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Ｑ１休日は何をしていますか？  
※自由回答につき P3 をご参照下さい。 
Ｑ２休日によく行く場所はありますか？  
※自由回答につき P8 をご参照下さい。 
Ｑ３お気に入り（おすすめ）のショッピングスポットはどこですか？  
※自由回答につき P12 をご参照下さい。 
Ｑ４お気に入り（おすすめ）のレストランはどこですか？  
※自由回答につき P18 をご参照下さい。 
 
Ｑ５あなたは日本食が好きですか？	 	  

 
Ｑ６日本食はどこで食べますか？  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はい	 
88% 

いいえ	 
8%	 

未回答	 
4%	 

外食	 
70% 

家	 
13% 

両方	 
13% 

未回答	 
4%	 
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Ｑ７浜松のレストランでもっとこうして欲しいと思うことはありますか？  

 

その他の意見  
Halal 料理がもっとあるといい	 ＜３名＞ 
割引がもっとあるといい	 ＜２名＞ 
カフェがもっとあるとよい	 ＜1 名＞ 
安いカフェが欲しい	 ＜１名＞ 
もっと豊富なメニューが欲しい	 ＜1 名＞ 
営業時簡に細かすぎる	 ＜1 名＞ 
英語のメニューだけあれば十分。 
英語メニューはレストランのイメージを高めると思う	 ＜1 名＞ 
料理の作り方を載せて欲しい	 ＜１名＞ 
もっとおいしい料理が欲しい	 ＜1 名＞ 
食べきれない分を自宅に持ち帰れるようにして欲しい	 ＜1 名＞ 
中華街、東南アジア、リトルメキシコ、南アメリカタウン	 ＜１名＞ 
 
Ｑ８浜松でよく利用する交通手段は？  
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Ｑ１休日は何をしていますか？  

内容	 国籍	 性	 歳	 人数	 

買物	 

インド	 男	 26	 

19	 

インドネシア	 男	 未回答	 

インドネシア	 男	 30	 

インドネシア	 女	 24	 

ニュージーランド	 男	 54	 

フィリピン	 男	 49	 

ブラジル	 女	 33	 

ベトナム	 男	 26	 

ベトナム	 女	 19	 

ベトナム	 男	 19	 

ベトナム	 女	 21	 

ベトナム	 男	 25	 

ロシア	 男	 30	 

韓国	 男	 35	 

香港	 女	 44	 

中国	 男	 24	 

中国	 女	 27	 

中国	 男	 41	 

未回答	 未回答	 未回答	 

買物、外食	 
タイ	 女	 22	 

2	 
韓国	 女	 24	 

買物、旅行	 
インドネシア	 女	 未回答	 

2	 
インドネシア	 女	 29	 

買物、アウトドア	 フィリピン	 男	 33	 1	 

買物、インターネット	 中国	 男	 52	 1	 

買物、家族と観光、学校や地域の

行事に参加	 
ブラジル	 女	 42	 1	 

買物、カフェ、公園、シティライ

フを楽しむ	 
スゥエーデン	 女	 31	 1	 

買物、観光	 インド	 女	 26	 1	 

買物、写真を撮る。	 タイ	 男	 30	 1	 

買物、スポーツ	 インドネシア	 男	 26	 1	 

買物、洗濯	 韓国	 女	 未回答	 1	 

買物、掃除	 中国	 女	 42	 1	 

買物、部屋の掃除	 中国	 女	 32	 1	 

買物、勉強	 タイ	 女	 31	 1	 
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買物、勉強、家	 ベトナム	 男	 22	 1	 

