Welcome to Aso MINAMIOGUNI

H U M O R

Information on how to
enjoy meals in Japan

MINAMIOGUNI

ユ ー モ ア南 小 国

There are many gourmet restaurants in Minami-oguni/Aso! Visitors can enjoy a wide selection of Kumamoto/
Aso cuisine and specialties unique to each restaurant. Please observe public manners and bon appetit!
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When you enter
the restaurant

2

Say "Konnichiwa!" during daytime when
you go in to the restaurant. If you are
ushered to the tatami-mats rooms
(Japanese style rooms), take oﬀ your
shoes at a designated area before sitting
at the table. Don't step on tatami-mats
with your shoes!

When you are seated

A moist hand towel and a glass of water
may be served after you are seated. The
towel service is free of charge, but you
are not supposed to take them with you.
After cleaning your hands, leave them on
the table. You may ask for additional
servings of water free of charge.

When you make
an order

5

You can tell the waitstaﬀs either the
number or the name of the dish speciﬁed
in the menu. If you need their service
when they are not around, please say
out loud "Sumimasen!" to get their
attention.
A
SUMIM
SEN！
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When ordering food, keep in mind that
the amount of one serving is set by
Japanese standards. Check the
speciﬁed ingredients of the dishes before
ordering if you have some food
restrictions.
MENU
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Dishes

When the dish is served, say
"Itadakimasu!"before eating, thanking for
the food and for the service provided. If
you are not very familiar with chopsticks,
ask for forks and spoons. Take photos of
your new experiences and share them
with your friends and families.
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How to use hashi (chopsticks)properly
1. Place a chopstick
at the root
of the thumb
and the index
ﬁnger.

How to choose
dishes from the menu
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2. Hold and stabilize the
other chopstick with the tips
of the thumb and the index
ﬁnger so that the two sticks
are parallel.
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Q&A
Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

No currency exchange is available in hotels,
ryokans, and restaurants in Minamioguni. They
only accept Japanese currency, the yen. Credit
cards are accepted at limited shops/restaurants
only, so please consult beforehand.

Can I smoke in the restaurant?
The smoking policy depends on each
restaurant, and some restaurants apply
time-based restrictions against smokers.
Smokers must consult with the staﬀ at each
restaurant. Find the relevant information on the
menu as well.

Make payment after you ﬁnish eating.
Please pay at the cashier by bringing the
bills with you.
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注文表
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You more MINAMIOGUNI Registered restaurants

3. Make a "V-shape＂with
the two sticks.
Pick up food with the
tips of the sticks.

Do restaurants and other facilities accept the currency of
my country? Can they change foreign currency into yen?
Do they accept credit card?

Payment

TOFU KISSHO
AJIDOKORO NAKA
SOTAROAN
SAN-AI RESTHOUSE
SENOMOTO CHAYA
PIZZERIA Tre PASSO
TSUJINOCHAYA
Cafe Karin
FUKUICHI RAMEN OGUNITEN
KIYORA KAASA
SOBAKAIDO WAREMOKO
TONASHINO SOBAYA HONTEN

KUROKAWA HIGAERIONSEN IROMOMIJI
WAROKUYA
INAKARYORI ZEN-YA
YASAIYA
KONGARI PAN-YASAN
SOBAYA SHALA
MANGANJI IRIFUNE
HANADOFU
TORIOH
SHIZENSHOKU RESTAURANT KAZENOMORI
SOBANA
KAGOAN

What is a consumption tax?
The price may be indicated in 2 diﬀerent styles: one
i n cl usi v e of a consump t i on t ax, a nd the other
without it. In case the shop/restaurant chooses the
latter option (consumption tax not added), 8%
consumption tax is added to the price indicated on
the menu or on price tags.

Should I leave a tip?
Tipping is not customary in Japan, so there is no
need to leave tips.
If you are treated with very special services,
please convey your appreciation by saying
"Arigato gozaimasu" with a big smile.

