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「旅の指さし会話帳」シリーズ 

「旅の指さし会話帳」シリーズは、創刊15周年を迎えるベス

トセラー旅行会話集。外国語が話せなくても聞き取れなくて
も「指さす」「指さしてもらう」だけで交流が図れるコミュニ
ケーションツールです。 

旅行好きの皆様に「指さし」の愛称で親しまれています。 

●81の国・地域を網羅 

●累計510万部突破 

●旅行会話集シェアNo.1 

●3000以上の使えるフレーズ・単
語を収録 

●弊社ホームページにて音声無
料配信中（31点） 

定価1300円（税抜）～ 各書店にて好評発売中 



『指さし』の使い方 

☆親しみやすいイラストを併記。 

 

☆場面ごとにわかりやすく言葉を配置。 

 

☆言葉の発音は、現地の発音に近いもので表示。 
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「旅の指さし会話帳」派生シリーズ 

シリーズ名 恋する指さし会話帳 食べる指さし会話帳 ビジネス指さし会話帳 暮らしの日本語会話帳 

点数 5点 9点 5点 6点 

定価（税抜） 1400円～ 1200円～ 1500円 1500円 

内容 国際恋愛はこの一冊で完璧。恋の始
まりから結婚、ケンカや別れ話にいた
るまで幅広い場面＆必須フレーズを超
実用的にご紹介。各国人の恋愛に対
する考え方、結婚にまつわる習慣、子
どもの行事など、知っておくとお得な情
報が満載。 

「食べる」ことに特化した指さし会話帳
です。各国の有名料理から家庭料理・
屋台料理まで幅広く網羅。料理名や
注文の仕方だけではなく、食事のルー
ルやお呼ばれした際のテーブルマ
ナーもご紹介。旅行の最大の!?楽しみ
である「食」を満喫できる一冊。 

出迎えから研修・契約・交渉・宴会とビ
ジネスシーンに特化した会話集。必須
フレーズのみならず、国ごとのタブー
や慣習などお役立ち情報も記載。資
料のコピー依頼ひとつでも、国によっ
て頼み方は異なります。ビジネスパー
ソン必携の一冊です。 

日本に長期滞在する外国人のための
一冊。五十音からはじまり、日本の行
事・買い物の仕方・役所での手続きな
ど日常生活に必要なフレーズを収録。
日本式マナーや生活上のアドバイスも
紹介しています。 

対応言語 英語／フランス語／フィリピ
ン語／韓国語／インドネシア
語 

タイ語／韓国語／ベトナム
語／台湾華語／中国語／フ
ランス語／イタリア語／イン
ドネシア語／日本語 

中国語／英語／タイ語／台
湾華語／韓国語 

フィリピン語／ポルトガル語
／中国語／英語／韓国語
／スペイン語 

アナログコンテンツ 
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「旅の指さし会話帳mini」と派生シリーズ 

シリーズ名 旅の指さし会話帳mini YUBISASHI×ハローキティmini 旅の指さし会話帳miniJAPAN 

点数 14点 14点 6点（キティ版は1点） 

定価（税抜） 680円 880円 680円（キティ版のみ880円） 

内容 『旅の指さし会話帳』がコンパクトな文庫サイズに
なって登場！短期旅行やパックツアーの自由時間
に必要なフレーズを厳選。小さくても充実の内容で
す。 

『旅の指さし会話帳mini』とハローキティがコラボレー
ションしました！お役立ちの内容はそのままに、イラ
ストをキティちゃんに衣替え。キティちゃんのお友達も
登場します。表紙はラメ加工でキラキラ！ 

日本観光に訪れる外国人の方用の会話集です。短
期旅行やパックツアーの自由時間に最適な内容。
便利なポケットサイズで日本旅行をより楽しく！海外
で大人気のキティ版も登場しました。 

シリーズライ
ンアップ 

韓国／中国／タイ／イタリア／フランス
／ハワイ／香港（広東語）／台北／グ
アム／ベトナム／スペイン／バリ／英
語／上海 

韓国／中国／タイ／イタリア／フランス
／ハワイ／香港（広東語）／台北／グア
ム／ベトナム／スペイン／バリ／英語
／上海 

英語／韓国語／中国語／フランス語
／スペイン語 

（キティ版は英語のみ） 

アナログコンテンツ 
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その他派生シリーズ 

シリーズ名 ワンテーマ指さし会話 とっておきの出
会い方 

YUBISASHI comics 接客指さし会話 

点数 28点 1点 3点 

定価（税抜） 880円 1200円 2800円／文庫判は800円 

内容 ワンテーマの旅行ガイドに「指さし会話」がつきまし
た。各テーマに精通した著者が、写真や読み物を中
心に読者をナビゲート。切り離して使える便利な「指
さし会話シート」つき。ポケットサイズながらも読み終
えればテーマにまつわるちょっとした博識家に。読
むだけで旅行気分の、楽しいシリーズです。 

