
ご乗車ありがとうございました。

どちらまで行かれますか？

ここから（目的地）すぐ近くです。

◯◯駅の◯◯口でよろしいですか？

時間がかなりかかります。

こちらのタクシーは◯人乗りです。

定員オーバーのため、もう◯台必要です。

（行き先が遠い場合）そちらには◯◯◯円くらいかかりますが、よろしいでしょうか？

ドアを閉めてもよろしいですか？

車内は禁煙です。

別途料金がかかります。

運賃は◯◯円でございます。

トランクのお荷物を下ろします。少々お待ちください

◯◯（目的地）でございますね？

ここから（目的地）は◯分くらいです。

お急ぎでしょうか？

ご安心ください。時間までに到着します。

何名様ですか？

クレジットカードが使えます。

タクシーのドアは自動で開きます。

シートベルトを着用してください。

高速道路を使いますか？

右手に〇〇（熊本城や阿蘇山など名所や建物）が見えてまいります。

またのご利用をお待ちしております。

お足元にお気をつけください。
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タクシー 予約 行先 住所 カーナビ

目的地 駅 電車 禁煙 喫煙

混雑 定員 チャーター 現金 クレジットカード

助手席 シートベルト 高速道路 渋滞 迂回

運賃 右 左 忘れ物 暗証番号

예
イェ

아니오
アニオ

택시 예약 행선지 주소 네비게이션

목적지 역 전차 금연 흡연

혼잡 정원 전세 현금 신용 카드

조수석 좌석 벨트 고속도로 정체 우회

요금 오른쪽 왼쪽 분실물 비밀번호승차해 주셔서 대단히 감사합니다

차내는 금연 입니다.

별도요금이 추가됩니다.

요금은 ◯◯엔입니다.

트렁크에 짐을 내리겠습니다. 잠시 기다려 주십시오.

고속도로를 사용할까요?

오른 편에 ◯◯ 이 보입니다.

다음에 또 이용해 주십시오.

 발 밑을 조심 하십시오.

○○까지 가시는 겁니까? 알겠습니다.

여기서부터 ○분 정도입니다.

급하십니까?

안심하십시오. 시간 내에 도착합니다.

몇 분 이십니까?

카드 결제가 가능합니다.

 택시 문은 자동으로 열립니다.

좌석벨트를 착용해 주십시오.

어디까지 가십니까?

여기에서 아주 가깝습니다.

○○역의 ○○출구면 되겠습니까?

시간이 꽤 걸립니다.

이 택시는 정원이 ○명 입니다.

정원 초과이니, 　○대가 더 필요합니다.

거기는 ◯◯엔 정도 나옵니다, 괜찮으시겠습니까?

문을 닫아도 되겠습니까?

