版/
電車の種別とお得な切符〔★〕/タクシーの乗りかた/レンタル自転車の使い方〔※〕）

・日本での自動車の運転（保険やJAFなど車を買った時に知りたい情報 等）
・病院で必要な日本語（問診票の書き方/症状の一覧表（日英対訳） 等）
・食品の成分表示

日常生活

・不用品の処分（ごみの出し方（ごみ袋の標記含む）/不用品のリサイクル）
・日本独特の生活情報（ウォシュレットの使い方）

・育児・教育（ベビーシッター情報のリスト/幼稚園や小学校のリスト）
・外出時に困ること（トイレMAP/落し物をしたとき〔★〕）
・買い物情報（大きい洋服・靴の買える店情報,日本のサイズの情報/人気のあるお土産・
お土産の通販/免税〔※〕）

・役立つ日本語（よく使われる日本語（あいさつ,電話での対応,タクシー利用時 等））
・英語の通じる不動産屋（家を借りるために必要な持ち物/英語の通じる不動産屋リスト）
・区役所・市役所での書類の書き方（区役所・市役所等での手続きの手順・必要なもの等）
・銀行口座の開き方（銀行口座を開設するために必要な持ち物/ATMの画面の英訳）

手続き

・ガスや電気・水道の利用方法（ガス・電気・水道の領収書の見方/ガス・電気・水道の
申込み方法,終了方法 等）

・携帯電話・インターネット（携帯電話の申込み方法,終了方法等/インターネット
（ケーブルテレビを含む）の 申込み方法,終了方法 等）

・出国準備（出国準備チェックリスト）
・日本独特の文化（お葬式のマナー/結婚式のマナー/交通機関を利用する際のマナー〔※〕／

日本の文化

その他の日本の生活でのマナー〔※〕〔★〕）

・日本の祭り（東京の主な祭り）〔※〕〔★〕

観光

・お出かけ情報（公園情報/訪れるべき人気スポット〔※〕〔★〕/イベント情報〔※〕〔★〕）

飲食店

・飲食店情報（飲食店のリスト/ハラル対応レストラン〔※〕〔★〕）
※お店・施設の一覧表示を行わない記事
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