韓流スターのイベントＭＣを350回以上努める古家正
亨がお届けする韓国エンタメファン必携書。コミックで
ファンとしてのルールやマナーを学び、「韓国エンタメ
指さし会話帳」で場面別の必須フレーズを網羅。ファ
ンレター文例集＆俳優・アーティスト名のハングル大
辞典つき。韓国までスターを応援しに行こう！ 

接客フレーズをたっぷり18業種分収録した接客指さ
し会話帳です。英語・中国語・韓国語・タイ語の4カ
国語を記載。一方通行な接客とならないよう、お客
様も指さしてご利用いただける便利な会話集です。
切り離して使える注意書きPOP付録。業種別のミニ
サイズ版も登場！ 

シリーズライ
ンアップ 

韓国×K-POP／タイ×屋台めし／ベトナム×
ハノイ36通りグルメ／中国×トラブル／台湾×

夜市／マカオ×カジノ／トルコ×雑貨／ＮＹ×
映画／パリ×スイーツ／フィンランド×森／ド
イツ×お城／イギリス×ビートルズ／スペイン
×バル／シアトル×カフェなど 

『韓国エンタメ会話帳～大好きなスターに思いを
伝えるために～』 

『通訳いらずで商売繁盛 そのまま使える接客
会話』（A3判） 

『接客指さし4カ国語会話帳 販売業編』『接客
指さし4カ国語会話帳 飲食業編』（共に文庫
判） 

アナログコンテンツ 
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指さしペン～タッチするだけで音声が流れる！～ 

PINK      YELLOW     GREEN      BLUE     NAVY 

「旅の指さし会話帳」の紙面に「指さしペン」を当てるだけで、ペンから該当部分の音声が流れます。 

音声は合成ではなく、全てネイティブスピーカー。語学学習や外国人とのコミュニケーションがより便利に！ 

「指さしペン」は、データを追加することができるハードウェアです。 

何カ国もの言語音声を一本でご利用いただけます。 

指さしペン用のデータは、旅の指さし会話帳webサイトにてダウンロードが可能です。  

指さしペン対応の「旅の指さし会話帳」を2011年春より刊行しています。 

もちろん、既刊の「旅の指さし会話帳」シリーズも順次指さしペン対応をしていきます。 

※対応書籍32点（2012年12月現在） 

定価10800円（税抜）～ 弊社ホームページ・一部書店にて好評発売中（ホームページ会員は特別価格にてご提供） 

アナログコンテンツ 
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「とにかく使える」シリーズ～音声ソフト～ 

シリーズ名 iPodでとにかく使える ウォークマンでとにかく使える 

点数 20点 2点 

定価（税抜） 1900円 1900円 

内容 『旅の指さし会話帳』シリーズから厳選した約40シーン・2000のフレーズを音
声収録。iPodに入れていつでもどこでもリスニング！収録全フレーズが掲載
された小冊子つきです。出張に、語学学習に、旅行前の予行練習に、使い方
色々。 

『旅の指さし会話帳』シリーズから厳選した約40シーン・2000のフレーズを音
声収録。ウォークマンに入れていつでもどこでもリスニング！収録全フレーズ
が掲載された小冊子つきです。出張に、語学学習にお役立ち。 

シリーズラインアップ 韓国語／中国語／台湾華語／香港広東語／タイ語／フィリピン語／
インドネシア語／ベトナム語／イタリア語／フランス語／ブラジルポ
ルトガル語／オランダ語／スペイン語／ドイツ語／ロシア語／イギリ
ス英語／ビジネス中国語／ビジネスタイ語／ビジネス英語／暮らし
の英語 

ビジネス中国語／ビジネス英語 

ダウンロード版も弊社ホームページにて販売中（500円～／iPod用40点（外国人ユーザー向け3点含む）／ウォークマン用8点） 

アナログコンテンツ 
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iPhone版アプリ「touch&talk」シリーズ 

シリーズ名 「touch&talk」国内ベーシック版 「touch&talk」国内パーソナル版 「touch&talk」海外版 

点数 20点 26点 19点 

定価（税込） 700円 800～1200円 700円／$5.99 

内容 『旅の指さし会話帳』のアプリが登場！本書より抜
粋した40～50ページを掲載しました。フレーズをタッ
プすると該当音声が流れます。もちろん合成音声で
はなく全てネイティブ収録。カテゴリ別に探せる目次
機能、拡大縮小機能つき。 

