
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◯◯（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

รถแท็กซี่ จอง สถานที่จุดหมายปลายทาง ที่อยู่
ระบบนำทาง

(จอมอนิเตอร์-นาวิเกเตอร์)

จุดที่หมาย สถานีรถไฟ รถไฟ
ห้ามสูบบุหรี่ /

ปลอดบุหรี่ สูบบุหรี่

การจราจรติดขัด จำนวนผู้โดยสารที่กำหนด การเช่าเหมา เงินสด บัตรเครดิต

ที่นั่งข้างคนขับ เข็มขัดนิรภัย ทางด่วน รถติด ทางอ้อม

ค่ารถ ขวา ซ้าย
การลืมของ /
ของที่ลืมไว้

รหัสบัตร /
รหัสส่วนตัว

จะไปที่ไหน ครับ ? จะไปที่ .〇〇 ใช่ไหมครับ？

จากที่นี่ ไปยังที่ที่จะไปนั้น อยู่ใกล้กันมากครับ จากที่นี่ไป ใช้เวลาประมาณ .〇นาทีครับ

ที่ประตูทางเข้า.〇〇 ของสถานี .〇〇 ใช่ไหมครับ ท่านรีบหรือเปล่าครับ ?

ค่อนข้างจะใช้เวลานานครับ จะไปถึงทันเวลาครับ โปรดวางใจได้ครับ

นี่เป็นรถแท็กซี่สำหรับนั่งได้ .〇 คนครับ มีกี่ท่านครับ

เนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่กำหนดไว้  จึงต้องใช้รถเพิ่มอีก.〇คันครับ สามารถใช้บัตรเครดิตจ่ายได้ครับ

จะไปที่นั่นค่ารถประมาณ ◯◯◯ เยนครับ ตกลงไหมครับ? ประตูรถแท็กซี่จะเปิดได้เองโดยอัตโนมัติครับ

จะปิดประตูรถนะครับ กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยครับ

เป็นรถที่ห้ามสูบบุหรี่ครับ จะใช้ทางด่วนไหมครับ?

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหากครับ  จะเห็น ◯◯ อยู่ทางด้านขวามือ ครับ

ค่ารถ ◯◯เยนครับ หวังว่าโอกาสหน้าจะเรียกใช้บริการใหม่นะครับ

จะไปเอาของลงจากกระโปรงหลังรถให้นะครับ กรุณารอสักครู่ กรุณาระวังตอนก้าวขาออกจากรถด้วยครับ