買物、街中散歩。	 タイ	 男	 22	 1	 

買物、レジャー	 中国	 男	 40	 1	 

買物、レストランで食事	 フィリピン	 女	 46	 1	 

買物、レストランで食事、公園や

寺巡り	 
南アフリカ共和国	 女	 25	 1	 

買物したり、遊んだり、勉強した

り。	 
中国	 女	 18	 1	 

買物とアルバイト	 ベトナム	 男	 25	 1	 

買物や遠足	 ベトナム	 男	 24	 1	 

買物や景色を見に行く	 ベトナム	 未回答	 24	 1	 

買物や散歩	 ベトナム	 女	 22	 1	 

散歩	 

インドネシア	 男	 未回答	 

8	 

インドネシア	 男	 19	 

インドネシア	 女	 18	 

インドネシア	 男	 28	 

ブラジル	 男	 40	 

ブラジル	 女	 38	 

ベトナム	 女	 27	 

台湾	 女	 未回答	 

散歩、アパートの掃除	 インドネシア	 男	 23	 1	 

散歩や自宅	 ベトナム	 男	 23	 1	 

散歩や勉強	 ベトナム	 男	 未回答	 1	 

友達と出かける	 

インドネシア	 女	 18	 

5	 

スペイン	 男	 43	 

ベトナム	 未回答	 30	 

ペルー	 女	 17	 

ペルー	 女	 未回答	 

友達と飲みに行く／家族とプレイ

センターやショッピングモールに

行く／バイクで山に行く／川でカ

ヤック	 

カナダ	 男	 39	 1	 

旅行	 

インドネシア	 男	 25	 

4	 
インドネシア	 未回答	 未回答	 

インドネシア	 男	 26	 

ベトナム	 未回答	 22	 

旅行、ドライブ	 韓国	 女	 26	 1	 

旅行や観光	 ブラジル	 男	 35	 1	 

観光	 インド	 男	 27	 1	 
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観光、散歩、レストランやバーに

行く	 
イギリス	 女	 25	 1	 

アルバイト	 

ベトナム	 女	 18	 

9	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 女	 27	 

中国	 女	 23	 

中国	 男	 28	 

中国	 男	 26	 

中国	 女	 22	 

中国	 男	 27	 

中国	 男	 26	 

アルバイト、買物	 中国	 男	 25	 	 	 

アルバイト、ショッピング、カラ

オケ、友達と出かける	 
ベトナム	 女	 21	 	 	 

アルバイト、読書。	 中国	 男	 23	 	 	 

海	 
ベトナム	 男	 23	 

2	 
ベトナム	 男	 29	 

家族で過ごす	 

ブラジル	 男	 26	 

3	 中国	 男	 31	 

中国	 男	 33	 

家で休む	 
インドネシア	 男	 18	 

2	 
インドネシア	 女	 25	 

家で休む、遊ぶ、友達のアパート

へ行く	 
インドネシア	 女	 21	 1	 

家で休む、お金がなくて出かけら

れない	 
インドネシア	 男	 22	 1	 

家で休む、旅行	 インドネシア	 女	 18	 1	 

家でゆっくりしたり、景色を見に

出かけたり。	 
中国	 未回答	 未回答	 1	 

BBQ、ドライブ	 中国	 女	 26	 1	 

アウトドア、買物	 マレーシア	 男	 28	 1	 

アウトドア、ショッピング	 ブラジル	 男	 45	 1	 

アパートにいてどこにも出かけな

い	 
インドネシア	 男	 23	 1	 

飲食、公園で遊ぶ。	 台湾	 男	 30	 1	 

インターナショナルパブやカフェ

に行って英語を話すことに興味が

ある日本人と会う。	 

オーストラリア	 男	 55	 1	 

インターネット	 中国	 男	 35	 1	 
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ウィンドサーフィン、スキー、ハ

イキング、ランニング、観光	 
マレーシア	 男	 38	 1	 

運動、買物	 中国	 男	 26	 1	 

映画、買物、旅行	 ブラジル	 女	 未回答	 1	 

エクササイズ	 ニュージーランド	 男	 未回答	 1	 

外食	 アメリカ合衆国	 女	 30	 1	 

カフェに行く	 韓国	 女	 20	 1	 

ゲームをする。友達と遊ぶ	 インドネシア	 男	 25	 1	 

公園を散歩	 ベトナム	 男	 20	 1	 

国際交流イベントに参加、買物、

読書	 
中国	 男	 21	 1	 

子供と過ごす	 ブラジル	 男	 40	 1	 

サイクリング、カヤック、カヤッ

ク製リング、卓球、植物園でのボ

ランティア	 

イギリス	 男	 68	 1	 

サウナ、ショッピング、旅行、ゴ

ルフ	 
韓国	 未回答	 未回答	 1	 

社会活動	 未回答	 未回答	 未回答	 1	 

写真を撮る、スケートボード、子

供達とプレイグラウンドに行く。	 
アメリカ合衆国	 男	 33	 1	 

ジャスコに行く	 ペルー	 女	 24	 1	 

周辺都市での求職活動、旅行、買

物、フラワーアレンジメント、日

本語レッスン、友人とランチ	 

イギリス	 女	 27	 1	 

趣味のラジコン	 ブラジル	 男	 48	 1	 

スポーツ	 インドネシア	 男	 25	 1	 

スポーツ、読書、映画	 スコットランド	 男	 27	 1	 

ツアーアトラクション、自然、国

内旅行、家族や友人と過ごす、ス

ポーツ、買物、カルチャーイベン

ト参加	 

デンマーク	 女	 34	 1	 

寺、レストラン、温泉、日本食、

カラオケ	 
フランス	 男	 35	 1	 

バイクツーリング、野球、卓球、

トレーニング	 
アメリカ合衆国	 男	 34	 1	 

ビデオを見たり散歩したりしま

す。	 
ペルー	 女	 36	 1	 

勉強	 ベトナム	 男	 未回答	 1	 

勉強、家	 ベトナム	 男	 24	 1	 

勉強、買物、日本人と会う	 インドネシア	 男	 26	 1	 
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勉強したり、遊びにいったり	 中国	 女	 19	 1	 

