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株式会社情報センター出版局（本社：東京都新宿区、代表取締役：田村隆英）は、400 万人
に愛される『旅の指さし会話帳』の新シリーズとして、『ワンテーマ指さし会話　とってお
きの出会い方シリーズ』を創刊いたします。

　1998 年３月に第一冊目となる『旅の指さし会話帳①タイ』（現在 65 刷 15 万部）を発行
して 12 年、62 カ国、122 タイトルに成長した『旅の指さし会話帳』のテーマはずばり「コミュ
ニケーション」。初めての国であっても安心して旅行ができ、現地の人たちと会話すること
で旅の思い出を深めるツールとして、多くの読者に支持されてきました。
　以来、時代の変容とともに人々の旅の仕方も変化を遂げ、より気軽に自分らしい旅をした
いという指向性が生まれています。そこで、これまでの「指さし」から一歩踏み込んで、よ
り多様化する趣味嗜好に応えるべく『ワンテーマ指さし会話　とっておきの出会い方シリー
ズ』を創刊する運びとなりました。

　本シリーズは、読者の世代、興味、心情にあった旅のシーンをナビゲーションする文庫サ
イズのガイドブックです。そして、新たに誕生した新シリーズのテーマは「とっておきの出
会い」。旅に行く前から読むだけで楽しめる読み物を中心に、旅先でも役立つ「指さしシート」
を配置した、今までにない新しい旅行案内です。「乗り物」「食べ物」「買い物」「カルチャー」「エ
ンタメ」「ネイチャー」の 6 つのカテゴリーの中から、それぞれの国とテーマを組み合わせ
たラインアップを毎月刊行していきます。

　シリーズ第一弾のラインアップは、『中国 × 鉄道』『韓国 × 鉄道』『ニューヨーク × フリー

マーケット』。第二弾は『ドイツ × 城』『タイ × 屋台』『韓国 × 下町酒場』、第三弾は『イ
ギリス × 本屋』『台湾 × 夜市』『シアトル × ブルース・リー』などを予定しています。

　読者のみなさんにとって、きっとあなただけのかけがえのない一冊に出会えるはずです。

 

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

■ 電子メール : info@4jc.co.jp
■ 会社サイト : http://www.4jc.co.jp/ 
■ 指さし会話帳公式サイト：http://www.yubisashi.com/

2010年9月15日 発信

本件に関するご質問・お問い合わせは下記までお願いいたします。

業務提携

■ 伝えたい言葉を正しい中国語の音声で相手に伝えます。
 ・ペン先を「ぐるなびオーディオブック上海」の会話
 文にタッチすることで、ネイティブの声を再生します。

■ 上海旅行で使える言葉を厳選
 ・レストランの予約、注文、精算など上海での食べ歩
 きを楽しむための会話をはじめ、道順を尋ねたりショッ
 ピングの会話、病気や災害、盗難に遭った際の会話など、
 さまざまなシーンにおける言葉を、イラストとともに
 音声確認できます。

■ グルメにうれしい飲食店情報を掲載
 ・ぐるなび上海社選りすぐりの加盟飲食店情報を掲載
 しており、日本語での予約受付や、掲載店以外での
 お店探しも無料で承ります。

『ぐるなびオーディオブック上海』『ぐるなび音声ペン』の特徴

本書の特徴

＜PART1　本編＞
❶実用的な会話のシチュエーションを41場面収録
    「空港」から「トラブル」まで、実際の場面で話した相手に興
    味を持ってもらえるような内容を盛り込んでいます。
❷会話が弾むカラフルなイラストが満載
    会話の相手に「面白い本だな」と感じてもらえるようなイラ
　 ストをたくさん載せています。
❸発音ガイド付き
    フランス人がスムーズに日本語を読めるように、すべての日 
    本語にはローマ字で読み方を記しています。
❹日本人も楽しみながらフランス語が覚えられる
    日本人もフランス語を読めるように、フランス語にはカタカナで読みがなをふっています。日本人がフランスに旅行に行
　く時はもちろん、日本にいるフランスの人と会話することも
   できます。
❺指をさして使うページはオールカラー

＜PART2　日本をよりよく理解するためのコラム＞
❻日本人と日本文化が学べる
    フランス人と日本人の交流をより深めるため、日本独自の生
    活習慣や文化を説明したページも作りました。日本をより深
　く理解することができます。

＜PART3　フランス語→日本語単語集＞
❼単語集2000語以上収録
    言葉がさらに必要になったら単語集が活躍します。基本的な
   単語のほか、新しい単語や口語的なものも入れてあります。も
   ちろん発音ガイド付きです。

シリーズ400万部突破のYUBISASHIブランドに
新シリーズ『ワンテーマ指さし会話　とっておきの出会い方シリーズ』が
仲間入りします！

株式会社情報センター出版局（本社：東京都新宿区、代表取締役：田村隆英）
は、400万人に愛される『旅の指さし会話帳』の新シリーズとして、『ワンテ
ーマ指さし会話 とっておきの出会い方シリーズ』を創刊いたします。