テックシ イェヤク ヘンソンジ ジュソ ネビィゲイション

モッチョクチ ヨック ジョンチャ クミョン フビョン

ホンジャプ チョンウォン　 チョンセ ヒョングン シニョンカドゥ　

チョスソック　 チャソク　ベルトゥ コソックドロ チョンチェ ウフェ

ヨグン ウルンチォク ウェンチォク ブンシルムル ピミルボノ

スンチャへジュショソ　テダニ　カンサハンミダ。

オディカジ　カシンミカ？

ヨギエソ　アジュ　カカップスンミダ。

○○ヨギ　○○チュルグミョン　テゲスンミカ？

○○カジ　カシヌン　ゴンミカ？　アルゲスンミダ。

ヨギソブト　○プン　ジョンドインミダ。

クパシンミカ？

シガニ　クェ　コリンミダ。 アンシンハシップシオ。　シガン　ネエ　トチャカンミダ。

イ　テックシヌン　チョンウォニ　○ミョン　インミダ。

チョンウォン　チョガイニ、　○テガ　ト　ピリョハンミダ。

コギヌン　○○エン　チョンド　ナオンミダ、　ケンチャヌシゲスンミカ？

ミョ　プン　イシンミカ？

カドゥ　キョルチェガ　カヌンハンミダ。

テックシ　ムヌン　チャドンウロ　ヨリンミダ。

ムヌ　タダド　テゲスンミカ？

チャネヌン　クミョン　インミダ。　

ピョルト　ヨグミ　チュガデンミダ。

ヨグムン　○○エニンミダ。

トゥロンクエ　チムル　ネリゲスンミダ。チャンシ　キダリョ　チュシプシオ。

チャソクベルトゥル　チャギョンへ　チュシップシオ。

コソッドロル　サヨンハルカヨ？

オルンピョネ　○○　イ　ポインミダ。

タウメ　ト　イヨンヘ　チュシプシオ。

パル　ミトゥル　チョシン　ハシプシオ。

韓国語

タクシー



ご乗車、誠にありがとうございました。

バス乗り場はこちらです。

◯◯は△番目の停留所です。

こちら側でお待ちください。

次の◯◯行きバスは、まだ到着していません。

◯◯行き、まもなく出発いたします。

運賃は一律◯◯円です。

お金はここに入れてください。

整理券をお取りください。

お釣は出ません。

走行中の席の移動はご遠慮ください。

やむをえず急停車することがありますので、ご注意ください。

お降りの方はいらっしゃいませんか？

行き先表示は◯◯にあります。

次のバスは◯時に出発します。

△分遅れて到着します。

○時○分の○○行きバスは、定時に出発しました。

運賃は先払い制です。

小学生のお子様は半額です。

バス後方からお乗りください。

運賃は後払い制です。

ここにお金を入れて両替してください。

カバーの付いている席は優先座席です。

次は◯◯です。

お忘れ物、落とし物のないよう、ご注意ください

0 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 AM PM

はい
예
イェ

いいえ
아니오
アニオ

分時

乗り場 路線図 目的地 停留所 定時

出発 到着 荷物 一日乗車券 前方

後方 先払い 後払い 子ども 半額

釣銭 整理券 小銭 両替 お札

硬貨 つり革 手すり 優先座席 禁煙

승강장 노선도 목적지 정류장 정시

출발 도착 짐 1일 승차권 앞쪽

뒤쪽 선불 후불 어린이 반액

거스름돈 정리권 잔돈 잔돈 교환 지폐

동전 손잡이 링 손잡이 봉 노약자 우대석 금연승차해 주셔서 대단히 감사합니다

주행중 좌석이동은 삼가해 주십시오.

 부득이 급정거 할 수 있으므로, 주의하여 주십시오. 

내리실 분 안 계십니까?

커버가 부착되어 있는 좌석은 노약자 우대석 입니다.

다음은 ○○입니다.

잊고 내리시는 물건이 없도록 주의해 주십시오

요금은 이쪽에 넣어 주십시오.

정리권을 뽑아 주십시오.

거스름돈은 나오지 않습니다.

버스 뒤쪽에서 승차하여 주십시오.

요금은 후불제 입니다.

여기에 돈을 넣어 잔돈으로 교환해 주십시오 

버스 승강장은 이쪽입니다.　

○○는△번째 정류장 입니다.

이쪽에서 기다려 주십시오.

다음 ○○행 버스는, 아직 도착하지 않았습니다.

○○행, 곧 출발합니다.

승차요금은  ○○엔 입니다.

목적지 표시는 ○○에 있습니다.

다음 버스는 ○시에 출발합니다.

△분 늦게 도착하겠습니다.

○시○분 ○○행 버스는 정시에 출발 했습니다.

승차요금은 선불제 입니다.

