
タクシーでのお声がけタクシーでのお声がけ
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

Where do you want to go?

請問您要去哪裡？

请问您要去哪里？

어디까지 가십니까?

จะไปไหน?

どこに行きますか？
5－10

10－30

30－60

60－

Where do you want to go?

請問您要去哪裡？

请问您要去哪里？

어디에 가십니까?

จะไปไหน?

どこに行きますか？

乗車区間で料金が異なります。
最初に整理券を取り、降りるときに料金を払ってください。

料金は均一です。
乗るときに料金を払ってください。

It will take approximately ○○ minutes.

大約需要○○分鐘。

大约需要○○分钟。

시간은 ○○분 정도 걸립니다.

ใช้เวลาประมาณ ○○ นาที

The fare will be approximately ○○ yen.

費用約為○○日圓。

车费大约为○○日元。

요금은 ○○엔 정도 듭니다.

ค่าโดยสารประมาณ ○○ เยน

料金は○○円ぐらいかかります。
（電卓で数字を見せる）

Payment using credit cards is not 
accepted.

不接受信用卡付款。

不接受信用卡支付。

신용카드는 안 받습니다.

ไม่รับชําระด้วยบัตรเครดิต

クレジットカードでの
お支払いは承っておりません。

We do not accept this credit card.

這張信用卡無法使用。

不接受这种信用卡的支付。

이 신용카드는 취급하지 않습니다.

ไม่รับบัตรเครดิตนี�

このクレジットカードは
取り扱っておりません。

A pick-up fare will be charged.

將收取叫車費。

需支付叫车费。

영차요금(택시콜비)이 듭니다.

จะมีค่าใช้จ่ายสําหรับไปรับลูกค้า

迎車料金がかかります。

申し訳ありません。できません。

Extra fare will be charged during 
nighttime and early in the morning.

將收取深夜、清晨的額外費用。

需支付深夜及清晨时段额外费用。

심야, 조조 할증요금이 듭니다.

จะมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมสําหรับช่วงดึกและ
ตอนเช้า

深夜、早朝の割増料金がかかります。

Highway fees will be charged.

將收取高速公路過路費。

需支付高速公路过路费。

고속도로 이용요금이 듭니다.

จะมีค่าทางด่วน

高速道路の利用料金がかかります。

The fare is fixed.
Please pay when you get on the bus.

費用為單一費率。請在上車時付款。

票价均等。请在上车时支付车费。

요금은 균일합니다. 탈 때 요금을 내주십시오.

ค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสาย
กรุณาจ่ายค่าโดยสารตอนขึ�นรถ

The fare depends on where you take the bus.
First, take a ticket and pay when you get off the bus.

搭乘區間的費用不同。
請在上車時索取整理券，並於下車時付款。

乘车区间不同，票价也不同。
请先领取整理券，下车时再支付车费。

승차 구간에 따라 요금이 달라집니다.
탈 때는 정리권만 빼고, 내릴 때 요금을 내주십시오.
ราคาค่าโดยสารจะแตกต่างกันตามป้ายที�คุณขึ�นรถ 
กรุณาหยิบตั�วเบอร์ก่อนและชําระค่าโดยสารตอนลงรถ

現金でお支払いください。
小銭がない場合は両替えできます。

料金はご家族の合計で○○円です。
（電卓で数字を見せる）

The total fare for the family is ○○ yen.

您與家人的費用合計為○○日圓。

您与家人的车费一共为○○日元。

요금은 가족분들 합해서 ○○엔입니다.

ค่าโดยสารทั�งครอบครัวรวมทั�งหมด ○○เยน

Please pay in cash.
We can give you change if you do not have the exact amount.

請用現金付款。如果沒有零錢，可以提供兌換。

请用现金支付。如果没有准备零钱，可以提供兑换。

현금으로 내주십시오. 잔돈이 없으면 환전할 수 있습니다.

กรุณาชําระเป็นเงินสด หากไม่มีเหรียญ สามารถแลกได้

次のバス停が近づいたら車内放送で知らせます。
降りる場合は、車内のボタンを押してください。 ICカード（Suica等）は使えません。

Smart cards such as Suica cannot be used.

無法使用IC卡（Suica等）。

无法使用IC卡（Suica等）支付。

IC 카드(Suica 등)는 사용할 수 없습니다.

ใช้ IC การ์ด (เช่น Suica ฯลฯ ) ไม่ได้

An announcement will be made on the bus when the bus is 
approaching the next stop. Press the button if you want to get off.

公車接近下一站時將會用車內廣播通知。
要下車時，請按車內的下車按鈕。

快到下一个公交车站时，车上将广播通知。
如需下车，请按车内的下车按钮。

다음 버스정류장이 가까워지면 차내방송으로 알려드립니다. 
내리시려면 차내 버튼을 눌러 주십시오.
เมื�อใกล้ถึงป้ายรถเมล์ถัดไปจะประกาศในรถให้ทราบ 
หากต้องการลงให้กดปุ่มในรถ

指差し
ツール

指差し
ツール

バスでのお声がけバスでのお声がけ
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

Sorry. We cannot do that.

非常抱歉。沒有辦法。

十分抱歉。不可以。

죄송합니다. 불가능합니다.

ขอโทษ ไม่สามารถทําได้

ありがとうございました。日本の旅を楽しんでください。

Thank you. Enjoy your stay in Japan.

謝謝。請享受您的日本之旅。

谢谢。祝您在日本旅行愉快。

감사합니다. 즐거운 일본 여행이 되시기 바랍니다.

ขอบคุณมาก
ขอให้สนุกกับการท่องเที�ยวในญี�ปุ่ น

時間は○○分ぐらいかかります。

You may get off at the ○th 
(1st/2nd/3rd) bus stop.

可以在第○號的公車站下車喔。

在第○个公交车站下车就可以了。

○번째 버스정류장에서 내리시면 됩니다.

คุณสามารถลงที�ป้ายรถเมล์ที�○

○番目のバス停で降りるといいですよ。
1 2 3
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タクシーでのお声がけタクシーでのお声がけ
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

Where do you want to go?

請問您要去哪裡？

请问您要去哪里？

어디까지 가십니까?