1988年３月に第一冊目となる『旅の指さし会話帳①タイ』（現在 65刷15万
部）を発行して以来、 62カ国、122タイトルに成長した『旅の指さし会話帳』
のテーマはずばり「コミュニケーション」。初めての国 であっても安心して旅
行ができ、現地の人たちと会話することで旅の思い出を深めるツールとして、
多くの読者に支持されてきました。
以来、時代の変容とともに人々の旅の仕方も変化を遂げ、より気軽に自分ら

しい旅をしたいという指向性が生まれています 。そこで、これまでの「指さし 」
から一歩踏み込んで、より多様化する趣味嗜好に応えるべく『ワンテーマ指さ
し会話 とっておきの出会い方シリーズ』を創刊する運びとなりました。

本シリーズは、読者の世代、興味、心情にあった旅のシーンをナビゲーショ
ンする文庫サイズのガイドブックです。 そして、新たに誕生した新シリーズの
テーマは「とっておきの出会い」。旅に行く前から読むだけで楽しめる読み物
を中心に、旅先でも役立つ「指さしシート」を配置した、今までにない新しい
旅行案内です。「乗り物」「食べ物」「買い物」「カルチャー」「エンタメ」
「ネイチャー 」の7つのカテゴリーのなか から、それぞれの国とテーマを組み合
わせたラインアップを毎月刊行していきます。
シリーズ第一弾のラインアップは 、「トレイン ×中国」「トレイン ×韓国」「フ

リーマッケット ×NY」。第二弾は「城 ×ドイツ」「屋台 ×タイ」、第三弾は「本
屋×イギリス」「パンダ ×中国」「カフェ ×韓国」などを予定しています。

読者のみなさんにとって、きっとあなただけのかけがえのない一冊に出会え
るはずです。
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■商品タイトル

『ぐるなびオーディオブック「旅」と「食」を楽しむ 上海』　
　価格：2,000 円（税別）
　書籍寸法：A5 サイズ
　ページ数：80 ページ

■販売 / レンタルについて
「ぐるなびオーディオブック上海」および「ぐるなび音声ペン」は、以下より販売 / レンタル
を実施予定です。

◆近畿日本ツーリストの「Go ！ Go ！上海万博ツアー」をお申し込みのお客様に、特典としてオーディオブック
とペンをプレゼント：5 月 14 日から販売開始
◆JAL マイレージバンク会員向けの「JMB ツアー 美味いぞ中国！ご当地のイケてる麺料理の夕食１回付きグル
メ旅 上海」をお申し込みのお客様に、オーディオブックが付いてます。ペンは現地にて無料レンタルいたします。
：5 月 20 日から販売開始
◆レンタル携帯サービスの ( 株 ) テレコムスクエアの成田空港カウンターにて、「ぐるなびオーディオブック上海」
の販売および音声ペンのレンタルサービスを開始：6 月上旬開始予定
◆ぐるなび食市場（http://shop.gnavi.co.jp/gnavi_shanghai/）で本とペンを販売：5 月 20 日開始予定
※ぐるなび NEWS RELEASE より転用

※「旅の指さし会話帳」および「YUBISASHI」は情報センター出版局の登録商標です。
※「旅の指さし会話帳」は、イラストや言葉を指でさすだけで会話ができる画期的なコミュ
ニケーションツールとして、書籍だけでも約 130 タイトルを出版しており、世界 70 ヵ国
以上と地域の言葉の商品化を可能としてきたコンテンツです。
http://www.yubisashi.com/

※「旅の指さし会話帳」および「YUBISASHI」は情報センター出版局の登録商標です。

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

■ 電子メール : info@4jc.co.jp
■ 会社サイト : http://www.4jc.co.jp/ 
■ 指さし会話帳公式サイト：http://www.yubisashi.com/

2010年9月15日 発信

本件に関するご質問・お問い合わせは下記までお願いいたします。

業務提携

付属：マイクロＳＤカード（音声情報収録）

■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シリーズ』
　価格：880 円（税別）
　書籍寸法：文庫版　並製
　ページ数：132 ページ＋「とっさに使える！指さし会話シート」2 枚付き

■商品ラインアップ
9 月末刊行  『中国 × 鉄道』　著者：小竹直人
　　　　　　『韓国 × 鉄道』　著者：植村誠
　　　　　　『ニューヨーク × フリーマーケット』　著者：倉本哲　　　　　

10 月末刊行『ドイツ × 城』
　　　　　　『タイ × 屋台』
　　　　　　『韓国 × 下町酒場』
　
11 月末刊行『イギリス × 本屋』
　　　　　　『台湾 × 夜市』
　　　　　　『シアトル × ブルース・リー』

12 月末刊行『韓国 × 雑貨』
　　　　　　『ハワイ × パワースポット』
　　　　　　『マカオ × カジノ』

『中国 ×鉄道』 『ニューヨーク×フリーマーケット』『韓国 ×鉄道』

　『中国 ×鉄道』見開き画像