초등학생은 반액 입니다.
スンガンジャン ノソンド モッチョクチ チョンニュジャン ジョンシ

チュルバル ドチャク ジム イリル スンチャクォン アプチョク

ディチョク ソンブル フブル オリンニ バネック

コスルンドン ジョンリクォン ジャンドン ジャンドン　キョファン ジペ

ドンジョン ソジャビ　リン ソジャビ　ボン ノヤクチャ　ウデソク クミョン

スンチャへジュショソ　テダニ　カンサハンミダ。

ボス　スンガンジャンウン　イチョギンミダ　

○○ヌン　△ボンチェ　チョンニュジャン　インミダ。

イチョゲソ　キダリョ　チュシップシオ。

モッチョッチ　ピョシヌン　○○　エ　イスンミダ。

タウン　ボスヌン　○シエ　チュルバルハンミダ。

△プン　ヌッケ　ドチャカゲスンミダ。

タウン　○○ヘン　ボスヌン、　アジック　トチャカジ　アナッスンミダ。

○○ヘン、　コッ　チュルバランミダ。

スンチャヨグムン　○○エン　インミダ。

ヨグムン　イチョゲ　ノオ　チュシップシオ。

○シ○ブン○○ヘン　ボスヌン、　ジョンシエ　チュルバルへスンミダ。

スンチャヨグムン　ソンブルチェインミダ。

チョドゥンハッセンウン　パネギンミダ。

ボス　ティチョゲソ　スンチャハヨ　チュシップシオ。

チョンリクォヌル　ポバ　チュシップシオ

コスルントヌン　ナオジ　アンスンミダ。

ジュヘンジュン　ジャソギドンウン　サンガへ　チュシップシオ。　

ブドゥギ　クッチョンゴ　ハル　ス　イッスムロ、　チュイハヨ　チュシップシオ。

ネリシル　ブン　アン　ゲシンミカ？

ヨグムン　フブルチェインミダ。

ヨギエ　トヌ　ノオ　チャンドヌロ　キョファネ　チュシップシオ。

コボガ　ブチャクデオ　イッヌン　ジャソグン　ノヤクチャ　ウデソク　インミダ。

タウムン　○○　インミダ。

イッコ　ネリシヌン　ムルゴニ　オップトロック　チュイへ　チュシップシオ。

韓国語

バス



ありがとうございました。またお越し下さい。

こちらがメニューでございます。

お持ち帰りですか？店内ですか？

お飲物のサイズはどれにいたしましょうか？

何名様でしょうか？

お子様用の椅子をご用意いたしましょうか？

ご注文はお決まりになりましたらベルでお呼びください。

お飲物はセルフサービスでございます。

申し訳ございません。ランチは平日のみです。

他に何かお飲物はいかがですか？

失礼致します。お下げしてもよろしいでしょうか？

何か食物アレルギーはおありですか？

申し訳ございませんがお支払は円のみとなっております。

ご注文はお決まりでしょうか？

単品のご注文でしょうか？セットでしょうか？

この番号札をお持ちになりテーブルでお待ちください。

禁煙席と喫煙席のどちらになさいますか？

ここにお金をいれてください。

ランチセットには食後にドリンクがつきます。

お飲物はいつお持ちいたしましょうか？

こちらの商品は品切れになってしまいました。

ラストオーダーは○○時ですが、他にご注文はございますか？

何か苦手なものはございますか？

ほとんどのカードはお使いいただけます。

申し訳ございません。すぐに確認いたします。
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注文 メニュー 持ち帰り 単品 セットメニュー

予約 化粧室 喫煙室 禁煙室 お勧め

お子様用 サイズ セルフサービス 品切れ おかわり

ラストオーダー クレジットカード 現金 アレルギー 営業時間

眺めのいい席 ランチメニュー（セット） 平日限定 ドリンクメニュー 会計

전망이 좋은 좌석 런치 세트 메뉴 평일 한정 음료 메뉴 계산

마지막 주문 신용 카드 현금 알레르기 영업 시간

어린이용 사이즈 셀프서비스 품절 리필

예약 화장실 흡연실 금연실 추천

주문 메뉴 포장 단품 세트 메뉴

이런 메뉴들이 있습니다.

포장이십니까? 드시고 가십니까?

음료는 어떤 사이즈로 하시겠습니까?

메뉴는 정하셨습니까?

단품으로 하시겠습니까, 세트로 하시겠습니까?

이 번호표를 가지고 기다리시면 테이블로 가져다 드리겠습니다.

몇분 이십니까?