ขอบคุณที่ใช้บริการครับ

ใช่ค่ะ  / ใช่ครับ ไม่ใช่ค่ะ / ไม่ใช่ครับ

ロット・テックシー ジョーン サターンティージュッマーイプラーイターン ティーユー
ラボップナムターン

（ジョーモニター・ナーウィゲーター）

ジュッティーマーイ サターニー・ロットファイ ロットファイ
ハーム・スーッブリー　／

プローッブリー

スーッブリー

ガーンジャラージョーンティッカット チャムヌアンプードーイサーン・ティーガムノット ガーンチャオマオ グンソット バットクレディット

ティーナンカーンコンカップ ケムカットニラパイ ターンドゥアン ロットティット ターンオーム

カーロット クワー サーイ
ガーンルームコーン ／
コーンティールームワイ

ラハット・バット /
ラハット・スワントア

ペンロットティーハームスーッブリー・カラップ。

チャ・トンスィアカーチャイチャーイプーム・ターンハーック・カラップ。

カーロット○○イェン・カラップ。

チャパイアオコーンロンジャーック・クラプローンランロットハイナ・カラップ　ガルナーローサックルー。

チャ・チャイターンドゥアンマイ・カラップ。

チャヘン○○・ユーターンダーンクワームー・カラップ。

ワンワー・オーガーットナー・チャリアックチャイボリカーンマイナ・カラップ。

ガルナー・ラワントーンガーオカーオーック・ジャーックロットドゥアイ・カラップ。

コーップクン・ティーチャイボリカーン・カラップ。

チャパイティーナイ・カラップ。

ジャークティーニー　パイヤンティー・ティーチャパイナン・ユーグライガンマーク・カラップ。

ティープラトゥーターンカオ.○○ コーンサターニー.○○　チャイマイ・カラップ？

チャパイティー.○○　チャイマイ・カラップ？

ジャーックティーニー・パイ・チャイウェーラープラマーン.○ナーティー・カラップ。

ターンリープルプラーオ・カラップ？

コーンカーン・チャチャイウェーラーナーン・カラップ。

ニー・ペンロットテークシー・サムラップナンダイ .○ コン・カラップ。

ヌアンチャーック・ミーチャムヌアンプードーイサーン・クーンクワーティーガムノットワイ　ジュントンチャイロットプーム・イーック.○カン・カラップ。

チャパイティーナンカーロットプラマーン○○○イェン・カラップ　トックロンマイ・カラップ？

チャパイトゥンタンウェーラー・カラップ　プローット・ワーンジャイダイ・カラップ。

ミーギーターン・カラップ？

サーマーッ・チャイバットクレディットジャーイダイ・カラップ。

プラトゥーロットテークシー・チャプーットダイエーン・ドーイアッタノーマット・カラップ。

チャプーットプラトゥーロットナ・カラップ。 ガルナー・カーットケムカットニラパイドゥアイ・カラップ。

女性チャイ・カ / 男性チャイ・カラップ 女性マイチャイ・カ / 男性マイチャイ・カラップ

タイ語

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
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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

ที่ขึ้นรถ แผนที่บอกเส้นทางการเดินรถ จุดหมายปลายทาง ป้ายรถ /
สถานีรถประจำทาง

ตามเวลาปกติ /
เวลาที่กำหนด

ออกเดินทาง การถึงที่หมาย สัมภาระ
ตั๋วฟรีพาสแบบ1วัน /

ตั๋วรถแบบเหมาจ่าย 1วัน ด้านหน้า

ด้านหลัง ชำระค่าโดยสารก่อนออกเดินทาง
ชำระค่าโดยสารหลังออกเดินทาง /

จ่ายทีหลัง เด็ก ครึ่งราคา

ทอนเงิน
บัตรเซริเก็น

(บัตรบอกเบอร์ตำแหน่งพิกัดของจุดที่ขึ้นรถ) เหรียญเงิน แลกเงิน
แบ็งค์ /
ธนบัตร

เงินเหรียญ ห่วง ราวถือ ที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ ปลอดบุหรี่

ที่ขึ้นรถอยู่ทางนี้ค่ะ/ครับ ป้ายบอกจุดหมายปลายทางของรถเมล์ จะอยู่ที่〇〇 ค่ะ

 สถาน〇〇 จะอยู่อันดับที่ △ ค่ะ รถเที่ยวต่อไปจะออกกตอน ◯ โมงค่ะ

กรุณารอตรงฝั่งนี้ค่ะ รถจะมาถึงสายไป△  นาทีค่ะ

รถเที่ยวต่อไป ที่จะไป〇〇  ยังไม่มาค่ะ รถที่ไป〇〇 ตอน 〇 โมง 〇 นาที   ได้ออกตามเวลาปกติแล้ว

รถที่จะไป 〇〇     กำลังจะออกอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะ กรุณาชำระค่าโดยสารก่อนออกเดินทาง

ค่ารถโดยสารราคา 〇〇 เยนตลอดสาย สำหรับนักเรียนชั้นประถม จ่ายครึ่งราคา

กรุณาใส่เงินที่ช่องนี้ กรุณาขึ้นรถบัสที่ทางประตูหลังค่ะ

กรุณารับบัตรเซริเก็น(บัตรบอกเบอร์ตำแหน่งพิกัดของจุดที่ขึ้นรถ) ด้วยค่ะ ค่าโดยสาร เป็นระบบจ่ายทีหลังค่ะ