勉強とアルバイト	 ベトナム	 男	 22	 1	 

日本語の勉強	 インドネシア	 男	 30	 1	 

日本語の勉強、買物、旅行	 インドネシア	 男	 25	 1	 

街歩き、買物	 ドイツ	 男	 30	 1	 

ゆっくりする	 中国	 女	 26	 1	 

料理教室、旅行、自転車に乗る	 カナダ	 女	 27	 1	 

未回答	 11	 
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Ｑ２休日によく行く場所はありますか？  

内容	 国籍	 性	 歳	 人数	 

イオンモール	 

ペルー	 女	 36	 

3	 香港	 女	 44	 

未記入	 未記入	 未記入	 

イオン、動物園、フラワーパーク、

フルーツパーク、友人の家	 
中国	 男	 41	 1	 

イオン、焼肉	 中国	 男	 35	 1	 

イオンモール、公園	 中国	 男	 40	 1	 

海	 

ドイツ	 男	 30	 

3	 ベトナム	 男	 24	 

ベトナム	 男	 24	 

海岸沿い、浜名湖、ザザシティ、

友達の家、浜松城公園	 
南アフリカ共和国	 女	 25	 1	 

海、サッカー	 ベトナム	 男	 23	 1	 

海沿い、中田島砂丘、浜松城公園、

その他の公園、友達の家、レスト

ラン	 

スゥエーデン	 女	 31	 1	 

映画館	 ペルー	 女	 24	 1	 

映画館、友人の家	 ブラジル	 女	 未記入	 1	 

夫の実家	 インドネシア	 女	 29	 1	 

ガーデンパーク、浜名湖で釣り	 アメリカ合衆国	 女	 30	 1	 

買物に行くが特に決まった場所は

ない	 

ベトナム	 男	 22	 
2	 

ニュージーランド	 男	 54	 

学校	 中国	 男	 28	 1	 

学校の国際交流会館、友人の家、

レストラン、アプレシオ。映画館	 
ベトナム	 女	 21	 1	 

カフェ	 中国	 女	 26	 1	 

カラオケ	 

ペルー	 女	 17	 

3	 ペルー	 女	 0	 

ベトナム	 男	 25	 

カラオケ、映画館	 中国	 男	 24	 1	 

カラオケ、レストラン	 インドネシア	 女	 18	 1	 

カラオケ、レストラン	 タイ	 女	 22	 1	 

観光	 中国	 男	 52	 1	 

観光地	 インドネシア	 男	 25	 1	 

教会	 フィリピン	 男	 49	 1	 

ゲームの店	 インドネシア	 男	 25	 1	 
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景色の良い自然の中	 インドネシア	 男	 未記入	 1	 

公園	 

インドネシア	 未記入	 未記入	 

4	 
ブラジル	 男	 40	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 女	 22	 

公園、ガーデンパーク、フルール

パーク、遠州灘海浜公園	 
中国	 男	 31	 1	 

公園、カラオケ、友人尾家	 中国	 男	 26	 1	 

公園、観光地、海	 ブラジル	 男	 35	 1	 

公園、ショッピングセンター	 ブラジル	 男	 48	 1	 

公園、デパート	 ブラジル	 女	 38	 1	 

公園、はままつ動物園	 インドネシア	 女	 21	 1	 

公園、プール、ショッピングセン

ター	 
ブラジル	 男	 40	 1	 

公園、プレイグラウンド	 アメリカ合衆国	 男	 33	 1	 

公園と駅の周辺	 中国	 女	 19	 1	 

ゴルフ、家	 韓国	 女	 26	 1	 

サウナ、ショッピングセンター、

デパート	 
韓国	 未記入	 未記入	 1	 

ジム、プール	 ニュージーランド	 男	 未記入	 1	 

ショッピングセンター	 
インドネシア	 女	 未記入	 

2	 
インドネシア	 女	 24	 

ショッピングセンター、公園、カ

ラオケ	 
インドネシア	 女	 18	 1	 

ショッピングセンター、山	 アメリカ合衆国	 男	 34	 1	 

ショッピングモール、海	 ブラジル	 男	 45	 1	 

ショッピングモール、公園	 中国	 男	 33	 1	 

スーパー	 

インドネシア	 男	 未記入	 

5	 

インドネシア	 男	 30	 

中国	 男	 27	 

韓国	 女	 未記入	 

ベトナム	 未記入	 24	 

太鼓の練習場	 インドネシア	 男	 26	 1	 

中心街	 インド	 男	 26	 1	 

デパート	 タイ	 女	 31	 1	 

デパート、公園	 ブラジル	 男	 26	 1	 

デパート、スーパー	 インドネシア	 男	 26	 1	 

デパート、レストラン	 フィリピン	 女	 46	 1	 

電化製品店、おもちゃ屋	 フィリピン	 男	 33	 1	 
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東京、浜松駅	 中国	 女	 22	 1	 

