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滝川滝川滝川滝川クリステルクリステルクリステルクリステルののののプレゼンプレゼンプレゼンプレゼン内容内容内容内容     

フランスフランスフランスフランス語語語語（（（（    ））））はははは英語英語英語英語。。。。 

Nous vous offrirons un accueil vraiment unique. 
(We will offer you a unique welcome.) 
En japonais, il est possible de le décrire avec un seul mot : o-mo-te-na-shi. 
(In Japanese, I can describe it in one unique word: omotenashi.) 
L’omotenashi, c’est un sens profond de l’hospitalit é, généreux et 
désintéressé… 
(It means a spirit of selfless hospitality…) 
Qui remonte à l’époque de nos ancêtres… 
(One that dates back to our ancestors…) 
Et qui est depuis resté ancré dans la culture ultra -moderne du Japon. 
(Yet is ingrained in Japan’s ultra-modern culture.) 
 
Cet « Omotenashi » explique pourquoi les Japonais p rennent autant soin les 
uns des autres, de la même façon qu’ils prennent so in de leurs invités. 
(‘Omotenashi’ explains why Japanese people take care of each other… and our 
guests... so well.) 
Laissez-moi vous donner un exemple. 
(Let me give you just one example.) 
Si vous perdez quelque chose, vous êtes presque sûr s de le retrouver. 
(If you lose something, you will almost certainly get it back.) 
Même de l’argent liquide. 
(Even cash.) 
Rien que l’année dernière, plus de 30 millions de d ollars en cash ont été 
rapportés à la police de Tokyo. 
(In fact, last year, more than 30 million US dollars in lost cash was handed in to 
Tokyo police.) 
D’après un récent sondage portant sur l’avis de soi xante-quinze mille 
voyageurs, Tokyo est la ville la plus sûre du monde . 
(Tokyo is the safest city in the world, according to a recent survey of 75,000 global 
travellers.) 
Ils ont également élu Tokyo numéro 1 : 
・・・・Pour la qualité de ses transports publics 
・・・・Et pour la propreté de ses rues. 
(They also voted Tokyo number one for: 
・best public transport 
・cleanest streets) 
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Tokyo est aussi considéré comme ayant les chauffeur s de taxis les plus 
sympathiques du monde. 
(…and even the friendliest taxi drivers.) 

Vous ressentirez cette qualité de vie dans tous les  quartiers. 
(In every district, you will see these assets.) 
Vous allez découvrir notre culture traditionnelle… 
(Traditional eastern culture) 
Vous pourrez profiter des plus belles boutiques et des meilleurs restaurants, 
dans la ville qui compte le plus d’étoiles Michelin  au monde. 
(And the best in western shopping and restaurants, in the city with the biggest 
number of Michelin Stars in the world …) 
Tout cela, réuni dans un paysage urbain futuriste. 
(All combined in a futuristic cityscape.) 
Le quartier d’Odaiba, où je travaille, est le centr e de notre vision pour des 
Jeux parfaitement intégrés au centre-ville… 
(The Odaiba district, where I work, is the heart of our vision for the first-ever 
‘downtown’Games…) 
les premiers Jeux en plein cœur d’une métropole… 
(Fully integrated with the city-centre…) 
Pour que la culture et le sport s’unissent de maniè re unique. 
(so that culture, life and sport come together in a unique way.) 
Des parcours pour les fans, des live sites et des a nimations ouvertes à tous 
relieront les nombreux sites des Jeux… 
(Fan trails… live sites… and non-ticketed events will link many venues…) 
Créant une ambiance incroyable… 
(creating an incredible atmosphere…) 
et laissant à tous les visiteurs, des souvenirs pou r la vie… 
(and providing every visitor with memories to last a lifetime.) 
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東京東京東京東京はははは皆様皆様皆様皆様ををををユニークユニークユニークユニークにおにおにおにお迎迎迎迎えしますえしますえしますえします。。。。日本語日本語日本語日本語ではそれをではそれをではそれをではそれを「「「「おもてなしおもてなしおもてなしおもてなし」」」」というというというという一語一語一語一語でででで表現表現表現表現

できますできますできますできます。。。。 
 
    それはそれはそれはそれは見返見返見返見返りをりをりをりを求求求求めないめないめないめないホスピタリティホスピタリティホスピタリティホスピタリティのののの精神精神精神精神、、、、それはそれはそれはそれは先祖代先祖代先祖代先祖代々々々々受受受受けけけけ継継継継がれながらがれながらがれながらがれながら、、、、日日日日

本本本本のののの超現代的超現代的超現代的超現代的なななな文化文化文化文化にもにもにもにも深深深深くくくく根付根付根付根付いていますいていますいていますいています。「。「。「。「おもてなしおもてなしおもてなしおもてなし」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉はははは、、、、ななななぜぜぜぜ日本人日本人日本人日本人がががが