จะไปไหน?

どこに行きますか？
5－10

10－30

30－60

60－

Where do you want to go?

請問您要去哪裡？

请问您要去哪里？

어디에 가십니까?

จะไปไหน?

どこに行きますか？

乗車区間で料金が異なります。
最初に整理券を取り、降りるときに料金を払ってください。

料金は均一です。
乗るときに料金を払ってください。

It will take approximately ○○ minutes.

大約需要○○分鐘。

大约需要○○分钟。

시간은 ○○분 정도 걸립니다.

ใช้เวลาประมาณ ○○ นาที

The fare will be approximately ○○ yen.

費用約為○○日圓。

车费大约为○○日元。

요금은 ○○엔 정도 듭니다.

ค่าโดยสารประมาณ ○○ เยน

料金は○○円ぐらいかかります。
（電卓で数字を見せる）

Payment using credit cards is not 
accepted.

不接受信用卡付款。

不接受信用卡支付。

신용카드는 안 받습니다.

ไม่รับชําระด้วยบัตรเครดิต

クレジットカードでの
お支払いは承っておりません。

We do not accept this credit card.

這張信用卡無法使用。

不接受这种信用卡的支付。

이 신용카드는 취급하지 않습니다.

ไม่รับบัตรเครดิตนี�

このクレジットカードは
取り扱っておりません。

A pick-up fare will be charged.

將收取叫車費。

需支付叫车费。

영차요금(택시콜비)이 듭니다.

จะมีค่าใช้จ่ายสําหรับไปรับลูกค้า

迎車料金がかかります。

申し訳ありません。できません。

Extra fare will be charged during 
nighttime and early in the morning.

將收取深夜、清晨的額外費用。

需支付深夜及清晨时段额外费用。

심야, 조조 할증요금이 듭니다.

จะมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมสําหรับช่วงดึกและ
ตอนเช้า

深夜、早朝の割増料金がかかります。

Highway fees will be charged.

將收取高速公路過路費。

需支付高速公路过路费。

고속도로 이용요금이 듭니다.

จะมีค่าทางด่วน

高速道路の利用料金がかかります。

The fare is fixed.
Please pay when you get on the bus.

費用為單一費率。請在上車時付款。

票价均等。请在上车时支付车费。

요금은 균일합니다. 탈 때 요금을 내주십시오.

ค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสาย
กรุณาจ่ายค่าโดยสารตอนขึ�นรถ

The fare depends on where you take the bus.
First, take a ticket and pay when you get off the bus.

搭乘區間的費用不同。
請在上車時索取整理券，並於下車時付款。

乘车区间不同，票价也不同。
请先领取整理券，下车时再支付车费。

승차 구간에 따라 요금이 달라집니다.
탈 때는 정리권만 빼고, 내릴 때 요금을 내주십시오.
ราคาค่าโดยสารจะแตกต่างกันตามป้ายที�คุณขึ�นรถ 
กรุณาหยิบตั�วเบอร์ก่อนและชําระค่าโดยสารตอนลงรถ

現金でお支払いください。
小銭がない場合は両替えできます。

料金はご家族の合計で○○円です。
（電卓で数字を見せる）

The total fare for the family is ○○ yen.

您與家人的費用合計為○○日圓。

您与家人的车费一共为○○日元。

요금은 가족분들 합해서 ○○엔입니다.

ค่าโดยสารทั�งครอบครัวรวมทั�งหมด ○○เยน

Please pay in cash.
We can give you change if you do not have the exact amount.

請用現金付款。如果沒有零錢，可以提供兌換。

请用现金支付。如果没有准备零钱，可以提供兑换。

현금으로 내주십시오. 잔돈이 없으면 환전할 수 있습니다.

กรุณาชําระเป็นเงินสด หากไม่มีเหรียญ สามารถแลกได้

次のバス停が近づいたら車内放送で知らせます。
降りる場合は、車内のボタンを押してください。 ICカード（Suica等）は使えません。

Smart cards such as Suica cannot be used.

無法使用IC卡（Suica等）。

无法使用IC卡（Suica等）支付。

IC 카드(Suica 등)는 사용할 수 없습니다.

ใช้ IC การ์ด (เช่น Suica ฯลฯ ) ไม่ได้

An announcement will be made on the bus when the bus is 
approaching the next stop. Press the button if you want to get off.

公車接近下一站時將會用車內廣播通知。
要下車時，請按車內的下車按鈕。

快到下一个公交车站时，车上将广播通知。
如需下车，请按车内的下车按钮。

다음 버스정류장이 가까워지면 차내방송으로 알려드립니다. 
내리시려면 차내 버튼을 눌러 주십시오.
เมื�อใกล้ถึงป้ายรถเมล์ถัดไปจะประกาศในรถให้ทราบ 
หากต้องการลงให้กดปุ่มในรถ

指差し
ツール

指差し
ツール

バスでのお声がけバスでのお声がけ
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

Sorry. We cannot do that.

非常抱歉。沒有辦法。

十分抱歉。不可以。

죄송합니다. 불가능합니다.

ขอโทษ ไม่สามารถทําได้

ありがとうございました。日本の旅を楽しんでください。

Thank you. Enjoy your stay in Japan.

謝謝。請享受您的日本之旅。

谢谢。祝您在日本旅行愉快。

감사합니다. 즐거운 일본 여행이 되시기 바랍니다.

ขอบคุณมาก
ขอให้สนุกกับการท่องเที�ยวในญี�ปุ่ น

時間は○○分ぐらいかかります。

You may get off at the ○th 
(1st/2nd/3rd) bus stop.

可以在第○號的公車站下車喔。

在第○个公交车站下车就可以了。

○번째 버스정류장에서 내리시면 됩니다.

คุณสามารถลงที�ป้ายรถเมล์ที�○

○番目のバス停で降りるといいですよ。
1 2 3

4 5 6

7 8 9

0



会計時のお声がけ会計時のお声がけ
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

Yes

是的

是

네

ได้, ใช่

No

不是

不是

아니요

ไม่ได้, ไม่ใช่

はい いいえ

Do you have a reservation?

請問您有預約嗎？

请问您有预订吗？

예약하셨습니까?