友達の家	 

ベトナム	 未記入	 22	 

12	 

インドネシア	 男	 22	 

ベトナム	 未記入	 未記入	 

ベトナム	 未記入	 30	 

ベトナム	 男	 25	 

インドネシア	 男	 25	 

インドネシア	 男	 23	 

インドネシア	 女	 18	 

中国	 女	 26	 

ベトナム	 男	 未記入	 

ベトナム	 男	 未記入	 

ブラジル	 女	 33	 

友達の家、海	 フランス	 男	 35	 1	 

友達の家、お店	 インドネシア	 男	 19	 1	 

友達の家、公園	 インドネシア	 男	 18	 1	 

友達の家、浜名湖、海岸、居酒屋	 イギリス	 女	 27	 1	 

友達の家、旅行	 未記入	 未記入	 未記入	 1	 

友達の家と展覧会	 台湾	 女	 未記入	 1	 

飲み屋	 韓国	 女	 24	 1	 

バー	 スペイン	 男	 43	 1	 

バーベキュー、モール	 マレーシア	 男	 28	 1	 

バイト	 中国	 男	 26	 1	 

浜名湖	 ベトナム	 女	 19	 1	 

浜名湖、海岸、海、三河湾、駿河

湾、レストラン、コーヒーショッ

プ、バー、友達の家、本屋、図書

館	 

イギリス	 男	 68	 1	 

浜名湖、京都、名古屋、友人と旅

行	 
カナダ	 女	 27	 1	 

浜名湖、諏訪湖近辺、富士近辺、

長野、伊豆、横浜、長野、伊勢	 
マレーシア	 男	 38	 1	 

浜松駅の周辺	 

インドネシア	 男	 25	 

5	 

韓国	 女	 20	 

ベトナム	 男	 26	 

ベトナム	 男	 20	 

中国	 女	 18	 

浜松市	 ベトナム	 男	 29	 1	 

浜松城、浜松駅	 インド	 男	 27	 1	 
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浜松城公園、浜松の観光名所、動

物園、レストラン、ザザ子供プラ

ザ	 

デンマーク	 女	 34	 1	 

浜松動物園、浜名湖、友人の家	 韓国	 男	 35	 1	 

ピックアップ	 インドネシア	 男	 30	 1	 

ベジタリアンレストラン、カラオ

ケ、温泉	 
イギリス	 女	 25	 1	 

街、友達の家	 インドネシア	 男	 26	 1	 

街中	 
インドネシア	 男	 23	 

2	 
ロシア	 男	 30	 

紅葉狩り、お花見、公園、浜松城	 台湾	 男	 30	 1	 

山、海	 インドネシア	 男	 28	 1	 

山、自宅、ショッピングモール、

映画館	 
カナダ	 男	 39	 1	 

旅行	 中国	 男	 23	 1	 

レストラン	 タイ	 男	 30	 1	 

レストラン、カラオケ、買物	 ブラジル	 女	 42	 1	 

レストラン、友達の家、ゲームセ

ンター	 
ベトナム	 男	 22	 1	 

ない	 

タイ	 男	 22	 

14	 

ベトナム	 女	 27	 

ベトナム	 男	 23	 

インドネシア	 女	 25	 

中国	 女	 32	 

中国	 男	 26	 

中国	 男	 21	 

中国	 女	 27	 

ベトナム	 男	 19	 

ベトナム	 女	 21	 

スコットランド	 男	 27	 

中国	 未記入	 未記入	 

ベトナム	 女	 18	 

ベトナム	 女	 27	 

未記入	 12	 
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Ｑ３お気に入り（おすすめ）のショッピングスポットはどこですか？  