互互互互いにいにいにいに助助助助けけけけ合合合合いいいい、、、、おおおお迎迎迎迎えするおえするおえするおえするお客客客客さまのことをさまのことをさまのことをさまのことを大切大切大切大切にするかをにするかをにするかをにするかを示示示示していますしていますしていますしています。。。。 
 
    ひとつひとつひとつひとつ簡単簡単簡単簡単なななな例例例例をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。もしもしもしもし皆様皆様皆様皆様がががが東京東京東京東京でででで何何何何かをなくしたならばかをなくしたならばかをなくしたならばかをなくしたならば、、、、ほぼほぼほぼほぼ確実確実確実確実

にそれはにそれはにそれはにそれは戻戻戻戻ってきますってきますってきますってきます。。。。例例例例ええええ現金現金現金現金でもでもでもでも。。。。実際実際実際実際にににに昨年昨年昨年昨年、、、、現金現金現金現金３０００３０００３０００３０００万万万万ドルドルドルドル以以以以上上上上がががが、、、、落落落落しししし物物物物とととと

してしてしてして、、、、東京東京東京東京のののの警察署警察署警察署警察署にににに届届届届けられましたけられましたけられましたけられました。。。。世界世界世界世界をををを旅旅旅旅するするするする７７７７万万万万５０００５０００５０００５０００人人人人のののの旅行者旅行者旅行者旅行者をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして

おこなったおこなったおこなったおこなった最近最近最近最近のののの調査調査調査調査によるとによるとによるとによると、、、、東京東京東京東京はははは世界世界世界世界でででで最最最最もももも安全安全安全安全なななな都市都市都市都市ですですですです。。。。 
 
    このこのこのこの調査調査調査調査ではまたではまたではまたではまた、、、、東京東京東京東京はははは次次次次のののの項目項目項目項目においてもにおいてもにおいてもにおいても第第第第１１１１位位位位のののの評価評価評価評価をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。公共交通公共交通公共交通公共交通

機関機関機関機関。。。。街中街中街中街中のののの清潔清潔清潔清潔ささささ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、タクシータクシータクシータクシーのののの運転手運転手運転手運転手のののの親切親切親切親切さにおいてもですさにおいてもですさにおいてもですさにおいてもです。。。。あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる界隈界隈界隈界隈

（（（（かいわいかいわいかいわいかいわい））））でででで、、、、これらのこれらのこれらのこれらの資産資産資産資産をををを目目目目にするでしょうにするでしょうにするでしょうにするでしょう。。。。東洋東洋東洋東洋のののの伝統的伝統的伝統的伝統的なななな文化文化文化文化。。。。そしてそしてそしてそして最高級最高級最高級最高級のののの

西洋的西洋的西洋的西洋的ななななショッピングショッピングショッピングショッピングややややレストランレストランレストランレストランがががが、、、、世界世界世界世界でででで最最最最ももももミシュランミシュランミシュランミシュランのののの星星星星がががが多多多多いいいい街街街街にありにありにありにあり、、、、全全全全てがてがてがてが、、、、

未来的未来的未来的未来的なななな都市都市都市都市のののの景観景観景観景観にににに組組組組みみみみ込込込込まれていますまれていますまれていますまれています。。。。 
 
    私私私私がががが働働働働いているおいているおいているおいているお台場台場台場台場はははは、、、、史上初史上初史上初史上初のののの“ ダウンタウンダウンタウンダウンタウンダウンタウン” ゲームズゲームズゲームズゲームズをををを目指目指目指目指すわれわれのすわれわれのすわれわれのすわれわれのビジビジビジビジ

ョンョンョンョンのののの中心地中心地中心地中心地でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。それはそれはそれはそれは都心都心都心都心にににに完全完全完全完全にににに融合融合融合融合しししし、、、、文化文化文化文化、、、、生活生活生活生活、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツががががユニーユニーユニーユニー

ククククにににに一体化一体化一体化一体化しますしますしますします。。。。ファントレイルファントレイルファントレイルファントレイル、、、、ライブサイトライブサイトライブサイトライブサイト、、、、チケットチケットチケットチケットをををを必要必要必要必要としないとしないとしないとしないイベントイベントイベントイベントがががが、、、、共有共有共有共有

スペーススペーススペーススペースにおいてにおいてにおいてにおいて多多多多くのくのくのくの競技会場競技会場競技会場競技会場をををを結結結結びびびび、、、、素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを創創創創りりりり出出出出しますしますしますします。。。。 
 
    来訪者全来訪者全来訪者全来訪者全てにてにてにてに生涯忘生涯忘生涯忘生涯忘れれれれ得得得得ぬぬぬぬ思思思思いいいい出出出出をおをおをおをお約束約束約束約束しますしますしますします。。。。 

 

    