유아용 의자를 준비할까요?

주문이 정해지시면 벨을 울려 주십시오.

음료는 셀프서비스입니다. 

금연석과 흡연석, 어느 쪽으로 하시겠습니까?

여기에 돈을 넣어 주십시오

런치세트는 식후에 음료가 나옵니다.

음료는 언제 가져다 드릴까요?

죄송합니다. 런치메뉴는 평일에만 가능합니다.

그밖에 음료는 필요 없으십니까?

실례합니다만, 　치워도 되겠습니까?

음식 알레르기가 있으십니까?

죄송합니다만, 계산은 엔으로만 가능합니다.

이 상품은 품절입니다.

마지막 주문이 ○○시까지인데 혹시 더 주문하실 것 있으십니까?

 드시지 못하는 것이 있으십니까?

거의 모든 카드의 사용이 가능합니다.

대단히 죄송합니다. 바로 확인하겠습니다.

감사합니다. 또 오십시오.

チュムン メニュ ポジャン ダンプン セトゥメニュ

イェヤク ファジャンシル フビョンシル クミョンシル チュチョン

オリンニヨン サイズ セルプソビス プンジョル リピル

マジマッ チュムン シニョン　カドゥ ヒョングム アレルギ ヨンオップ　シガン

チョンマンイ　チョウン　ジャソク ロンチ　セトゥ　メニュ ピョンイル　ハンジョン ウンリョ　メニュ ケサン

イロン　メニュドゥリ　イスンミダ。

　ポジャンイシンミカ？　ドゥシゴ　ガシンミカ？

ウンリョヌン　オトン　サイズロ　 ハシゲスンミカ？

メニュヌン　チョンハショスンミカ？

タンプムロ ハシゲスンミカ、　セトゥロ　ハシゲスンミカ？

イ　ボンホピョル　カジゴ　キダリシミョン　テイブルロ　カジョダ　トゥリゲスンミダ。

ミョプン　イシンミカ？

ユアヨン　ウィジャル　ジュンビハルカヨ？

チュムニ　ジョンへジシミョン　ベル　ウルリョ　チュシップシオ。

ウンリョヌン　セルプソビスインミダ。

クミョンソックァ　フビョンソク、　オヌ　チョグロ　ハシゲスンミカ？

ヨギエ　ドンウル　ノオ　チュシプシオ。　

ロンチセトゥヌン　シクエ　ウンリョガ　ナオンミダ。

ウンリョヌン　オンジェ　カジョダ　ドゥリルカヨ。

チェソンハンミダ。　ロンチメニュヌン　ピョンイレマン　カヌンハンミダ。 イ　サンプムン　プムジョルインミダ。

グバケ　ウンリョヌン　ピリョ　オプスシンミカ？

シルレハンミダマン、　チウォド　テゲッスンミカ？

ウンシック　　アレルギガ　イッスシンミカ？

チェソンハンミダマン、　ケサヌン　エンウロマン　カヌンハンミダ。

マジマク　チュムニ　○○シ　カジインデ　ホクシ　ト　チュムンハシル　コッ　イスシンミカ？

トゥシジ　モッタヌン　ゴシ　イッスシンミカ？

コイ　モドゥン　カドゥイ　サヨンイ　カヌンハンミダ。

テダニ　チェソンハンミダ。　パロ　ファギンハゲスンミダ。

カンサハンミダ。　ト　オシプシオ。

韓国語
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パスポート 暗証番号 金額 両替レート 換金

手数料 明細書 窓口 ATM インターネットバンキング

クレジットカード キャッシュカード 送金 印鑑 手続き

再発行 外貨両替 トラベラーズチェック ICチップ 磁気テープ