場所	 理由	 国籍	 性	 歳	 人数	 

100 円ショップ	 

安くて何でもある	 インドネシア	 男	 25	 1	 

安い	 台湾	 女	 未記入	 1	 

安い	 ベトナム	 男	 23	 1	 

GEO（テレビゲー

ム）	 
未記入	 ブラジル	 男	 40	 1	 

プレ葉、イオン	 安くて何でもある	 インドネシア	 女	 未記入	 1	 

アパート周辺	 近いから	 ベトナム	 男	 23	 1	 

イオンモール	 

食事も買物もでき

る	 
タイ	 女	 22	 

17	 

色々な商品と美味

しいレストランが

多い。	 

中国	 未記入	 未記入	 

近くに日帰り温泉

があり、買物女未

記入未記入未記入

円以上すると帰り

のバス券がもらえ

る	 

香港	 女	 44	 

欲しいモノがほと

んど揃っており、

安い。	 

中国	 男	 41	 

家が近い	 中国	 男	 31	 

色々なものが揃っ

ている。	 
韓国	 女	 未記入	 

広くて商品が多い	 韓国	 女	 20	 

未記入	 ベトナム	 男	 22	 

モノが多い	 ベトナム	 未記入	 22	 

モノが多い	 ベトナム	 男	 未記入	 

未記入	 ブラジル	 女	 未記入	 

オプションが多い

から	 
ブラジル	 女	 38	 

他にモールが無い

から	 
インドネシア	 女	 24	 

機能的で便利（子

連れに哺乳室な

ど）	 

ブラジル	 男	 40	 

それしかない	 中国	 男	 40	 

未記入	 中国	 女	 26	 
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イオン、GABY マー

ケット	 

色々ある。家から

近い	 
ペルー	 女	 36	 

イオン、遠鉄百貨

店	 

輸入食材を含め

て、必要な物がほ

ぼ全て揃うから	 

南アフリカ共

和国	 
女	 25	 1	 

イオン、ドンキ	 安い	 ブラジル	 男	 45	 1	 

イオンモール志

都呂	 

必要なものが揃っ

ている	 
ブラジル	 女	 42	 1	 

イオンモール市

野	 

昔は女 4 時間営業

で空いている時に

行けたから	 

アメリカ合衆

国	 
男	 33	 1	 

遠鉄デパート	 

浜松の中では種類

が多く新鮮です。	 
韓国	 未記入	 未記入	 

2	 

未記入	 ベトナム	 女	 27	 

遠鉄百貨店、メイ

ワン、西友、市野

イオンモール	 

遠鉄とメイワンは

品揃えが良く、多

くの輸入品があ

る。西友は安くて

地元産物がある。

イオンモールは大

きくて全てが揃

う。	 

カナダ	 女	 27	 1	 

カルディ、遠鉄百

貨店	 

カルディ（他では

売っていないもの

が沢山ある）、遠

鉄（沢山の質の良

い商品がある）	 

アメリカ合衆

国	 
男	 34	 1	 

杏林堂	 近いから	 
ニュージーラ

ンド	 
男	 未記入	 1	 

杏林堂	 
モノが多くて安

い。	 
タイ	 男	 30	 1	 

コンビニ	 どこにでもある	 インドネシア	 男	 26	 1	 

ザザシティ	 

未記入	 ロシア	 男	 30	 

6	 

便利	 フィリピン	 女	 46	 

浜松市街から近い	 フィリピン	 男	 49	 

未記入	 インド	 男	 27	 

フードコートが良

い	 
スゥエーデン	 女	 31	 

便利です	 中国	 女	 19	 

ザザシティ,100

円ショップ	 
未記入	 インドネシア	 男	 未記入	 1	 
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ザザシティ、西

友、ドン・キホー

テ	 

家から近い、安い	 インドネシア	 男	 18	 1	 

静岡市	 未記入	 インドネシア	 女	 29	 1	 

しまむら、ジャス

コ	 
安い。モノが多い	 ペルー	 女	 24	 1	 

食料品（西友、メ

イワン）、その他

（遠鉄百貨店、イ

オンモール）	 

西友（安い、家か

ら近い）メイワン

（他では手に入ら

ない外国の食材が

ある）	 

デンマーク	 女	 34	 1	 

ショッピングセ

ンター	 
お店が多いから	 ブラジル	 女	 33	 1	 

ショッピングモ

ール、インターネ

ット	 

未記入	 インドネシア	 男	 26	 1	 

スーパー	 

便利	 ベトナム	 男	 24	 

14	 

安全で産地がわか

る	 
ベトナム	 男	 未記入	 

近くて便利	 ベトナム	 男	 26	 

モノが多い	 ベトナム	 未記入	 未記入	 

モノが多い	 ベトナム	 男	 22	 

安い	 ベトナム	 女	 19	 

便利	 ベトナム	 男	 24	 

モノが多い	 ベトナム	 女	 22	 

未記入	 ベトナム	 女	 27	 

値段が安い	 ベトナム	 男	 20	 

値段が安い	 ベトナム	 男	 19	 

買物	 ベトナム	 男	 25	 

モノが多い	 ベトナム	 未記入	 24	 

モノが多い	 ベトナム	 未記入	 30	 

西友	 
安いから	 インドネシア	 女	 21	 

2	 
安い	 イギリス	 女	 27	 

西友、100 円ショ

ップ	 
安いから	 インドネシア	 男	 22	 1	 

中古店	 安い	 ベトナム	 女	 21	 1	 

デパート、電気

屋。	 

家から近く、色々

なモノを買える	 
台湾	 男	 30	 1	 

天竜駅そばの日

食	 

各国食材の種類が

豊富で安い、スタ
イギリス	 男	 68	 1	 
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ッフがフレンドリ