คุณลูกค้าได้ทําการจอง
ไว้ล่วงหน้าหรือไม่?

ご予約はいただいて
いますか？

指差し
ツール

指差し
ツール

飲食店でのお声がけ飲食店でのお声がけ
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

●来店時

Payment must be done in advance.

請先付款。

请先付款。

지불은 선불입니다.

กรุณาชําระเงินล่วงหน้า

お支払いは前払いでお願いします。

Please go to the register to pay.

請在收銀台付款。

请到收银台付款。

지불은 계산대에서 하십시오.

กรุณาชําระเงินที�แคชเชียร์

お支払いはレジでお願いします。

You can pay at the table.

請在座位付款。

请在座位付款。

지불은 테이블에서 하십시오.

กรุณาชําระเงินที�โต๊ะ

お支払いはテーブルでお願いします。

The taxes are included.

費用為含稅價格。

这是含税价格。

요금은 세금포함 가격입니다.

ราคารวมภาษีแล้ว

料金は税込価格です。

We do not accept tips.

不收小費。

不收取小费。

팁은 받지 않습니다.

ไม่รับทิป

チップはいただいておりません。

Payment using credit cards 
is not accepted.

不接受信用卡付款。

不接受信用卡支付。

신용카드는 안 받습니다.

ไม่รับชําระด้วยบัตรเครดิต

クレジットカードでの
お支払いは承っておりません。

We do not accept this credit card.

這張信用卡無法使用。

不接受这种信用卡的支付。

이 신용카드는 취급하지 않습니다.

ไม่รับบัตรเครดิตนี�

このクレジットカードは
取り扱っておりません。

ありがとうございました。日本の旅を楽しんでください。

We do not offer any discount.

沒有折扣優惠。

没有打折优惠。

할인은 하지 않습니다.

ไม่มีส่วนลด 

値引きは行っておりません。

Sorry. We cannot do that.

非常抱歉。沒有辦法。

十分抱歉。不可以。

죄송합니다. 불가능합니다.

ขอโทษ ไม่สามารถทําได้

申し訳ありません。できません。

Thank you. Enjoy your stay in Japan.

謝謝。請享受您的日本之旅。

谢谢。祝您在日本旅行愉快。

감사합니다. 즐거운 일본 여행이 되시기 바랍니다.

ขอบคุณมากขอให้สนุกกับการท่องเที�ยวในญี�ปุ่ น

For how many people?

請問共有幾位貴賓？

请问一共几位？

몇 분이십니까?

กี�ท่าน?

何名様ですか？

Do you prefer a smoking 
or a non-smoking area?

請問您希望坐在吸菸區，
還是禁菸區？

请问您希望坐在吸烟区
还是无烟区？

흡연석, 금연석 
어느 좌석으로 드릴까요?

ต้องการที�นั� งแบบสูบบุหรี�
หรือปลอดสูบบุหรี�?

喫煙、禁煙、どちらの席を
ご希望ですか？

The restaurant is full.
You may wait for a while.

目前客滿。
可以的話，請您稍候一下。

现在满座了。
如果可以的话，请您等候。

지금은 만석입니다.
괜찮으시면 기다려 주십시오.

ตอนนี�ที�นั� งเต็ม 
กรุณารอถ้าคุณต้องการ

ただいま満席です。
よろしければお待ちください。

Please wait.

請稍候。

请稍等。

잠깐만 기다려 주십시오.

กรุณารอสักครู่

少々お待ちください。

●注文時

Is there any ingredient you 
cannot eat?

請問有不吃或不能吃的
食材嗎？

请问您有忌口的食材吗？

못 드시는 식재료가 있습니까?

ส่วนผสมอะไรที�คุณไม่สามารถ
รับประทานได้?

食べられない食材は
ありますか？

What do you want to drink 
(eat)?

請問要點什麼飲料（餐點）
呢？

请问您喝（吃）点什么？

음료(식사)를 주문하시겠습
니까?

จะรบัเครื�องดื�ม (อาหาร) อะไรดี?

お飲み物（お食事）は
何になさいますか？

Do you want to use a fork, 
a knife and a spoon?

請問您要使用
叉子、刀子、湯匙嗎？

请问您使用
叉子、刀子、勺子吗？

포크, 나이프, 스푼을 
사용하십니까?

จะใช้ส้อม มีด และช้อนไหม?

フォーク、ナイフ、スプーンを
お使いになりますか？

You cannot bring foods/
drinks in the restaurant.

請勿攜帶食物、飲料進入。

请勿自带食品饮料。

음식물 반입은 안 됩니다.

ห้ามนําอาหารและเครื�องดื�ม
เข้ามาในร้าน

飲食物の持ち込みは
できません。

●注意事項

This is a starter. It’s free.

這是小菜。免費招待。

这是小菜。免费提供。

이것은 오도오시(기본)
입니다. 무료입니다.

นี� คือโอะโทะชิ ฟรี

これはお通しです。
無料です。

This is a starter. It will be 
included in the check.

這是小菜。會收費。

这是小菜。需要付费。

이것은 오도오시(기본)
입니다. 요금 받습니다.

นี� คือโอะโทะชิ เสียเงิน

これはお通しです。
料金をいただきます。

Take only what you want 
to eat.

請您只取用您吃得下的
分量。

请根据自己的食量取餐。

드실 만큼만 덜어 주십시오.

กรุณารับประทานให้มากที�สุด
เท่าที�จะทําได้

食べられる分だけ
お取りください。



会計時のお声がけ会計時のお声がけ
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

Yes

是的

是

네

ได้, ใช่

No

不是

不是

아니요

ไม่ได้, ไม่ใช่

はい いいえ

Do you have a reservation?

請問您有預約嗎？

请问您有预订吗？

예약하셨습니까?

คุณลูกค้าได้ทําการจอง
ไว้ล่วงหน้าหรือไม่?

ご予約はいただいて
いますか？

指差し
ツール

指差し
ツール

飲食店でのお声がけ飲食店でのお声がけ
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

●来店時

Payment must be done in advance.

請先付款。

请先付款。

지불은 선불입니다.

กรุณาชําระเงินล่วงหน้า

お支払いは前払いでお願いします。

Please go to the register to pay.