ATOU
ARIG ASU！
IM
A
Z
GO
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日本の食事の楽しみ方ガイド

MINAMIOGUNI

ユ ー モ ア南 小 国

阿蘇の南小国にはおいしいお店が沢山あります！熊本阿蘇の郷土料理から各店オリジナルメニューまで、豊富
に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちしております。マナーを守って阿蘇での食事を楽しんでください。

1

2

入店

昼 の 挨 拶 は “こ ん に ち は” で す。お 店
に入る時に言ってみましょう！畳や座
敷 の 部 屋 は、靴 を 脱 い で 上 が り ま す。
土足のまま上がらないでください。

3

着席

席に案内された後は、おしぼりやお水
が出されます。どちらも無料です。食
事前に配られるおしぼりは、手をふく
ためのものです。持ち帰りはご遠慮く
ださい。お水はおかわり自由です。

メニュー選び

1人分の量は日本人を基準に決めてあり
ますので、そのことを考慮して注文し
て く だ さ い。メ ニ ュ ー 表 の 料 理 に は、
素材の表示がありますので食べられな
いものが入ってないか確認してください。
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MENU
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注文はメニュー表の番号でも、商品名
でもかまいません。お店の人が来ない
場合は “すみません” と声をかけてみ
ましょう。
A
SUMIM
SEN！
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料理

料理が来たら “いただきます” と言っ
て食べましょう。お箸が難しい場合は
フォークやスプーンを頼むと出してい
ただける場合が多いです。写真に撮っ
て、家族や友達と共有すると美味しさ
も増しますよ。
R
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How to use hashi (chopsticks)properly

1

ユ ー モ ア南 小 国

ＦＲＥ
Ｅ！

注文

1. Place a chopstick
at the root
of the thumb
and the index
ﬁnger.
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2. Hold and stabilize the
other chopstick with the tips
of the thumb and the index
ﬁnger so that the two sticks
are parallel.

2

3

飲食店での両替や母国の通貨は使用できますか？
また、クレジットカードは使えますか？

南小国では、ホテルや旅館、飲食店での両替は出来
ません。料金の支払いも円のみとなっております。
また、クレジットカードが使用できるお店は限られ

食事が終わったら、次は支払いです。
支払いをする時はレジまでおこし下さ
い。伝票がある場合はレジまで持って
きてください。

E
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注文表
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You more MINAMIOGUNI 参加店舗飲食店

3. Make a "V-shape＂with
the two sticks.
Pick up food with the
tips of the sticks.

Q&A
Q.
A.

支払い

Q.
A.

ていますので、利用する場合は入店時に確認しま

とうふ吉祥
黒川日帰り温泉 彩もみぢ
味処 なか
わろく屋
草太郎庵
田舎料理 禪墅
三愛レストハウス
八菜家
せのもと茶屋
ピッツェリア トレ・パッソ
そば屋 沙羅
辻の茶屋

まんがんじ入舟
Karin
花唐符
福一らーめん小国店
鳥王
総合物産館 きよらカァサ
自然食レストラン 風のもり
そば街道 吾亦紅
蕎麦菜
戸無のそば屋 本店
花郷庵

消費税に関して教えてください。
お店での商品の金額表示には、消費税込みの価格と
消費税別の表示の 2 パターンがございます。消費税
別の表示の場合、ご注文金額から８％の消費税をプ
ラスした金額がご請求額となります。

しょう。

Q.
A.

たばこはどこでも吸えますか？
自由に吸える場所と吸えない場所がございます。お

禁煙

店によっては、時間帯で変わる場合もございますの
で吸う場合は、お店の人に確認してからにしましょ
う。またメニュー表にも記載してありますので、ご

喫煙可

Q.
A.

チップが必要な場合はありますか？
チップという文化はありませんので、どんな場合も

ATOU
ARIG ASU！
IM
A
Z
GO

必要ありません。
何か嬉しいサービスを受けたときは、笑顔で “あり
がとうございます” と伝えましょう。

確認ください。

December 2015 issue

How to use a toilet

1

トイレはすわってご利用
ください。

Please squat and sit on the toilet.
请坐在座便器上使用。
請坐在座便器上使用。
화장실은 앉아서 이용해주십시오.

2

トイレの使い方

トイレットペーパーはゴミ
入れに捨てず流してください。

Please ﬂush the toilet paper.
Do not discard it in the sanitary box.
使用后的卫生纸，请扔进便器内冲走，
不要扔进小垃圾箱里。
使用後的衛生紙，請扔進便器裡沖走，
不要扔進小拉機箱里。
화장지는 쓰레기 통에
버리지 마시고,
변기에 흘려
보내주세요.

3

最後はレバーをひいて

(またはボタンを押して )

水を流してください。

After use, please push the lever or
(press the button) to ﬂush water.
最后，请转动手柄（或按钮）冲水。
最後，請轉動手柄（或按鈕）沖水。
마지막은 레버를 당겨
(또는 버튼을 눌러) 물을 내려주세요.

大

※トイレットペーパーの持ち帰りはご遠慮願います。

＊ Please do not take away toilet paper.