ー、クラッシック

の音楽が良い	 

どこでも	 安ければいい	 インドネシア	 女	 25	 1	 

ドン・キホーテ、

ユニクロ、100 円

ショップ	 

ドンキ（安くて輸

入食材もある）ユ

ニクロ（自分のサ

イズが簡単に見つ

かる）男未記入未

記入円（教材が安

価で手に入る）	 

イギリス	 女	 25	 1	 

西松屋	 母子の商品が安い	 中国	 男	 33	 1	 

浜松駅	 

全ての物の質が良

い	 
インド	 男	 26	 

4	 何でもある	 インドネシア	 男	 25	 

モノが多くて安い	 ベトナム	 女	 18	 

モノが多い	 ベトナム	 男	 25	 

浜松駅、イオン	 

買物と言えるほど

のことができるの

はそれしかない。	 

韓国	 男	 35	 1	 

浜松鑑定団	 
安いゲームがたく

さんある	 
インドネシア	 男	 25	 1	 

ハラルフードの

店	 
罪にならない	 インドネシア	 男	 19	 1	 

ピアゴ	 ものが多い	 インドネシア	 男	 28	 1	 

ピアゴ、ピックア

ップ	 

安くて毎日使うも

のが揃っている	 
インドネシア	 男	 30	 1	 

ピックアップ、黄

色いお店、スーパ

ー、イオンモール	 

未記入	 インドネシア	 男	 30	 1	 

ビックカメラ	 

安いから	 フィリピン	 男	 33	 

2	 良品がたくさんあ

る	 
ベトナム	 男	 29	 

ビッグ富士	 安い	 マレーシア	 男	 28	 1	 

びっくりドンキ

ー	 
安いから	 

アメリカ合衆

国	 
女	 30	 1	 

マーチャンダイ

ズ	 

とても質が良く、

格好良い洋服と物

がある	 

ニュージーラ

ンド	 
男	 54	 1	 

マックスバリュ

ー、ハラルフード	 

近いから、ハラル

と決まっているか
インドネシア	 男	 23	 1	 



生活｜ライフスタイル	 

 17 

ら	 

マムズ、御殿場プ

レミアム・アウト

レット	 

マムズ（他のスー

パーよりも安い）、

御殿場アウトレッ

ト（高速の出口に

近く、富士近辺に

よく行くので）	 

マレーシア	 男	 38	 1	 

メイワン、ザザシ

ティ	 
何でもある	 インドネシア	 女	 18	 1	 

メイワン、しまむ

ら	 

若者向けでスタイ

ルアップデートが

早い。値段が安い。	 

ベトナム	 女	 21	 1	 

メイワン、セブン

-イレブン、リサ

イクルショップ、

西友	 

メイワンにはマク

ドナルドがある	 
インドネシア	 女	 18	 1	 

メイワン、ピック

アップ、H&M	 

おもしろい服がた

くさんある	 
インドネシア	 女	 18	 1	 

メガドンキホー

テ	 

住んでいる場所が

近い	 
ペルー	 女	 17	 1	 

モール	 未記入	 フランス	 男	 35	 1	 

ユニクロ	 

安いが質が良い	 未記入	 未記入	 未記入	 

2	 

コンサバティブな

スタイルでほとん

どの外国人にもフ

ィットするので	 

カナダ	 男	 39	 

ららぽーと、イオ

ン	 

アクセスと品揃

え、営業時間が長

い	 

韓国	 女	 24	 1	 

リサイクルショ

ップ	 
安いから	 インドネシア	 男	 23	 1	 

ない	 

どこも同じ	 インドネシア	 男	 26	 

16	 

遠すぎる	 中国	 男	 24	 

ショッピングガイ

ドが欲しい	 
中国	 男	 26	 

未記入	 

スコットラン

ド	 
男	 27	 

スペイン	 男	 43	 

タイ	 男	 22	 

ベトナム	 男	 23	 

中国	 女	 18	 
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中国	 女	 26	 

中国	 男	 21	 

中国	 男	 23	 

中国	 女	 27	 

中国	 男	 52	 

中国	 男	 27	 

中国	 男	 26	 

未記入	 未記入	 未記入	 

未記入	 27	 
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Ｑ４お気に入り（おすすめ）のレストランはどこですか？  