請在收銀台付款。

请到收银台付款。

지불은 계산대에서 하십시오.

กรุณาชําระเงินที�แคชเชียร์

お支払いはレジでお願いします。

You can pay at the table.

請在座位付款。

请在座位付款。

지불은 테이블에서 하십시오.

กรุณาชําระเงินที�โต๊ะ

お支払いはテーブルでお願いします。

The taxes are included.

費用為含稅價格。

这是含税价格。

요금은 세금포함 가격입니다.

ราคารวมภาษีแล้ว

料金は税込価格です。

We do not accept tips.

不收小費。

不收取小费。

팁은 받지 않습니다.

ไม่รับทิป

チップはいただいておりません。

Payment using credit cards 
is not accepted.

不接受信用卡付款。

不接受信用卡支付。

신용카드는 안 받습니다.

ไม่รับชําระด้วยบัตรเครดิต

クレジットカードでの
お支払いは承っておりません。

We do not accept this credit card.

這張信用卡無法使用。

不接受这种信用卡的支付。

이 신용카드는 취급하지 않습니다.

ไม่รับบัตรเครดิตนี�

このクレジットカードは
取り扱っておりません。

ありがとうございました。日本の旅を楽しんでください。

We do not offer any discount.

沒有折扣優惠。

没有打折优惠。

할인은 하지 않습니다.

ไม่มีส่วนลด 

値引きは行っておりません。

Sorry. We cannot do that.

非常抱歉。沒有辦法。

十分抱歉。不可以。

죄송합니다. 불가능합니다.

ขอโทษ ไม่สามารถทําได้

申し訳ありません。できません。

Thank you. Enjoy your stay in Japan.

謝謝。請享受您的日本之旅。

谢谢。祝您在日本旅行愉快。

감사합니다. 즐거운 일본 여행이 되시기 바랍니다.

ขอบคุณมากขอให้สนุกกับการท่องเที�ยวในญี�ปุ่ น

For how many people?

請問共有幾位貴賓？

请问一共几位？

몇 분이십니까?

กี�ท่าน?

何名様ですか？

Do you prefer a smoking 
or a non-smoking area?

請問您希望坐在吸菸區，
還是禁菸區？

请问您希望坐在吸烟区
还是无烟区？

흡연석, 금연석 
어느 좌석으로 드릴까요?

ต้องการที�นั� งแบบสูบบุหรี�
หรือปลอดสูบบุหรี�?

喫煙、禁煙、どちらの席を
ご希望ですか？

The restaurant is full.
You may wait for a while.

目前客滿。
可以的話，請您稍候一下。

现在满座了。
如果可以的话，请您等候。

지금은 만석입니다.
괜찮으시면 기다려 주십시오.

ตอนนี�ที�นั� งเต็ม 
กรุณารอถ้าคุณต้องการ

ただいま満席です。
よろしければお待ちください。

Please wait.

請稍候。

请稍等。

잠깐만 기다려 주십시오.

กรุณารอสักครู่

少々お待ちください。

●注文時

Is there any ingredient you 
cannot eat?

請問有不吃或不能吃的
食材嗎？

请问您有忌口的食材吗？

못 드시는 식재료가 있습니까?

ส่วนผสมอะไรที�คุณไม่สามารถ
รับประทานได้?

食べられない食材は
ありますか？

What do you want to drink 
(eat)?

請問要點什麼飲料（餐點）
呢？

请问您喝（吃）点什么？

음료(식사)를 주문하시겠습
니까?

จะรบัเครื�องดื�ม (อาหาร) อะไรดี?

お飲み物（お食事）は
何になさいますか？

Do you want to use a fork, 
a knife and a spoon?

請問您要使用
叉子、刀子、湯匙嗎？

请问您使用
叉子、刀子、勺子吗？

포크, 나이프, 스푼을 
사용하십니까?

จะใช้ส้อม มีด และช้อนไหม?

フォーク、ナイフ、スプーンを
お使いになりますか？

You cannot bring foods/
drinks in the restaurant.

請勿攜帶食物、飲料進入。

请勿自带食品饮料。

음식물 반입은 안 됩니다.

ห้ามนําอาหารและเครื�องดื�ม
เข้ามาในร้าน

飲食物の持ち込みは
できません。

●注意事項

This is a starter. It’s free.

這是小菜。免費招待。

这是小菜。免费提供。

이것은 오도오시(기본)
입니다. 무료입니다.

นี� คือโอะโทะชิ ฟรี

これはお通しです。
無料です。

This is a starter. It will be 
included in the check.

這是小菜。會收費。

这是小菜。需要付费。

이것은 오도오시(기본)
입니다. 요금 받습니다.

นี� คือโอะโทะชิ เสียเงิน

これはお通しです。
料金をいただきます。

Take only what you want 
to eat.

請您只取用您吃得下的
分量。

请根据自己的食量取餐。

드실 만큼만 덜어 주십시오.

กรุณารับประทานให้มากที�สุด
เท่าที�จะทําได้

食べられる分だけ
お取りください。



大豆小麦乳製品卵

食品の調理法や味わい食品の調理法や味わい
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

調理法 生 煮る 焼く 蒸す 揚げる

Is there any ingredient 
you cannot eat?

食べられない食材は
ありますか？

請問有不吃或不能吃的食材嗎？

请问您有忌口的食材吗？

못 드시는 식재료가 있습니까?

ส่วนผสมอะไรที�คุณไม่สามารถ
รับประทานได้?

