
すぐ使えるおもてなし基本単語・フレーズ集

挨拶編 　　　

日本語 英語 中国語（簡体） 中国語（繁体） 韓国語

欢迎来到日本。 歡迎來到日本。 일본에 오신 것을 환영합니다.

イルボネ オシン コスル ファンヨン ハムニダ

欢迎来到香川。 歡迎來到香川。 가가와에 오신 것을 환영합니다.

カガワエ オシン コスル ファンヨン ハムニダ

早上好。 早安。 안녕하세요

ザオシャンハオ ザオ アン アンニョンハセヨ

你好。 你好。

晩上好。 晩上好。

晚安。 晚安。 안녕히 주무세요.

アンニョンヒ チュムセヨ

是。 是。 네.

ネ

不是。 不是。 아니요.

アニョ

谢谢。 謝謝。 감사합니다.

カムサハムニダ

不用谢。 不客氣。 천만에요.

ブゥ ヨン シェ ブ カ チ チョンマネヨ

对不起。 對不起。 죄송합니다.

チェソンハムニダ

欢迎光临。 歡迎光臨。 어서 오십시오.

オソ オシプシオ

再见。 再見。 안녕히 가세요.

アンニョンヒ カセヨ
さようなら Good bye.

ザイ ジェン

どういたしまして You're welcome.

ごめんなさい I'm sorry.
ドゥイ ブ チー

いらっしゃいませ Welcome.
ホワン イン グワン リン

いいえ No.
ブゥ シィ

ありがとうございます Thank you very much.
シェ シェ

おやすみなさい Good night.
ワン アン

はい Yes.
シー

おはようございます Good morning.

こんにちは Hello.
ニイ ハオ

こんばんは Good evening.
ワン シャン ハオ

日本へようこそ Welcome to Japan.
ホァン イン ライ　ドウ リー ベン

香川へようこそ Welcome to Kagawa.
ホァン イン ライ　ドウ 　シィァン チュァン
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宿泊施設編

您贵姓? 您貴姓? 성함을 말씀해 주십시오.

ソンハムル　マルスメ　チュシプシオ

请稍候。 請稍候。 잠시만 기다려 주십시오.

チャムシマン　キダリョ　チュシプシオ

知道。 知道。  알겠습니다.

アルゲッスムニダ

请到这边来。 請到這邊來。 이쪽으로 오십시오.

イッチョグロ　オシプシオ

我帮您拿行李。 我幫您拿行李。 짐을 들어 드리겠습니다.

チムル　トゥロドゥリゲッスムニダ

请您享受这一段时光。 請您享受這一段時光。 편안한 시간 되십시오.

ピョナナン　シガン　テシプシオ

你来自哪里？ 你來自哪裡？ 어디에서 오셨습니까?

オディエソ　オショッスムニカ

认识你很高兴。 認識你很高興。 만나 뵙게 되어 반갑습니다.

マンナ　ペプケ　テオ　パンガプスムニダ

由相关人员给您介绍。 由相關人員給您介紹。 담당 직원이 안내해 드리겠습니다.

タムダンジグォニ　アンネヘ　トゥリゲッスムニダ

欢迎下次光临。 歡迎下次光臨。 또 오세요.

ト　オセヨ

有遗忘的东西吗? 有遺忘的東西嗎? 잊은신 물건은 없습니까?

イズシン　ムルゴヌン　オプスムニカ

期待您再来。 期待您下次的到臨。 또	 방문하여	 주시기를	 기다리고	 있겠습니다.

チー　ダイ　ニン　ツァイライ チー　ダイ ニン シァ ツ ダ ダオ リン ト　パンムナヨ　チュシギルウ　キダリゴ　イッケッスムニダ

旅途愉快。 旅途愉快。 좋은 여행 되십시오.

チョウンニョヘン　テシプシオ

祝你今天愉快。 祝你今天愉快。 좋은 하루 되십시오.

チョウンハル　テシプシオ

係の者が案内します The person in charge will help you out.
ヨウ シャン グアン レン ユェン　ゲイ ニン　ジエ シャオ

またお越しください Please come again.
ファン イン シァ ツー グゥァン リン

どちからですか？ Where are you from?
ニィ　ライ ズ　ナァ リ

お会いできて嬉しいです Nice to meet you.
レン シ ニィ　ヘン ガオ シン

荷物をお持ちします Let me help you with your baggage.
ウォ バン　ニン　ナ　シン　リ

ごゆっくりお過ごしください Please enjoy your stay.
チン ニン シァン ショウ　チェー イー ドゥアン　シー グァン

Do you have everything?
ヨウ イ ワン ダ ドン シ マ

またのお越しをお待ちしております We look forward to your next visit.

承知しました Yes.
チーダオ

こちらへどうぞ This way, please.
チン ダオ チェー ビエン ライ

チン シャオ ホウ

よいご旅行を Have a good trip!
リュー トゥ ユー クアイ

よい一日を Have a nice day.
チュー ニィ　チン ティェン　ユー クアイ

忘れ物はございませんか？

お名前をお伺いします May I have your name?
ニン グゥイ シン

しばらくお待ちください Wait a moment please.
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飲食店編

欢迎光临。 歡迎光臨。 어서 오십시오.