通帳 外国人登録 (在留カード） 引き落とし 外貨 本人確認書類

こちらが明細書でございます。ありがとうございました。

お預かりしていました、ご印鑑をお返しいたします。

こちらを押してください。

金額を押してください。

お金をお取りください。

●●ドルを日本円に換金ですね。

お金の種類は、どうなさいますか。

おまたせいたしました。5千円紙幣1枚と千円紙幣4枚、500円硬貨2枚です。

こちらの用紙に必要事項をご記入いただけますでしょうか。

○○様、大変お待たせいたしました。お手続きが完了いたしました。

ご本人様確認書類が必要でございます。

日本に6か月以上滞在していなければ非居住者となり、口座を開設することはできません。

かしこまりました、外国への送金には、次の書類をご提示ください。

カードを入れてください

暗証番号を押してください。

カードと明細書をお取りください。

どのように両替なさいますか。

本日の両替レートは、1ドル100円です。

手数料込みの金額で、○○円です。

窓口にご案内いたします。こちらへどうぞ。

お手続きをいたしますので、お呼びするまで、あちらでお待ちいただけますでしょうか。

お手続きに必要な書類等がございます。

お手続きには、○日ほどで、完了いたします。

お客様、大変申し訳ございません、当行では、こちらの海外発行のクレジットカードは使用できません。

当行では、一部の店舗及び外貨ショップで取り扱っております。

통장 외국인등록
(재류카드) 인출 외화 본인 확인 서류

재발행 외화환전 여행자수표 IC칩 자기테입

신용카드 현금카드 송금 인감 수속

수수료 명세서 창구 ATM 인터넷뱅킹

여권 비밀번호 금액 환율 환금

도장을 돌려드리겠습니다.

이곳을 눌러 주십시오.

금액을 눌러 주십시오.

카드를 넣어 주십시오.

비밀번호를 눌러 주십시오.

카드와 명세서를 뽑아 주십시오.

현금을 꺼내 주십시오.

●●달러를 일본 엔으로 환전하시겠습니까?

얼마짜리 몇 장으로 하시겠습니까?

오래 기다리셨습니다. 5천엔 지폐 1장, 천엔 지폐 4장, 500엔 동전 2개입니다.

어떻게 환전 하시겠습니까?

오늘의 환율은 1달러당 100엔입니다.

수수료 포함 ○○엔입니다.

창구로 안내해 드리겠습니다. 이쪽으로 오십시오.

여기에 필요사항을 기입해 주시겠습니까?

○○고객님, 대단히 오랫동안 기다리셨습니다. 

본인 확인 서류가 필요합니다.

일본에 6개월 이상 체재하지 않으시면 비거주자이므로, 계좌를 개설하실 수 없습니다.

알겠습니다. 해외 송금의 경우는 아래의 서류를 제시해 주십시오.

수속하는 동안 저쪽에 앉아서 잠시 기다려 주십시오.

수속에 필요한 서류가 있습니다.

수속은 ○일 정도에 완료됩니다.

고객님, 대단히 죄송합니다. 저희 은행에서는 이 신용카드는 사용하실 수 없습니다.

당행에서는, 일부 점포 및 환전소 거래품목에 한해서 가능합니다.

이것이 명세서입니다. 대단히 감사합니다.