Beef

牛肉

牛肉

소고기

เนื�อวัว

Nuts

堅果類

坚果类

너트류

ถั�ว

Soba
(Buckwheat)

蕎麥

荞麦

메밀국수

โซบะ

Shellfish

貝類

贝类

조개류

หอย

Squid/Octopus

烏賊/章魚

墨鱼/章鱼

오징어/낚지

ปลาหมึก/
ปลาหมึกหัวโต

Eggs

雞蛋

鸡蛋

계란

ไข่

Dairy products

乳製品

乳制品

유제품

ผลิตภัณฑ์นม

Wheat

小麥

小麦

밀가루

ข้าวสาลี

Soybean

大豆

大豆

대두（콩）

ถั�วเหลือง

Shrimp/Crab

蝦/螃蟹

虾/蟹

새우/게

กุ้ง/ปู

Salmon

鮭魚

鲑鱼

연어

ปลาแซลมอน

Mackerel

鯖魚

青花鱼

고등어

ปลาซาบะ

Pork

豬肉

猪肉

돼지고기

เนื�อหมู

Chicken

雞肉

鸡肉

닭고기

เนื�อไก่

Duck

鴨肉

鸭肉

오리고기

เนื�อเป็ด

Fish

魚

鱼

생선

ปลา

指差し
ツール

指差し
ツール

食材のご確認食材のご確認
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

茹でる 炒める 混ぜる/和える すりおろす 発酵する 燻製する

味わい すっぱい 苦い 甘い 辛い しょっぱい

渋い さっぱりしている コクがある 温度 冷たい 温かい

牛肉 豚肉 鶏肉 鴨肉 魚

サバサケエビ/カニイカ/タコ貝類そばナッツ類

Garlic

大蒜

大蒜

마늘

กระเทียม

Nira (oriental garlic)
/Asatsuki (chives)

韭菜/蔥絲

韭菜/胡葱

부추/큰산파

กุยฉ่าย/ต้นหอม

Onions/
Oriental onions

洋蔥/薤菜

洋葱/荞头

양파/염교

หัวหอม/รักเคียว

ニンニク ニラ/アサツキ 玉ネギ/
ラッキョウ

Cooking method

烹調方式

烹调方式

조리법

วิธีปรุงอาหาร

Raw

生食

生食

생(날 것)

ดิบ, สด

Simmered

燉煮

煮

끓이다

ต้ม

Grilled

烤

烤

굽다

ย่าง

Steamed

蒸

蒸

찌다

นึ�ง

Fried

炸

炸

튀기다

ทอด

Boiled

水煮

焯

삶다

ต้ม

Stir-fried

炒

炒

볶다

ผัด

Mixed/Seasoned

攪拌/混合

凉拌/凉调

섞다/무치다

ผสม / คลุก

Grated

磨碎

擦泥

갈다

ขูด

Fermented

發酵

发酵

발효하다

หมัก

Smoked

燻製

熏制

훈제하다

รมควัน

Taste

味道

味道

맛

ลิ�มรส

Sour

酸

酸

시다

เปรี�ยว

Bitter

苦

苦

쓰다

ขม

Sweet

甜

甜

달다

หวาน

Spicy

辣

辣

맵다

เผ็ด

Salty

鹹

咸

짜다

เค็ม

Bitter

澀

麻

떫다

ฝาด

Refreshing

清爽

清爽口感

개운하다

กลมกล่อม

Rich flavored

濃郁

醇厚口感

진하다

เข้มข้น

Temperature

溫度

温度

온도

อุณหภูมิ

Cold

冰涼

冷

차다

เย็น

Hot

溫熱

热

따뜻하다

ร้อน

五葷（ごくん）



大豆小麦乳製品卵

食品の調理法や味わい食品の調理法や味わい
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

調理法 生 煮る 焼く 蒸す 揚げる

Is there any ingredient 
you cannot eat?

食べられない食材は
ありますか？

請問有不吃或不能吃的食材嗎？

请问您有忌口的食材吗？

못 드시는 식재료가 있습니까?

ส่วนผสมอะไรที�คุณไม่สามารถ
รับประทานได้?

Beef

牛肉

牛肉

소고기

เนื�อวัว

Nuts

堅果類

坚果类

너트류

ถั�ว

Soba
(Buckwheat)

蕎麥

荞麦

메밀국수

โซบะ

Shellfish

貝類

贝类

조개류

หอย

Squid/Octopus

烏賊/章魚

墨鱼/章鱼

오징어/낚지

ปลาหมึก/
ปลาหมึกหัวโต

Eggs

雞蛋

鸡蛋

계란

ไข่

Dairy products

乳製品

乳制品

유제품

ผลิตภัณฑ์นม

Wheat

小麥

小麦

밀가루

ข้าวสาลี

Soybean

大豆

大豆

대두（콩）

ถั�วเหลือง

Shrimp/Crab

蝦/螃蟹

虾/蟹

새우/게

กุ้ง/ปู

Salmon

鮭魚

鲑鱼

연어

ปลาแซลมอน

Mackerel

鯖魚

青花鱼

고등어

ปลาซาบะ

Pork

豬肉

猪肉

돼지고기

เนื�อหมู

Chicken

雞肉

鸡肉

닭고기

เนื�อไก่

Duck

鴨肉

鸭肉

오리고기

เนื�อเป็ด

Fish

魚

鱼

생선

ปลา

指差し
ツール

指差し
ツール

食材のご確認食材のご確認
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

茹でる 炒める 混ぜる/和える すりおろす 発酵する 燻製する

味わい すっぱい 苦い 甘い 辛い しょっぱい

渋い さっぱりしている コクがある 温度 冷たい 温かい

牛肉 豚肉 鶏肉 鴨肉 魚

サバサケエビ/カニイカ/タコ貝類そばナッツ類

Garlic

大蒜

大蒜

마늘

กระเทียม

Nira (oriental garlic)
/Asatsuki (chives)

韭菜/蔥絲

韭菜/胡葱

부추/큰산파

กุยฉ่าย/ต้นหอม

Onions/
Oriental onions

洋蔥/薤菜

洋葱/荞头

양파/염교

หัวหอม/รักเคียว

ニンニク ニラ/アサツキ 玉ネギ/
ラッキョウ

Cooking method

烹調方式

烹调方式

조리법

วิธีปรุงอาหาร

Raw

生食

生食

생(날 것)