国内ベーシック版がパーソナル版にバージョンアップ。
ベーシックの機能はそのままに、索引検索機能と「お
気に入り登録」機能を追加。ラインアップも増加しまし
た！ 

外国語ユーザー向け。韓国語・中国語・英語ユー
ザーに対応しています。京都に出かける韓国人、ス
ペインに旅立つ中国人、イタリア観光に行きたいア
メリカ人…。世界を旅する外国人のためのアプリで
す。 

シリーズライ
ンアップ 

韓国／中国／台湾／香港／タイ／フィリピン
／インドネシア／ベトナム／イタリア／フランス
／ブラジル／オランダ／スペイン／ドイツ／ロ
シア／イギリス／アメリカ／ビジネス中国語／
ビジネスタイ語／ビジネス英語 

韓国／中国／台湾／香港／上海／タイ／フィリ
ピン／インドネシア／ベトナム／イタリア／フラン
ス／ブラジル／オランダ／スペイン／ドイツ／ロ
シア／イギリス／アメリカ／ビジネス中国語／ビ
ジネスタイ語／ビジネス韓国語／ビジネス英語
／他接客会話4点 

韓国語ユーザー向け9点／中国語ユーザー向
け8点／英語ユーザー向け7点 

（韓国語・イタリア語・フランス語・スペイン語・
日本語など） 

デジタルコンテンツ 
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Android／Windows7版アプリ「touch&talk」シリーズ 

シリーズ名 Androidアプリ「touch&talk」国内版 Androidアプリ「touch&talk」海外版 Windows7アプリ「touch&talk」国内外版 

点数 35点 37点 3点 

定価（税込） 700円 700円／$5.9 690円／$7.99 

内容 『旅の指さし会話帳』のアプリが登場！本書より抜
粋した40～50ページを掲載しました。フレーズをタッ
プすると該当音声が流れます。もちろん合成音声で
はなく全てネイティブ収録。カテゴリ別に探せる目次
機能、拡大縮小機能つき。 

外国語ユーザー向け。韓国語・中国語・英語ユー
ザーに対応しています。京都に出かける韓国人、スペ
インに旅立つ中国人、イタリア観光に行きたいアメリ
カ人…。世界を旅する外国人のためのアプリです。 

「touch&talk」シリーズがWindows7版でも登場しま
した。日本語ユーザー・韓国語ユーザー・英語ユー
ザー向けに1点づつ展開。 

シリーズライ
ンアップ 

韓国／中国／台湾／香港／タイ／フィリピン
／インドネシア／ベトナム／イタリア／フランス
／ブラジル／オランダ／スペイン／ドイツ／ロ
シア／イギリス／アメリカ／ビジネス中国語／
ビジネスタイ語／ビジネス韓国語／ビジネス英
語／他接客会話12点 

韓国語ユーザー向け10点／中国語ユーザー向
け12点／英語ユーザー向け8点／台湾華語
ユーザー向け1点 

（韓国語・イタリア語・フランス語・スペイン語・日
本語など） 

日本語ユーザー向け1点（韓国語）／韓国語

ユーザー向け１点（中国語）／英語ユーザー向
け1点（日本語） 

デジタルコンテンツ 



10 

「指さし」コンテンツ内蔵デバイス 

商品名 NEC LifeTouch L SHARP Brain CASIO EX-word 

内容 NEC様のAndriod™搭載タブレット「LifeTouch L」に
絵本アプリ『ゆびさしキッズ！』シリーズが2点プリイ
ンストールされています。楽しみながら自然と英語
が身につく学習絵本です。タッチすれば英語のみな
らず様々な音が出ます。 

SHARP様の大人気カラー電子辞書シリーズ「Brain」
に「旅の指さし会話帳」電子辞書版が内蔵されていま
す。（一部）充実の10カ国分収録。もちろんネイティブ
音声対応です。SHARP様ホームページよりコンテン
ツを購入することもできます。 

CASIO様の定番電子辞書「EX-word」シリーズの外
国語モデルに「旅の指さし会話帳」電子辞書版が内
蔵されています。収録数は約2800語、すべてネイ
ティブ音声つきで外国語学習をサポートします。 