お店	 理由	 国籍	 性	 歳	 人数	 

Festa	 Garden	 
時間制限のない食

べ放題	 
ブラジル	 男	 40	 1	 

Kashimir	 未記入	 ブラジル	 女	 未記入	 1	 

naru、カズパチョ	 

naru（美味しい、

友人がオーナー）、

カズパチョ（美味

しい、娘がオーナ

ーの息子を気に入

っているから）	 

アメリカ合衆

国	 
男	 33	 1	 

Sarakam	 Isan、

Rattana	 

お手頃価格で美味

しい	 
タイ	 女	 31	 1	 

Tertullia、Ｃｏ

Ｃｏ壱番屋	 

Tertullia（ブラジ

ルのバーベキュー

はとても美味し

い）ＣｏＣｏ壱番

屋（日本のカレー

は美味しい）	 

カナダ	 男	 39	 1	 

アニ＆イヴァン	 

未記入	 インドネシア	 女	 未記入	 

4	 

全部ハラルなので	 インドネシア	 女	 21	 

インドネシア料理

がたべられるから	 
インドネシア	 男	 25	 

インドネシア料理

がたべられるから	 
インドネシア	 男	 28	 

アニ＆イヴァン、

松屋	 
未記入	 インドネシア	 男	 18	 1	 

アパート周辺	 近いから	 ベトナム	 男	 23	 1	 

インドネシア料

理のレストラン	 
未記入	 インドネシア	 男	 25	 1	 

インドネシアレ

ストラン	 
ハラルだから	 インドネシア	 男	 19	 1	 

魚べい	 美味しいから	 
アメリカ合衆

国	 
女	 30	 1	 

うどん、そば屋	 
日本のスープはお

いしすぎる！	 
ペルー	 女	 17	 1	 

うな炭亭	 おいしい	 台湾	 男	 30	 1	 

英語のメニュー

が無い、小さな居

小さいお店はとて

も本格的。西洋人
イギリス	 女	 27	 1	 
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酒屋が好き	 用に合わせられて

いる所を好む。	 

寿司屋	 

美味しい	 ベトナム	 男	 未記入	 

3	 美味しい	 ベトナム	 女	 22	 

美味しい	 ベトナム	 未記入	 22	 

スシロー	 
安くて美味しい	 中国	 女	 22	 

2	 
美味しい	 ベトナム	 女	 27	 

はま寿司	 
安い	 インドネシア	 男	 30	 

2	 
未記入	 ブラジル	 男	 40	 

回転寿司	 楽しいから	 インドネシア	 男	 26	 1	 

回転寿し、焼肉食

べ放題	 

好きな者を見て食

べられる。	 
中国	 男	 35	 1	 

ガスト	 

ステーキが美味し

い	 
インドネシア	 男	 26	 

2	 

未記入	 ベトナム	 男	 22	 

ガスト、カッパ寿

司、ゴミ八珍	 

安い、長時間いら

れる	 
中国	 男	 41	 1	 

くら寿司	 
全体の雰囲気と食

べ物が最高	 

ニュージーラ

ンド	 
男	 54	 1	 

ココス	 未記入	 ペルー	 女	 未記入	 1	 

サイゼリア	 

美味しい	 ペルー	 女	 36	 

3	 未記入	 フィリピン	 女	 46	 

安くて美味しい	 フィリピン	 男	 49	 

サイゼリヤ、なつ

かちょう	 

食べ物が美味しく

ワインが安い。近

い	 

イギリス	 男	 68	 1	 

サブウェイ、スタ

ーバックス	 

納得の価格と、豊

富な種類	 
ブラジル	 男	 45	 1	 

さわやか	 

値段が安くて、食

べる価値があると

思います。	 

韓国	 未記入	 未記入	 

5	 
おいしい	 ペルー	 女	 24	 

独特の味がおいし

い	 
韓国	 女	 24	 

未記入	 ブラジル	 男	 26	 

安くて美味しい	 ブラジル	 女	 42	 

サンフェリーチ

ェ、日本語メニュ

ーしかない小さ

い店、スターバッ

サンフェリーチェ

（国際的な雰囲気

が好き）スターバ

ックス（コーヒー

デンマーク	 女	 34	 1	 
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クス	 が美味しい、友達