예 아니오

ヨクォン ピミルボノ クメェク ファニゥル ファングム

ススリョ ミョンセソ チャング エイティエム イントネッベンキン

シンヨンカドゥ ヒョングムカドゥ ソングム インガム スソク

チェバレン ウェファファンジョン ヨヘンジャスピョ アイシチプ チャギテイプ

トンジャン
ウェグギンドンロク
（ゼリュカドゥ）

インチュル ウェファ ボニン　ファギン　ソリュ

○○コゲニン、　テダニ オレトンアン　キダリショスンミダ。

ボニン　ファギン　ソリュガ　ピリョハンミダ。

イルボエ　ユッケウォル　イサン　チェジェハジ　アヌシミョン　ビゴジュジャイムロ、ケジャル　ケソハシル　ス　オプスンミダ　。

アルゲスンミダ。　ヘウェ　ソングム　キョンウヌン　アレウィ　ソリュル　ゼシヘ　チュシプシオ。

スソゲ　ピリョハン　ソリュガ　イスンミダ。

スソグン　○イル　チョンドエ　ワンリョデンミダ。

コゲンニン、テダニ　チェソンハンミダ。　チョヒ　ウンヘンエソヌン　イ　シンヨンカドゥヌン　サヨンハシル　ス　オプスンミダ。

タンンヘンエソヌン、　イルブ　チョンポ　ミッ　ファンジョンソ　コレプンモゲ　ハンヘソ　カヌンハンミダ。

イゴシ　ミョンセソインミダ。　テダニ　カンサハンミダ。

トジャンウル　トリョドゥリゲスンミダ。

イゴスル　ヌウロ　チュシプシオ。

クメグル　ヌウロ　チュシプシオ。

カドゥル　ノオ　チュシプシオ。

ピミルボノル　ヌウロ　チュシプシオ。

カドゥワ　ミョンセソル　ポバ　チュシプシオ。

ヒョングムル　コネ　チュシプシオ。

●●　ダルラル　イルボン　エヌロ　ファンジョン　ハシゲスンミカ？

オルマチャリ　ミョッ　チャンウロ　ハシゲスンミカ？

オレ　キダリショスンミダ。オチョン（５，０００）エン　チペ　ハン（１）ジャン、チョン（１，０００）エン　チペ　ネ（４）ジャン、オベ（５００）ゲン　トンジョン　トゥ（２）ゲインミダ。

オトケ　ファンジョン　ハシゲスンミカ？

オヌル　ファンニュルン　イル（１）ダルラダン　ペク（１００）エニンミダ。

ススリョ　ポハン　○○エニンミダ。

チャングロ　アンネヘ　トゥリゲスンミダ。　イチョグロ　オシプシオ。

ヨギエ　ピリョサハンウル　キイペ　チュシゲスンミカ？ スソクハヌン　ドンアン　チョチョゲ　アンジャソ　チャンシ　キダリョ　チュシプシオ。

イェ アニオ

韓国語

金融機関
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当ホテルにご滞在くださいましてありがとうございました。

あいにく満室でございます。

チェックインは午後○時からでございます。

チェックイン時間前に到着された場合は、チェックインまでお荷物をお預かりいたします。

お名前を頂戴できますでしょうか。

クレジットカードとパスポートをお預かりしてもよろしいでしょうか。

ごゆっくりお過ごしください。

新しい鍵をご用意いたします。

お支払いは現金になさいますか、それともカードになさいますか。

おつりは○○円でございます。

すぐに係りのものを向かわせます。

建物内ではスリッパをご利用ください。

浴槽にタオルを入れないでください。

１泊、朝食込の消費税込で　○○円でございます。

チェックアウトは午前○でございます。

お荷物をお運びいたしましょうか。

こちらの用紙にご記入お願いできますでしょうか。

エレベーターをご利用になり、○○までお上がりください。

お部屋番号を教えていただけますでしょうか。

ミニバーのご利用はございましたか。

こちらにご署名をお願いできますでしょうか。

先払いでございます。

ご不便をおかけして申し訳ございません。

大浴場へ行くときは部屋のタオルを持参ください。

浴槽には身体を洗ってから入ります。

予約 空室 満室 料金 朝食

チェックイン チェックアウト 追加料金 禁煙 喫煙

クレジットカード 荷物 エレベーター 部屋番号 忘れ物

鍵 現金 署名 部屋の掃除 浴槽

前払い 後払い レシート 両替 タオル

선불 후불 영수증 환전 수건

열쇠 현금 서명 방청소 욕조

신용카드 짐 엘리베이터 객실번호 분실물

체크 인 체크 아웃 추가 요금 금연 흡연

예약 빈방 만실 요금 조식 

죄송합니다만, 만실입니다.

체크인은 오후 ○시부터입니다.

체크인 시간　전에 도착하신 경우에는, 체크인 하실때가지 짐을 보관해 드립니다.

1박에 세금 포함 ○○엔 입니다.

체크아웃은 오전 ○시까지입니다.

짐을 옮겨 드릴까요?

성함을 말씀해 주시겠습니까?