オソ オシプシオ

您抽烟吗？ 您抽煙嗎？ 담배	 피우십니까?

タムベ　ピウシムニカ

全部禁烟。 全部禁烟。 전석	 금연입니다.

チョンソク　クミョンニムニダ

对不起，现在满座。 對不起，現在客滿。 죄송합니다.	 지금은	 만석입니다.

ドゥイブチ、シェンザイ　マンツォ ドェイ　ブ　チ、シェン　ザイ　カ　マン チェソンハムニダ。チグムン　マンソギムニダ

有。 有。 네, 있습니다.

ネェ、イッスムニダ

对不起，没有。 對不起，沒有。 아니요, 죄송하지만 없습니다.

アニヨ、チェソンハジマン オプスムニダ

您决定后，请叫我。 您決定後，請叫我。 정해지시면 불러 주십시오.

チョンヘジシミョン　プルロ　チュシプシオ

推荐的菜。 推薦的菜。 추천 요리입니다.

チュチョン　ヨリイムニダ

你要什么？ 您需要什麼？ 무엇으로	 하시겠습니까?

ニィ　ヤオ　シェンマ ニン　シュ　ヤオ　サ　モ ムオスロ　ハシゲッスムニカ

味道怎样？ 味道怎麼樣？ 맛은	 어떠십니까?

ウェイ　ダオ　ゼンヤン ウェイ　ダオ　ザ　モ　ヤン マスン　オトシムニカ

再见。 再見。 또 만나요.

ト　ナンナヨツァイ ジェン

何になさいますか？ What would you like?

お味はどうですか？ How's the taste?

またお会いしましょう See  you again.

お決まりになりましたらお呼びください Please call when you are ready to order.
ニン　ジュエ ディン ホウ、チン　ジァオ ウォ

おすすめ料理です This is our recommendation.
トゥィジエンダツァイ

申し訳ありません、ただいま満席です I'm sorry,but all of the tables are full now.

はい、あります Yes, we have it.
ヨウ

残念ながらありません I'm sorry, but we don't have it.
ドゥイ ブチ、メイ ヨウ

いらっしゃいませ Welcome.
ホワン イン グワン リン

お煙草は吸いますか？ Will you be smoking?
ニン　チョウ イエン　マ

全席禁煙です This restaurant is non-smoking.
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チュエンブ　ジン　イェン
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その他の基本単語・フレーズ

笔谈吧。 筆談吧。 필담으로 의사소통을 하고 싶습니다.

ピルダムロ　ウサソウルン　ハゴ　シプスムニダ

你会讲英语或日语吗？ 您會講英文或日文嗎? 영어나 일본어를 하실 수 있습니까?

ニン　フェイ　ジャン　インユィ　フォ　ジユィ　マ ニン　フェイ　ジャン　イン　ウェン　フォ　ジ　ウェン　マ ヨンオナ　イルボノルウ　ハシル　ス　イッスムニカ

我不会说英语。 我不會說英文。 저는 영어를 할 수 없습니다.

ウォ　プ　フェイ　スォ　イン　ユィ ウォ　プ　フェイ　スォ　イン　ウェン チョヌン　ヨンオルウ　ハル　ス　オプスムニダ

我不会说韩语。 我不會說韓文。 저는 한국어를 할 수  없습니다.

ウォ　プ　フェイ　スォ　ハンユィ ウォ　プ　フェイ　スォ　ハン　ウェン チョヌン　ハングゴルウ　ハル　ス　オプスムニダ

我不会说中文。 我不会說中文。 저는 중국어를 할 수 없습니다.

チョヌン　チュングゴルウ　ハル　ス　オプスムニダ

请你再说一遍。 請你再說一遍。 다시 한 번 말씀해 주십시오.

タシハンボン　マルスメ　チュシプシオ

请说慢一点。 請說慢一點。 좀 더 천천히 말씀해 주십시오.

チョムド　チョンチョニ　マルスメ　チュシプシオ

怎么了? 怎麼了? 무슨 일이십니까?

ムスン　イリシムニカ

没问题吧? 有什麼問題嗎? 괜찮습니까?

メイ　ウェン　ティ　バ? ヨウ　サ　モ　ウェン　ティ　マ? ケンチャンスムニカ

没问题。 没問題。 괜찮습니다.

ケンチャンスムニダ

别担心，没事。 別擔心，沒事。 걱정하지 않으셔도 됩니다.

コクジョンハジ　アヌショド　テムニダ
心配しなくて大丈夫ですよ Don't worry

ビエ　ダン　シン、メイ　シー

もう少しゆっくり言ってください Please say that a little more slowly.
チン　ニー　ツァィ　シュオ　イー　ビェン

どうかしましたか? Is there anything wrong?
ゼン　マ　ラ?

大丈夫です

中国語は話せません I can't speak Chinese.
ウォ　プー　フェイ　シュオ　チュン　ウェン

もう一度言ってください Please say that again.
チンニーツァィシュオイービェン

英語は話せません I can't speak English.

韓国語は話せません I can't speak Korean.

筆談で伺います Please communicate in writing.
ビー タン バー

英語か日本語を話せますか? Do you speak English or Japanese?

大丈夫ですか？ Are you O.K?

No problem.
メイ　ウェン　ティ
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