内蔵コンテ
ンツ 

『ゆびさしキッズ！えいご ドキドキ！はじめて
のおつかい』 

『ゆびさしキッズ！えいご ワクワク！どうぶつ
えんにいく』 

『旅の指さし会話帳』シリーズ電子辞書版 

韓国／中国／タイ／インドネシア／イタリア／フ
ランス／スペイン／ドイツ／アメリカ／ブラジル 

『旅の指さし会話帳』シリーズ電子辞書版 

韓国／中国 

デジタルコンテンツ 



「YUBISASHI」ライセンス商品ご紹介資料 

株式会社 情報センター出版局 
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外国語が出来なくても、この１冊があれば大丈夫！ 

ページを指さすだけで、スムーズに接客ができます。 

 

旅の指さし会話帳でご好評の“親しみやすさ”と“楽しさ”はそのままに、 

接客の際に役立つ会話帳です。 

英語、中国語、台湾華語、韓国語、タイ語のフレーズがすべて併記して
ありますので、どのようなお客様がいらしても安心です。 

←18業種に対応した詳細な接客会話集も掲載！ 

接客指さし会話シリーズ「通訳いらずで商売繁盛」 
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接客指さし会話帳シリーズ①  

クライアント様  首都圏新都市鉄道株式会社（つくばエクスプレス）様 

言語  英語 

仕様 

A4版10ページ 

ラミネート加工   

※文字を直接書き込んで、消すことができます。  

●制作実績（一例） 

【表紙イメージ】 

東京モノレール様 

トリンプ・インターナショナル様 

【紙面イメージ】 



14 

接客指さし会話帳シリーズ② （音声対応） 

クライアント様  
東日本旅客鉄道株式会社様 
※秋葉原駅窓口に設置。外国人旅客の接客をする際に 

ご利用いただいております。 

言語  英語・中国語・韓国語 

仕様 

A4版10ページ 

ラミネート加工／指さしペン対応ドット加工  

 ※文字を直接書き込んで、消すことができます。  ドン・キホーテ様 ぐるなび様 

●制作実績（一例） 

【表紙イメージ】 【紙面イメージ】 

「指さしペン」にて紙面をタッチ 

していただくとネイティブ音声が
再生されます！ 

NPO法人アジア交流センター様 
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「接客指さし会話シート」の特徴  

● 英語、中国語、韓国語、タイ語… どのような言語にも対応いたします！ 

 

● 見開きA3版サイズなので、書籍に比べて文字も大きく非常に見やすい仕様です。 

 

● ファミリーレストランなどに置かれているメニュー表と同じ、耐久性に優れた 

   ラミネート加工が施してあるため、長い期間お使いいただけます。 

 

● フロントや窓口にひとつ置いておくだけで安心。指をさすだけで会話ができるので  

      日本語に不慣れな外国人旅行客からのとっさの質問にも困ることがありません。 
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クライアント様  
沖縄県様 
※緊急時に外国人客を避難誘導する際にご利用いただいております。 

先方HP内にて掲載予定。 

言語  英語・中国語・韓国語 

仕様 6ページ 

観光危機管理指さし会話シート 
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アプリ版「接客指さし会話シリーズ」① 

クライアント様  
ドン・キホーテ様 
※店舗内にiOS/Android端末をそれぞれ設置。来店した外国人客の接客をする
際にご利用いただいております。 

言語  英語・中国語・韓国語 

仕様 54ページ 

＜基本機能＞ 

●音声機能 
パネルをタップするとネイティブの発音が再生されます。 

●シーン別に使える言葉が満載！ 
場面ごとに必要フレーズを収録。シーン別の目次つき。 

●画面の拡大・縮小機能 

 

＜追加機能＞ ※iOS版のみ 

●お気に入り登録機能 
覚えておきたいフレーズ・単語を「お気に入り」に登録できます。 

●索引検索機能 
フレーズ・単語から該当ページを検索できます。 
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アプリ版「接客指さし会話シリーズ」② （クラウド対応） 

クライアント様  
がん研有明病院様 
※外国人患者さんとドクター、看護師の方々の円滑なコミュニケーションをサポート 

するために制作いたしました。 

言語  英語・中国語 

仕様 
iOS版アプリ 

各言語250ページ（16セクションに対応） 
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外国人観光客向けノベルティ「ちび指さし会話帳」 