ดิบ, สด

Simmered

燉煮

煮

끓이다

ต้ม

Grilled

烤

烤

굽다

ย่าง

Steamed

蒸

蒸

찌다

นึ�ง

Fried

炸

炸

튀기다

ทอด

Boiled

水煮

焯

삶다

ต้ม

Stir-fried

炒

炒

볶다

ผัด

Mixed/Seasoned

攪拌/混合

凉拌/凉调

섞다/무치다

ผสม / คลุก

Grated

磨碎

擦泥

갈다

ขูด

Fermented

發酵

发酵

발효하다

หมัก

Smoked

燻製

熏制

훈제하다

รมควัน

Taste

味道

味道

맛

ลิ�มรส

Sour

酸

酸

시다

เปรี�ยว

Bitter

苦

苦

쓰다

ขม

Sweet

甜

甜

달다

หวาน

Spicy

辣

辣

맵다

เผ็ด

Salty

鹹

咸

짜다

เค็ม

Bitter

澀

麻

떫다

ฝาด

Refreshing

清爽

清爽口感

개운하다

กลมกล่อม

Rich flavored

濃郁

醇厚口感

진하다

เข้มข้น

Temperature

溫度

温度

온도

อุณหภูมิ

Cold

冰涼

冷

차다

เย็น

Hot

溫熱

热

따뜻하다

ร้อน

五葷（ごくん）
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英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語
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指差し
ツール

宿泊施設でのお声がけ宿泊施設でのお声がけ
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

お客様の
ご予約内容は～ ○○泊 ○○人 シングル ツイン ダブル

Reservation 
information

您的預約內容為∼

您的订单内容是～

고객님 예약 
내용은~
ข้อมูลการจองของ
คุณลูกค้าคือ～

○○ night(s)

○○晚

○○晚

○○박

○○คืน

○○ people

○○人

○○人

○○명

○○ท่าน

Single

單人房

单人房

싱글

ห้องเดี	ยว

Twin

兩張單人床的
雙人房

两张单人床的
双人房

트윈

ห้องทวิน

Double

雙人房

双人大床房

더블

ห้องดับเบิล

Japanese-style 
room

和室

日式客房

일본식 방

ห้องพักสไตล์ญี	ปุ่ น

With breakfast

附早餐

含早餐

조식 포함

รวมอาหารเช้า

With breakfast 
and dinner

附早餐和晚餐

含早餐、晚餐

조식, 저녁 포함

รวมอาหารเช้า, 
อาหารเย็น

Overnight without 
meals

純住宿（不附餐）

单住宿（不含餐）

숙박만(식사 없음)

ห้องพักอย่างเดียว
(ไม่มีอาหาร)

Non-smoking room

禁菸房

无烟房

금연 객실

ห้องพักปลอดบุหรี	

Smoking room

吸菸房

吸烟房

흡연 가능 객실

ห้องพักแบบสูบบุหรี	ได้

朝食付和室 朝食、夕食付 素泊まり
（食事なし）

禁煙の
お部屋

喫煙可の
お部屋

Yes

是的

是

네

ได้, ใช่

No

不是

不是

아니요

ไม่ได้, ไม่ใช่

はい いいえ

Your room number is ○ at the ○ floor.

您的房間在○樓的○號房。

您的房间是○层的○号房。

고객님 객실은 ○층 ○호실입니다.

ห้องพักของคุณลูกค้าอยู่ชั�น○ห้องเบอร์○

We will bring your baggage to your room.

我會將您的行李送至房間。

您的行李将送到房间。

짐은 객실까지 가져다 드리겠습니다.

เราจะนําสัมภาระไปส่งให้ท่านถึงห้อง

お荷物はお部屋までお運びします。

I will show you your room.

由我帶您前往房間。

我带您去房间。

객실까지 안내하겠습니다.

เราจะนําพาท่านไปส่งถึงห้อง

お部屋までご案内いたします。

This is your breakfast coupon.

這是早餐券。

这是早餐券。

이것은 조식권입니다.

นี	 คือคูปองอาหารเช้า

こちらは朝食券です。

The breakfast is served between ○ and 
○ at the restaurant on the ○ floor.

早餐是在○樓的餐廳用餐，
供餐時間是○點∼○點。

早餐在○层的餐厅供应，
早餐时间是○点～○点。

조식은 ○층 레스토랑에서 
○시~○시까지입니다.
อาหารเช้ารับประทานที	ร้านอาหารชั�น○ 
ตั�งแต่ ○น. ถึง ○น.

The emergency exit is here.

緊急出口在這裡。

这边是逃生通道。

비상구는 이쪽입니다.

ทางออกฉุกเฉินอยู่ที	นี	

非常口はこちらです。

Hotel employees may enter your room when 
you are away to lay the futon mattress.

工作人員可能會在您不在時
前來房間內為您鋪床。

工作人员有可能在您外出时进入房间，
为您铺设被褥。

이불을 펴기 위해 안 계실 때 스태프가 
방에 들어올 수 있습니다.
พนักงานอาจเข้าไปในห้องเพื	อปูที	นอน
ตอนท่านไม่อยู่ในห้องพัก

お客様のお部屋は、
○階の○号室になります。

朝食は、○階のレストランにて、
○時～○時までです。

Do you have a reservation?

請問您有預約嗎？

请问您有预订吗？

예약하셨습니까?

คุณลูกค้าได้ทําการจองไว้ล่วงหน้าหรือไม่?

For how many people? 
How many nights?

請問共有幾位貴賓？請問停留幾晚？

请问一共几位？请问住几晚？

몇 분이십니까? 몇 박 예정입니까?

กี	ท่าน? กี	คืน?

何名様ですか？ 何泊ですか？

Can I make a copy of your passport?

請問可以影印您的護照嗎？

请问可以复印您的护照吗？

여권을 복사해도 되겠습니까?

ขอถ่ายสําเนาหนังสือเดินทางได้ไหม?

パスポートをコピーさせて
いただけますか？

Please fill in the form.

請填寫這張紙。

请填写这份表格。

이 용지에 기입해 주십시오.

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี�

こちらの用紙にご記入ください。

Do you prefer a smoking or 
a non-smoking room?

請問您希望住宿在吸菸房，
還是禁菸房？

请问您希望住吸烟房还是无烟房？

흡연, 금연 어느 방으로 드릴까요?

ต้องการห้องพักแบบสูบบุหรี	หรือ
ปลอดสูบบุหรี	?

Please return your room key 
to the front desk when you go out.