신용카드와 여권을 부탁 드립니다.

편안하게 보내십시오.

새로운 열쇠를 준비 하겠습니다.

여기에 기입을 부탁 드립니다.

엘리베이터를 이용하시어 ○층까지 올라 가십시오.

객실 번호를 말씀해 주십시오.

미니바를 이용 하셨습니까?

결제는 현금과 카드 어느　것으로 하시겠습니까?

거스름돈 〇엔입니다.

지금 바로 담당자를 보내겠습니다.

건물　내에서는 슬리퍼를 이용해 주십시오.

욕조에 수건을 넣지 마십시오.

여기에 싸인해 주십시오.

선불입니다.

불편을 끼쳐드려 대단히 죄송합니다.

목욕탕에 가실　때에는 방에서 수건을 가지고 가십시오.

욕조에 들어가시기 전에 몸을 씻어 주십시오.

저희 호텔을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

예 아니오

イェヤク ビンバン マンシル ヨグン チョシク

チェクイン チェクアウッ チュガ　ヨグン クミョン フビョン

シンヨン　カドゥ チム エリベイタ ケクシルボノ ブンシルムル

ヨルセ ヒョングム ソミョン バンチョンソ ヨクチョ

ソンブル フブル ヨンスズン ファジョン スゴン

コスルムトン　〇エニンインミダ。

チグム　バロ　タンダンジャル　ボネゲスンミダ。

コンムル　ネエソヌン　スレパル　イヨンヘ　チュシプシオ。

ヨクチョエ　スゴヌル　ノチ　マシプシオ。

ソンブリンミダ。

ブルピョヌル　キチョドリョ　テダニ　チェソンハンミダ。

モギョクタンエ　カシル　テエヌン　バンエソ　スゴヌル　カジゴ　カシプシオ。

ヨクチョエ　トゥロガシギ　ジョネ　モムル　シソ　チュシプシオ。

チョヒ　ホテル　イヨンヘ　チュショソ　テダニ　カンサハンミダ。

チェソンハンミダマン、マンシルインミダ。

チェクイヌン　オフ　〇シブトインミダ。

チェクイン　シガン　ジョネ　トチャカシン　キョンウエヌン、　チェクイン ハシルテカジ　チム　ボグァンヘ　ドゥリンミダ。

イルバゲ　セグン　ポハン　〇〇　エニンミダ。

チェクアウスン　オジョン　〇シカジ　インミダ。

チムル　オンギョ　ドゥリカヨ？

ソンハムル　マルスメ　チュシゲスンミカ？

シンヨンカドゥワ　ヨクォヌ　ブタク　ドゥリンミダ。

ピョンアンハゲ　ボネシプシオ。

セロウン　ヨルセル　チュンビ　ハゲスンミダ。

ヨギエ　キイブル　ブタク　ドゥリンミダ。

エリベイタル　イヨンハシオ　〇チュンカジ　オルラ　カシプシオ。

ケクシル　ボノル　マルスメ　チュシプシオ。

ミニバル　イヨン　ハショスンミカ？

キョルチェヌン　ヒョングングァ　カドゥ　オヌ　コスロ　ハシゲスンミカ？ ヨギエ　サインヘ　チュシプシオ。

イェ アニオ

韓国語

宿泊施設

HOTEL
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定番商品 期間限定商品 値引き 試着 色

お似合い 在庫 レジ レシート セール品

お買い得 有料 包装 化粧室 喫煙所

禁煙 試食 賞味期限 パスポート 免税手続き

課税 サイン サイズ アレルギー 説明書

ありがとうございました。

お伺いいたしましょうか？

こちらへどうぞ。

まとめてご購入される場合は値引きいたします。

こちらは日本製です。

お好みの色はありますか？

こちらの方がお買い得です。

列に並んでお待ちください。

申し訳ありませんが、お支払は円のみとなっております。

明るい色がお好みでしょうか？落ち着いた色がお好みでしょうか？

化粧室は○階のエスカレーターあがって○手にございます。

試食してみませんか。