クライア
ント様 東京地下鉄株式会社 

（東京メトロ）様 
タイ国政府観光庁様 近畿日本ツーリスト様 やまなし観光推進機構様 

イメージ 

言語 台湾華語／英語／韓国
語／中国語（簡体字） 

タイ語 韓国 中国語・タイ語 

内容 A6版16ページ 

台湾からの訪日観光客用ノ
ベルティ。イベント等で配布。 

A6版16ページ 

タイの地下鉄案内をオリジナ
ルで掲載。 

A6版16ページ    

広告・クーポンをオリジナルで
掲載。 

A6版20ページ 

訪日観光客用ノベルティ。ご当
地キャラとコラボ。「ほうとう」な
どのオリジナル用語も掲載。 

●制作実績（一例） 

●他制作実績 

沖縄県様／日本旅行様／H.I.S様／風の旅行社様／ピース・イン・ツアー様など 
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「ちび指さし会話帳」の特徴 

● 英語、中国語、韓国語、フランス語… どのような言語にも対応いたします！ 

 

● ポケットやかばんに入る携行性に優れたサイズで持ち歩きにも便利です！ 

 

● 指をさすだけで会話ができるので 日本人スタッフの方とお客様、双方向の 

   コミュニケーションの一助となります。     

 

● 外国人客だけでなく、ハンディキャップをお持ちのお客様（言語不自由など） 
   にも筆談器の代わりとしてお役立ていただけます。 

 

● 沿線の観光名所やレストラン、お土産物屋のクーポンをつけることも 

   できるので、利用者促進にも効果的です。 

 

● スポンサーをつければ、コストを制作費にあてることができます。 
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『旅の指さし会話帳』～これまでの大きなニュース 

2004年1月 

自衛隊による「旅の指さし会話帳46イラク」の使用 

人道支援のため、イラク・サマワを訪れた陸上自衛隊が現地の子どもとの会話に 

「旅の指さし会話帳46イラク」を使用。複数メディアに取り上げられる 

2004年12月 

日本赤十字社による「旅の指さし会話帳2インドネシア」の使用 

スマトラ島沖大津波による被災者支援のために現地に赴いた日本赤十字社が 

「旅の指さし会話帳2インドネシア」を使用。TVなど複数メディアで取り上げられる 

2006年2月 

トリノオリンピック中継におけるテレビCM放映 

2006年4月 

ニンテンドーDSソフト「旅の指さし会話帳 DS」発売（タイ、中国、韓国、ドイツ、アメリカ） 
＊松嶋奈々子出演のテレビCMによる露出 

2008年3月 

「旅の指さし会話帳」携帯サイトオープン（株式会社プライムワークスと提携） 
2008年7月〜11月 

NEC社製、SHARP製携帯電話にプリインストールコンテンツ提供 

2008年9月 

カシオ社製 電子辞書にコンテンツ提供 

2009年6月 

英語圏ユーザー向けiPod版語学リスニングソフト『Perfect Listeningシリーズ』世界17カ国で発売開始 

英語圏ユーザー向けiPhone版語学リスニングソフト『YUBISASHIシリーズ』世界55カ国で発売開始 

2009年7月 

iPhone版アプリ『指さし会話 touch＆talk』発売開始 

2010年5月 

Android版アプリ『指さし会話 touch＆talk』発売開始 

2011年2月 

日本百貨店協会様とdocomo様へインバウンド接客ツールとして 

『指さし会話 touch&talk』をライセンス提供。 

外国人観光客の新しい接客方法として注目を集める 

2011年3月 

被災地のすべての人に届け！ 

東日本関東大震災後、外国人被災者や海外ボランティアに向けて 

被災地用指さしやスマートフォンアプリ『NIPPON CALLING』を無償提供 

2013年4月 

シリーズ累計 1500万ユーザー突破！ 

『旅の指さし会話帳』シリーズが発行部数累計510万部を突破！ 

アプリは累計370万ダウンロード超！ 

電子辞書累計460万台搭載（当社調べ） 
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会社概要 About us 

株式会社 情報センター出版局 

 

〒160-0004 東京都新宿区四谷2-1 四谷ビル 

TEL : 03-3358-0231（代表） FAX : 03-3358-0219 

 

代表取締役 田村 隆英 

設立 1990年7月27日 

資本金 150,000千円 

 

●事業内容 

一般書籍の企画出版および販売、出版ソフトの企画プロデュース 

書籍・デジタル商品の企画販売 

 

Joho Center Publishing Co., Ltd. 

Yotsuya Building, Yotsuya 2-1, Shinjuku-ku, Tokyo 

160-0004 Japan 

TEL: 03-3358-0231 FAX: 03-3358-0219 

 

President: Takahide Tamura 

 

Established July 27, 1990 

 

●Primary lines of business 

Planning, publishing and selling of books and software 

Planning and publishing of digital books, planning and selling of digital content 

 