外出時，請將房間鑰匙寄放在櫃台。

外出时，请将房间钥匙寄存在前台。

외출하실 때는 객실 열쇠를 
프런트에 맡겨 주십시오.
กรุณาฝากกุญแจห้องไว้ที	แผนกต้อนรับ
เมื	อคุณออกไปข้างนอก

お出かけの際は、ルームキーを
フロントにお預けください。

ご予約はいただいていますか？

喫煙、禁煙、どちらのお部屋を
ご希望ですか？

布団を敷くために、不在時に
スタッフが部屋に入ることがあります。

Please, take off your shoes or 
slippers in your room.

在房間內請脫下鞋子和拖鞋。

进入房间，请脱下鞋子或拖鞋。

객실에서는 신발과 슬리퍼를 
벗어 주십시오.

กรุณาถอดรองเท้าและรองเท้าแตะในห้องพัก

お部屋では、靴やスリッパは
脱いでください。

Sorry. We cannot do that.

非常抱歉。沒有辦法。

十分抱歉。不可以。

죄송합니다. 불가능합니다.

ขอโทษ ไม่สามารถทําได้

申し訳ありません。できません。

●ご案内 ●チェックイン



宿泊施設でのお声がけ宿泊施設でのお声がけ
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指差し
ツール

指差し
ツール

宿泊施設でのお声がけ宿泊施設でのお声がけ
英語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 韓国語 タイ語

お客様の
ご予約内容は～ ○○泊 ○○人 シングル ツイン ダブル

Reservation 
information

您的預約內容為∼

您的订单内容是～

고객님 예약 
내용은~
ข้อมูลการจองของ
คุณลูกค้าคือ～

○○ night(s)

○○晚

○○晚

○○박

○○คืน

○○ people

○○人

○○人

○○명

○○ท่าน

Single

單人房

单人房

싱글

ห้องเดี	ยว

Twin

兩張單人床的
雙人房

两张单人床的
双人房

트윈

ห้องทวิน

Double

雙人房

双人大床房

더블

ห้องดับเบิล

Japanese-style 
room

和室

日式客房

일본식 방

ห้องพักสไตล์ญี	ปุ่ น

With breakfast

附早餐

含早餐

조식 포함

รวมอาหารเช้า

With breakfast 
and dinner

附早餐和晚餐

含早餐、晚餐

조식, 저녁 포함

รวมอาหารเช้า, 
อาหารเย็น

Overnight without 
meals

純住宿（不附餐）

单住宿（不含餐）

숙박만(식사 없음)

ห้องพักอย่างเดียว
(ไม่มีอาหาร)

Non-smoking room

禁菸房

无烟房

금연 객실

ห้องพักปลอดบุหรี	

Smoking room

吸菸房

吸烟房

흡연 가능 객실

ห้องพักแบบสูบบุหรี	ได้

朝食付和室 朝食、夕食付 素泊まり
（食事なし）

禁煙の
お部屋

喫煙可の
お部屋

Yes

是的

是

네

ได้, ใช่

No

不是

不是

아니요

ไม่ได้, ไม่ใช่

はい いいえ

Your room number is ○ at the ○ floor.

您的房間在○樓的○號房。

您的房间是○层的○号房。

고객님 객실은 ○층 ○호실입니다.

ห้องพักของคุณลูกค้าอยู่ชั�น○ห้องเบอร์○

We will bring your baggage to your room.

我會將您的行李送至房間。

您的行李将送到房间。

짐은 객실까지 가져다 드리겠습니다.

เราจะนําสัมภาระไปส่งให้ท่านถึงห้อง

お荷物はお部屋までお運びします。

I will show you your room.

由我帶您前往房間。

我带您去房间。

객실까지 안내하겠습니다.

เราจะนําพาท่านไปส่งถึงห้อง

お部屋までご案内いたします。

This is your breakfast coupon.

這是早餐券。

这是早餐券。

이것은 조식권입니다.

นี	 คือคูปองอาหารเช้า

こちらは朝食券です。

The breakfast is served between ○ and 
○ at the restaurant on the ○ floor.

早餐是在○樓的餐廳用餐，
供餐時間是○點∼○點。

早餐在○层的餐厅供应，
早餐时间是○点～○点。

조식은 ○층 레스토랑에서 
○시~○시까지입니다.
อาหารเช้ารับประทานที	ร้านอาหารชั�น○ 
ตั�งแต่ ○น. ถึง ○น.

The emergency exit is here.

緊急出口在這裡。

这边是逃生通道。

비상구는 이쪽입니다.

ทางออกฉุกเฉินอยู่ที	นี	

非常口はこちらです。

Hotel employees may enter your room when 
you are away to lay the futon mattress.

工作人員可能會在您不在時
前來房間內為您鋪床。

工作人员有可能在您外出时进入房间，
为您铺设被褥。

이불을 펴기 위해 안 계실 때 스태프가 
방에 들어올 수 있습니다.
พนักงานอาจเข้าไปในห้องเพื	อปูที	นอน
ตอนท่านไม่อยู่ในห้องพัก

お客様のお部屋は、
○階の○号室になります。

朝食は、○階のレストランにて、
○時～○時までです。

Do you have a reservation?

請問您有預約嗎？

请问您有预订吗？

예약하셨습니까?

คุณลูกค้าได้ทําการจองไว้ล่วงหน้าหรือไม่?

For how many people? 
How many nights?

請問共有幾位貴賓？請問停留幾晚？

请问一共几位？请问住几晚？

몇 분이십니까? 몇 박 예정입니까?

กี	ท่าน? กี	คืน?

何名様ですか？ 何泊ですか？

Can I make a copy of your passport?

請問可以影印您的護照嗎？

请问可以复印您的护照吗？

여권을 복사해도 되겠습니까?

ขอถ่ายสําเนาหนังสือเดินทางได้ไหม?

パスポートをコピーさせて
いただけますか？

Please fill in the form.

請填寫這張紙。

请填写这份表格。

이 용지에 기입해 주십시오.

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี�

こちらの用紙にご記入ください。

Do you prefer a smoking or 
a non-smoking room?

請問您希望住宿在吸菸房，
還是禁菸房？

请问您希望住吸烟房还是无烟房？

흡연, 금연 어느 방으로 드릴까요?

