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Welcome to Itoigawa!

はい

いいえ

ようこそ糸魚川世界ジオパークへ！

Yes

No, sorry

宿泊施設用

Point-and-Say Conversation Card for Lodging
指差し対話カード（宿泊施設用）
申し訳ありません。私は英語が分かりませんが、お手伝いします。
このカードにある文や単語を指でさしてください。
I’m sorry, I don’t speak English, but I want to help. Please, let’s
point to the words and phrases on this card so that I can serve you.

Can you hold my bags for me?

Can you show me to my room?

荷物を預かってもらえますか？

部屋まで案内してくれますか？

Can you help with my luggage?

Where is the restroom?

Where is my bath?

荷物を運んでくれますか？

トイレはどこにありますか？

お風呂はどこにありますか？

When is...
～は何時ですか？

いらっしゃいませ！予約はありますか？

チェックアウト

夕食

朝食

from から

check-out

dinner

breakfast

until まで

Welcome! Do you have a reservation?
ここにお名前を書いて、それにパスポートをお願いします。
Please write your name here. Also, please show your passport.
何泊ですか？

何名様ですか？

禁煙室にしますか？

How many nights?

How many guests?

Would you prefer non-smoking?

喫煙室でもよろしいですか？

禁煙室はありますえん。

Would a smoking room be okay?

We have no non-smoking rooms.

部屋がございます。部屋番号は・・・

鍵にあります

ここに書いてある

We have your room, the number is...

on your key

written here

事前支払いをお願いします。

お会計はここに書いてあります。

Please pay for your room(s) up front.

The amount is written here.

チェックアウト時に支払いをお願いします。

現金のみでお支払いください。

Please pay for your room(s) when you ceckout.

Please pay in cash only.

申し訳ありません。お部屋はいっぱいです。 このカードは利用できません。
I’m sorry, we have no rooms available.
Do you accept this credit card? (Show card)

We cannot accept this card.
Can you change foreign currency?

このクレジットカードでお支払いできますか？ 両替はできますか？

時間
Time

1:00

2:00

3:00

7:00

8:00

9:00

4:00

5:00

6:00

10:00 11:00 12:00

:15 :30 :45
a.m.

p.m.

申し訳ありませんが、大浴場は次の時間帯の間に準備中なのでご利用できません・・・
I’m sorry, but the baths are closed for cleaning and maintenance from the following times...

部屋にはお風呂はありません。大浴場をご利用ください。 共同トイレをご利用ください。
The room does not have a bath. Please use the common bath.
Do you have…

Please use the shared restroom.

エアコン
air conditioner

インターネット
internet

無線ＬＡＮ
wi-fi

食堂
restaurant

洗濯機
laundry facilities

冷蔵庫
refrigerator

洋式トイレ
Western toilet

和室
Japanese Room

洋室
Western Room

大浴場
large bath

浴衣
bathrobe

～はありますか？

禁煙室
喫煙室
朝食
non-smoking room smoking room breakfast

夕食
dinner

三又の延長コード
3-prong extension cord

More phrases on the back of this card!
裏にもフレーズがいっぱいあります！
＊英語では「から」や「まで」という言葉は時間の前につきます。例：「から2:00p.m.まで6:00p.m.」
*In Japanese, the words for “from” and “until” come after the time. E.g. “2:00 p.m. from 6:00 p.m. until”

*

I can’t find my…
～が見つからないです
Please show me…
～の場所を見せてください

How do I use…
～はどうやって使いますか？

Please change…
～替えてください

Please fix…
～直してください

Can I use…
～使用できますか？

電話
telephone

外線
outside call

インターネット
internet

シャワー
shower

お風呂
bath

トイレ
toilet

エアコン
air-conditioner

電気
lights

テレビ
television

目覚まし
alarm clock

鍵
room key

部屋
room

冷蔵庫
refrigerator

シーツ
sheets

枕
pillow

浴衣
bathrobe

灰皿
ashtray

地図
map

タオル
towel

石鹸
soap

男湯
Men’s Bath

女湯
Women’s Bath

金庫
safe

自動販売機
vending machines

はい

いいえ

Yes

No, sorry

Hotel Shop 売店
Do you have a gift shop or vending corner?
お土産コーナーや売店はありますか？

Do you have any locally made or locally popular items?
この地方の特産品または人気商品はありますか？

Do you have a cheaper one?

Can you gift wrap this?

もっと安いのはありますか？

ギフト用に包めますか？

Can you show me another style or design?
他のスタイルやデザインを見せていただけますか？

How much is this?

Do you take credit cards?

これはいくらですか？

クレジットカードは使えますか？

申し訳ないですが、ありません。

申し訳ないですが、できません。

I’m sorry, but we don’t have any.

I’m sorry, but we cannot do that.

Please call me a taxi.

大浴場は混浴です。

タクシーを呼んでください。

Our large bath is mixed bathing.

価格は〇〇円です。

Cancel my breakfast tomorrow.

キャンセルはできません。

The price is…

明日の朝食をキャンセルしてください。

I’m sorry, but it cannot be cancelled.

Cancel my dinner tonight.

キャンセル料がかかります。

今夜の夕食をキャンセルしてください。

There is a cancellation fee.

Don’t disturb me in the morning.

お部屋は掃除中です。

Produced by:

朝は起こさないでください。

Your room is being cleaned

I would like to checkout.

掃除してもよろしいですか？

糸魚川ジオパーク協議会
Itoigawa Geopark Council
1-2-5 Ichinomiya, Itoigawa, Niigata 941-8501 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5

チェックアウトお願いします。

May we clean your room?

価格はメモに書きます。

価格はここに書いています

I’ll write the price down for you.

The price is written here.

includes tax
税込

excludes tax
税抜
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