
２．基本的な挨拶と施設でよく使う単語集 

日本語 韓国語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字） 英語 

おはようございます 안녕하세요 . 

アンニョンハセヨ 

早上好 

ヅァオ シャン ハオ 

早安 

ザオ アン 

Good morning. 

グッドモーニング 

こんにちは 안녕하세요 . 

アンニョンハセヨ 

您好 ニン ハオ 

大家好 ダー ジャー ハオ 

午安 

ウー アン 

Good afternoon. 

グッドアフタヌーン 

こんばんは 안녕하세요 . 

アンニョンハセヨ 

晚上好 

ワェン シャン ハオ 

晚安 

ワン アン 

Good evening. 

グッドイーブニング 

いらっしゃいませ 어서 오십시오 . 

オソ オシプシオ 

欢迎光临 

ホェン イン グァン リン 

歡迎光臨 

ホワン イン グワン リン 

Hello! May I help you? 

ハロー！メイ アイ ヘウプユー 

はじめまして 처음 뵙겠습니다 . 

チョウム ペプケッスムニダ 

祝您度过一段愉快的时光 

ジュー ニン ドゥー グォー イー ド

ゥン ユー  

クァイ デ シー グァン 

您好，初次見面 

ニン ハオ チュウ ツー ジエン ミエ

ン 

Nice to meet you. 

ナイス トゥ ミート ユウ 

ごゆっくりお過ごしください  편안한 시간 보내십시오 . 

ピョナナン シガン ポネシプシオ 

祝您度过一段愉快的时光 

ジュー ニン ドゥー グォー イー ド

ゥン ユー  

クァイ デ シー グァン 

請慢慢休息 

チン マン マン シウ シイ 

Just take your time.  

ジャスト テイク ヨアタイム 

荷物をお持ちします 제가 짐을 들겠습니다 . 

チェガ ジムル トゥルゲッスムニダ 

 

我来帮您拿行李 

ヲー ライ バン ニン ナー シン リ

ー 

我幫您拿行李 

ウオ バン ニ ン ナー シン リー 

Can I help you with your 

baggage? 

キャンアイ ヘウプ ユウ ウィズ 

ヨアバゲッジ 

わかりました 알겠습니다 . 

アルゲッスムニダ 

知道了 

ジー ダオ レ 

好 

ハオ 

I see. 

アイシー 

申し訳ございません 죄송합니다 . 

チェソンハムニダ 

真对不起 

ジェン ドゥイ ブー チー 

對不起 

ドゥイ ブゥ チイ 

I’m sorry. 

アイム ソーリィ 

待ってください 기다려 주십시오 . 

キダリョ ジュシプシオ 

请稍等 

チン シァオ デ 

請等一下 

チン ドゥオン イー シア 

Just a second. 

ジャスタ セカンド 

できます 할 수 있습니다 . 

ハル ス イッスムニダ 

可以 

ケー イー 

可以 

コーァ イー 

Yes, I can. 

イエス アイキャン 



できません 할 수 없습니다 . 

ハル ス オプスムニダ 

不行 

ブー シン 

不行 

ブゥ シン 

No, I can’t. 

ノウ アイキャント 

ありがとうございました 감사합니다 . 

カムサハムニダ 

谢谢 

シェー シェー 

謝謝 

シエ シエ 

Thank you very much. 

サンクユウ ベリィマッチ 

お気をつけて 조심해서 가십시오 . 

チョシメソ ガシプシオ 

路上当心 

ルー シャン ダン シン 

請保重 

チン バオ ジョン 

Watch your step going 

home. 

ウォッチ ヨアステップ 

ゴーインホウム 

フロント 후론트 服務櫃檯 服务台 Front Desk 

入口 입구 入口 入口 Entrance 

出口 출구 出口 出口 Exit 

エレベーター 엘리베이터 電梯 电梯 Elevator 

化粧室 화장실 洗手間  卫生间 Restroom 

多目的トイレ 다목적 화장실 多功能洗手間 多功能卫生间 Accessible Restroom 

モーニングコール 모닝콜 自動叫早 自动叫早 Wake-up Call 

バスのりば   버스정류장 公車搭乘處 公车乘车处 Bus Stop 

ルームサービス 룸서비스 客房服務 客房服务 Room Service 

市内、市外、国際通話 시내, 시외, 국제전화 市內‧市外‧國際電話 市內‧市外‧国际电话 Local, long-distance and 

international calls 

駐車場 주차장 停車場 停车场 Parking 

レストラン 레스토랑 中餐廳  中餐厅  Restaurant 

自動販売機コーナー 자동판내기코너 自動販賣機設置處 自动贩卖机设置处 Vending Machine 



ご注意ください 주의해 주시기 바랍니다. 敬請注意 敬请注意 Caution 

宅配受付 택배접수처 宅急便服務處 送货到家服务受理处  Baggage Delivery Service 

コインロッカー  코인 로커 寄物櫃 投币行李寄存柜 Pay Locker 

避難器具 피난기구 避難器具 避难器具 Evacuation Equipment 

アルコール性手指消毒剤 알콜성분 손 소독제 酒精性雙手消毒劑 酒精性双手消毒剂 Alcohol based hand 

sanitizer 

チェックイン・チェックアウト 체크아웃과 체크인타임 住宿登記‧退房 住宿登记・退房 Check-in/Check-out Time 

ファックス・コピーサービス 팩스와 복사 서비스  如需傳真‧複印服務 如需传真‧复印服务 Fax / Copy Services 

クリーニング・プレス・ドライ 크리닝, 프레스(다람질), 드라이 洗衣‧乾洗‧熨燙衣物 洗衣‧干洗‧熨燙衣物 Laundry/Pressing/Dry Cleaning 

Services 

貴重品 귀중품 貴重品 貴重品 Valuables 

朝食 조식 早餐 早餐 Breakfast 

売店 매점 販賣部 小卖部 Souvenir Shop 

宴会場  연회장 이 宴會廳 宴会厅 Banquet Room 

式 場 결혼식장 婚禮會場 婚礼会场 Wedding Hall 

写真室 사진실 照相室 照相室 Photo Studio 

美容・着付室 미용/드레싱룸 化裝  ‧  換裝室 化妆 换装室 Beauty Salon 

カラオケルーム 노래방 KTV 卡拉 OK Karaoke Rooms 

女性着替室 여성 옷갈아입는 곳 女賓更衣室 女宾更衣室 Ladies' Dressing Room 

男性着替室 남성 옷갈아입는 곳 男賓更衣室 男宾更衣室 Men’s Dressing Room 



会議室 회의실 마쯔노마 會議室 会议室  Conference Room 

ロビー 로비 大廳 大厅 Lobby 

展望台 전망대 展望台 展望台 Observation Lounge 

露天風呂 노천탕 露天浴室 露天浴室 Outside Bath 

大浴場 대욕탕 大浴室 大浴室 Large Public Bath 

駅 역 站 站 Station 

バス停 버스 정류장 巴士車站 公共汽车站 Bus stop 

路線バス 노선버스 路線巴士 路线巴士 Loop-line Bus 

レンタサイクル 렌터 사이클 自行車出租 自行车租赁 Bicycle Rental 

タクシー 택시 出租車 出租车 Taxi 

観光案内所 관광 안내소 觀光介紹所 观光介绍所 Tourist Information 

Center 

 