と会うのに最適）	 

ジョイフル	 安い	 インドネシア	 女	 24	 1	 

すき家	 
美味しいから	 インドネシア	 男	 23	 

2	 
安くて美味しい	 インドネシア	 女	 29	 

すき家、松屋	 安いから	 インドネシア	 女	 18	 1	 

すき家、松屋、マ

クドナルド、ガル

ダ	 

美味しいから	 インドネシア	 女	 18	 1	 

スターバックス	 

スタッフがフレン

ドリーで、勉強を

するのに便利な場

所だから	 

マレーシア	 男	 38	 1	 

スターバックス、

アニ＆イヴァン	 

インドネシア料理

とスターバックス

のカラメルが好き

だから	 

インドネシア	 男	 26	 1	 

天錦	 

未記入	 未記入	 未記入	 未記入	 

2	 

とても美味しい

し、てシェフの驚

きの調理法が見ら

れる。隠れた名店。	 

南アフリカ共

和国	 
女	 25	 

どんどん	 未記入	 ベトナム	 女	 27	 1	 

浜松焼き肉レス

トラン、サイゼリ

ア	 

美味しい	 フィリピン	 男	 33	 1	 

フレッシュネス

バーガー、スシロ

ー	 

未記入	 
アメリカ合衆

国	 
男	 34	 1	 

文化屋（篠ケ瀬）	 
レトロな感じが良

い	 

ニュージーラ

ンド	 
男	 未記入	 1	 

ベジタ、ベアフッ

トカフェ	 

ベジタ（ベジタリ

アン用に調理して

くれる）ベアフッ

ト（アーモンドブ

レット、コーヒー

が美味しい。スタ

バより静かでスタ

ッフがフレンドリ

ー）	 

イギリス	 女	 25	 1	 

ベトナム店	 美味しい	 ベトナム	 未記入	 未記入	 1	 
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マインシュロス	 

ビール、食べ物が

うまい。雰囲気が

良い。	 

韓国	 男	 35	 1	 

マクドナルド	 美味しい	 インド	 男	 26	 1	 

街中	 未記入	 ロシア	 男	 30	 1	 

松屋	 安い割に美味しい	 中国	 男	 21	 1	 

南大門	 未記入	 中国	 女	 26	 1	 

焼き鳥屋、つばき

レストラン	 
未記入	 フランス	 男	 35	 1	 

焼肉	 

美味しい	 ベトナム	 男	 20	 

3	 
日本の肉はおいし

い	 
タイ	 女	 22	 

美味しい	 ベトナム	 男	 26	 

焼き肉園、さわや

か、フジヤマ５

５、丸源	 

おいしい高級な焼

き肉屋さん。おい

しくて安い。駅が

近い、汁が濃厚で

暖めながら食べら

れる。肉そばがう

まい、学割でアイ

スがもらえる	 

ベトナム	 女	 21	 1	 

吉野家	 未記入	 インドネシア	 男	 未記入	 1	 

吉野家、すき家	 未記入	 インドネシア	 男	 30	 1	 

ラ・チジョーナ

ス、トゥルネラパ

ージュ	 

ラ・チジョーナス

は値段が高くない

のにとても美味し

いメキシカン。ト

ゥルネラパージュ

は店内のジャズア

ルバムの音楽が聞

けて、コーヒーが

愉しめ、大画面で

白黒映画が見れ

る。	 

カナダ	 女	 27	 1	 

竜？龍というな

の中華料理屋	 

料理、特に麻婆豆

腐が美味しい！で

も時間がかかる。	 

中国	 未記入	 未記入	 1	 

ロイヤルホスト	 

種類が多くて、料

理がさっぱりして

いる。	 

韓国	 女	 未記入	 1	 

和民	 未記入	 スゥエーデン	 女	 31	 1	 
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選べない	 

沢山のお店があっ

て	 

スコットラン

ド	 
男	 27	 

3	 美味しい店が多

い、大抵のお店が

美味しい。	 

タイ	 男	 30	 

中国	 女	 27	 

ない	 

高いから	 

ベトナム	 男	 29	 

31	 

ベトナム	 男	 22	 

ベトナム	 女	 19	 

インドネシア	 男	 22	 

台湾	 女	 未記入	 

日本食が嫌い	 中国	 男	 26	 

場所が分からない	 インドネシア	 男	 23	 

ハラルレストラン

が少ないから	 

インドネシア	 女	 25	 

インドネシア	 男	 25	 

行ったことがない	 マレーシア	 男	 28	 

未記入	 

インドネシア	 男	 未記入	 

未記入	 未記入	 未記入	 

ベトナム	 男	 未記入	 

中国	 女	 18	 

インドネシア	 女	 18	 

中国	 女	 19	 

ベトナム	 男	 19	 

韓国	 女	 20	 

ベトナム	 女	 21	 

中国	 男	 23	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 未記入	 24	 

ベトナム	 男	 25	 

中国	 女	 26	 

中国	 男	 27	 

中国	 男	 40	 

スペイン	 男	 43	 

香港	 女	 44	 

中国	 男	 52	 

タイ	 男	 22	 

未記入	 33	 

 