パスポートがないと免税手続きができかねます。

どうぞゆっくりご覧ください。

こちらはとても人気があります。

在庫を確認してまいります。

お気に召しましたか？

レジでお預かりいたします。

お支払はどうなさいますか？

こちらが領収書と保証書でございます。

今新しい商品をお持ちいたしますので、少々お待ち頂けますでしょうか。

プレゼントでしょうか。

喫煙所は各階の化粧室のとなりにございます。

こちらは新商品です。

出国するまで開封しないようにお願いいたします。

과세 사인 사이즈 알레르기 설명서

금연 시식 상미기한 여권 면세 수속

이득 유료 포장 화장실 흡연실

잘 어울리다 재고 계산대 영수증 세일 품목

대표상품 기간한정상품 할인 시착 색

도움이 필요하시면 말씀해 주십시오.

이쪽으로 오십시오.

한꺼번에 사시면 할인해 드리겠습니다.

천천히 구경하십시오.

이것은 인기상품입니다.

재고를 확인하고 오겠습니다.

이것은 일제 입니다.

즐겨 입으시는 색이 있으십니까?

이쪽이 더 이득입니다.

줄을 서 주십시오.

마음에 드십니까?

계산대에서 보관하고 있겠습니다.

결제는 무엇으로 하시겠습니까?

이것이 영수증과 보증서입니다.

죄송합니다만, 엔화로만 지불이 가능합니다.

밝은　색을 좋아하십니까? 무난한 색을 좋아하십니까?

화장실은 에스컬레이터로 ○층으로 올라가셔서 ○쪽에 있습니다.

시식해 보시겠습니까?　

여권이 없으시면 면세수속이 불가능합니다.

새 상품을 가지고 오겠으니 잠시만 기다려 주십시오.

선물 이십니까?

흡연실은 각층 화장실의 옆에 있습니다.

이것은 신상품 입니다. 

출국하실 때까지 개봉하지　마십시오.

감사합니다.

テピョ　サンプン キガン　ハンジョン　サンプン ハリン シチャク セック

チャル　オウリダ チェゴ ケサンデ ヨンスズン セイル　プンモク

イドゥク ユリョ ポジャン ファジャンシル フビョンシル

クミョン シシック サンミキハン ヨクォン ミョンセ　スソク

クァセ サイン サイズ アレルギ ソルミョンソ

トウミ　ピリョハシミョン　マルスメ　チュシプシオ。

イチョグロ　オシプシオ。

ハンコボネ　サシミョン　ハリンヘ　トリゲスンミダ。

チョンチョニ　クギョンハシプシオ。

イゴスン　インキサンプムインミダ。

チェゴル　ファギンハゴ　オゲスンミダ。

イゴスン　イルチェ　インミダ。

チュルギョ　イブシヌン　セギ　イッスシンミカ？

イチョギ　ト　イドギンミダ。

チュル　ソ　チュシプシオ。

マウメ　トゥシンミカ？

ケサンデエソ　ボグァンハゴ　イケスンミダ。

キョルチェヌン　ムオスロ　ハシゲスンミカ？

イゴシ　ヨンスジュングァ　ボズンソインミダ。

チェソンハミダマン、エンファロマン　チブリ　カヌンハンミダ。 セ　サンプム　カジゴ　オゲスニ　チャンシマン　キダリョ　チュシプシオ。

バルグン　セグル　チョアハシンミカ？　ムナンハン　セグル　チョアハシンミカ？

ファジャンシルン　エスカレイトロ　○チュンウロ　オルラガショソ　○チョゲ　イスンミダ。

シシケ　ボシゲスンミカ？

ヨクォニ　オプスシミョン　ミョンセ　スソギ　ブルガヌンハンミダ。

ソンムル　イシンミカ？

フビョンシルン　カクチュン　ファジャンシル　ヨペ　イスンミダ。

イゴスン　シンサンプン　インミダ。

チュルグッハシル　テカジ　ケボンハジ　マシプシオ。

カムサハンミダ。

韓国語

物販
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