ต้องการห้องพักแบบสูบบุหรี	หรือ
ปลอดสูบบุหรี	?

Please return your room key 
to the front desk when you go out.

外出時，請將房間鑰匙寄放在櫃台。

外出时，请将房间钥匙寄存在前台。

외출하실 때는 객실 열쇠를 
프런트에 맡겨 주십시오.
กรุณาฝากกุญแจห้องไว้ที	แผนกต้อนรับ
เมื	อคุณออกไปข้างนอก

お出かけの際は、ルームキーを
フロントにお預けください。

ご予約はいただいていますか？

喫煙、禁煙、どちらのお部屋を
ご希望ですか？

布団を敷くために、不在時に
スタッフが部屋に入ることがあります。

Please, take off your shoes or 
slippers in your room.

在房間內請脫下鞋子和拖鞋。

进入房间，请脱下鞋子或拖鞋。

객실에서는 신발과 슬리퍼를 
벗어 주십시오.

กรุณาถอดรองเท้าและรองเท้าแตะในห้องพัก

お部屋では、靴やスリッパは
脱いでください。

Sorry. We cannot do that.

非常抱歉。沒有辦法。

十分抱歉。不可以。

죄송합니다. 불가능합니다.

ขอโทษ ไม่สามารถทําได้

申し訳ありません。できません。

●ご案内 ●チェックイン



不可以在浴池內洗髮或洗身體。

不得在浴池内洗头洗澡。

욕조에서는 머리를 감거나 몸을 씻지 않습니다.

ไมส่ระผมหรอืชาํระลา้งรา่งกายในอา่งอาบน้ํา

You should not wash your body
or your hair in the bathtub.

請勿將毛巾浸入浴池。

请勿将毛巾浸入浴池。

수건을 욕조 안에 넣지 마십시오.

กรณุาอยา่นุง่ผา้เชด็ตัวลงอา่งอาบนํา้

Do not put your towel 
in the bathtub.

禁止攝影、飲食、洗衣。

禁止拍摄、饮食、洗衣服。

촬영, 음식, 세탁은 금지입니다.

หา้มถา่ยภาพ รบัประทานและเครือ่งดืม่ และซักผา้

It is not permitted to take photos, 
eat, drink and wash your clothes.

日本的浴池入浴方法
日本泡澡方式

일본의 목욕탕 이용방법
วธิอีาบนํา้แบบญี่ปุ น่

［ご案内ツール］館内や部屋に掲示しましょう。

脱衣所で下着もすべて脱ぎます。

湯船に入る前に体を洗い流します。

湯船でリラックスします。

体を拭いてから脱衣所に戻ります。

衣物（包括內衣褲）請在脫衣處全部脫掉。

应在脱衣处脱去包括内衣在内的所有衣物。

탈의실에서 속옷까지 모두 벗습니다.

ถอดเสือ้ผา้ทัง้หมด รวมทัง้กางเกงในที่หอ้งแตง่ตัว

1

2

3

4

進入浴池前請先將身體洗乾淨。

进入浴池前，请先洗净身体。

욕조에 들어가기 전에 몸을 씻습니다.

ชาํระลา้งรา่งกายของคณุกอ่นลงอา่งอาบนํา้

在浴池內浸泡放鬆。

在浴池内放松泡澡。

욕조에서는 편안히 있습니다.

ผอ่นคลายในอา่งอาบนํา้

擦拭身體後返回脫衣處。

擦拭身体后，再回到脱衣处

물기를 닦은 후에 탈의실로 나옵니다.

เชด็ตัวและกลับไปที่หอ้งแตง่ตัว

How to Take Japanese Baths
日本のお風呂の入り方

Get undressed in the changing 
room (take off your underwear as well).

禁止穿著泳衣。

禁止穿着泳衣泡澡。

수영복은 착용 금지입니다.

ไมอ่นญุาตให ้ใสช่ดุวา่ยนํา้

水着は着用禁止です。

Swimsuits are not allowed.

Wash and rinse yourself 
before entering the bathtub.

Relax in the bath.

Dry yourself before returning
to the changing room.

湯船では髪や体を洗いません。

タオルを湯船に入れないでください。

撮影、飲食、洗濯は禁止です。

Changing
room



外国人旅行者ご自身が情報収集できるツールです。

Emergency Call 緊急電話

旅行に関する最新情報とニュースLatest Travel Information and News 

緊急通話 紧急通话 긴급 통화 โทรฉกุเฉิน

最新的旅遊訊息和新聞 最新的旅游信息和新闻 최신 여행정보 뉴스

@JapanSafeTravel
Follow “Japan Safe Travel” for safety 
tips and latest information on natural 
disasters.

www.japan.travel/en
Check the “Important Notice” 
section.

nhk.jp/world

International broadcasting by the Japan’s 
public broadcaster.  Check the latest 
news regarding natural disasters and 
other unexpected events.

www.jnto.go.jp/
emergency Search for medical institutions by 

a clinical department and a language.

050-3816-2787

119

24 hours a day, at no charge

(English/日本語/中文/한국어)

24 hours a day, at no charge

110

(English/日本語/中文/한국어)

JNTOツイッター

JNTOグローバルサイト

NHKワールド JAPAN

訪日外国人対応可能な医療機関リスト

救急/消防

警察

JNTOコールセンター

24 hours a day 
Call us whenever you need a support.

Ambulances / Fire Service 急救/消防 急救/消防 구급/소방 ปฐมพยาบาล / ดับเพลงิ

Police 警察 警察 경찰 ตาํรวจ

旅客諮詢熱線JNTO Japan Visitor Hotline 旅客咨询热线 일본 방문자 핫라인

JNTO (Japan Safe Travel) on Twitter

JNTO Official website

NHK WORLD-JAPAN

List of Medical Institutions 醫療機關 医疗机关 의료기관

(English)

Safety Information 緊急時の情報収集
緊急時的資訊收集 用于应急的信息收集 긴급 시의 정보 수집 รวบรวมขอ้มลูในกรณฉีกุเฉนิ

※観光庁「Safety Information Card」を参考に作成

［ご案内ツール］館内や部屋に掲示しましょう。

ขา่วสารและขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกับการทอ่งเทีย่ว