ไม่มีระบบทอนเงินค่ะ กรุณาแลกเงิน โดยใส่เงินที่ต้องการจะแลก ตรงนี้

ไม่ควรย้ายที่นั่ง ขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ ที่นั่งที่มีผ้าคลุมเบาะส่วนบนไว้ คือ ที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ ค่ะ

กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย รถอาจจะต้องเบรคกระทันหัน กรุณาระวังด้วย ครับ/ค่ะ สถานีต่อไปคือ 〇〇  ครับ/ค่ะ

มีท่านใดต้องการจะลง ไหมครับ/คะ ? โปรดระวัง การลืมของ หรือ ทำของตกหล่น ไว้ในรถด้วย ครับ/ค่ะ

ขอบคุณที่ใช้บริการครับ

ใช่ค่ะ  / ใช่ครับ ไม่ใช่ค่ะ / ไม่ใช่ครับ

ティークンロット ペーンティー・ボーックセンターンガーンドゥーンロット ジュッマーイプラーイターン
パーイロット /

サターニーロットプラチャムターン
タームウェーラーポカティ /
ウェーラーティーガムノット

オーックドゥーンターン ガーントゥンティーマーイ サムパーラ
トゥア・フリーパース・ベーップヌンワン /
トゥアロット・ベーップマオジャーイ・ヌンワン

ダーンナー

ダーンラン チャムラカードーイサーン・ゴーンオーックドゥーンターン
チャムラカードーイサーン・ランオーックドゥーンターン /

ジャーイティーラン

デック クルンラーカー

トーングン
バットセーリケン

（バットボーックブータムネンピガット・コーンジュティークンロット）

リェングン レーックグン
ベン /
タナバット

グンリェン ホアン ラーオトゥー ティーナンサムローン・ブッコンピセーット プローッブリー

マイミー・ラボップトーングン・カ。

マイクワンヤーイティーナン　カナティーロット・ガムランウィンユー。

ガルナー・グーッヘーットスットウィサイ　ロットアッチャトーンブレーックガラタンハン　ガルナーラワンデゥアイ　クラップ／カ。

ミーターンダイ・トーンカーンチャロンマイクラップ／カ。

ガルナー・レーックグン　ドーイサイグン・ティートーンガーンジャレーック　トロンニー。

ティーナン・ティーミーパークルムボ・スワンボンワイ　クー　ティーナンサムローン・ブッコンピセーット・カ。

サターニートーパイクー○○クラップ／カ。

プローットラワン　ガーンルームコーン　ルー　タムコーントックロム　ワイナイロットデゥアイ　クラップ／カ。

コーップクン・ティーチャイボリカーン・カラップ。

ティークンロット・ユーターンニー・カ／カラップ。

サターニー○○・チャユーアンダップティー△・カ。

ガルナー・ロートロンファンニー・カ。

パーイボーック・ジュットマーイプラーイターン・コーンロットメー・チャユーティー○○カ。

ロットティアオトーパイ・チャオーック・トーン○モーン・カ。

ロットチャマートゥンサーイパイ△ナーティー・カ。

ロットティアオトーパイ・ティーチャパイ○○・ヤンマイマー・カ。

ロットティーチャパイ○○　　ガムランチャ・オーックユーディアオニー・カ。

カーロットドーイサーン・ラーカー○○イェン・タローットサーイ。

ガルナー・サイグンティーチョーンニー。

ロットティーチャパイ○○・トーン○モーン○ナーティー　　ダイオーック・タームウェラーポカティレーオ。

ガルナー・チャムラカードーイサーン・ゴーンオーックドゥーンターン。

サムラップ・ナックリェンチャンプラトム　　ジャーイクルンラーカー。

ガルナー・クンロットバース・ティーターンプラトゥーラン・カ。

ガルナー・ラップバットセーリケン（バットボーックブータムネンピガット・コーンジュティークンロット）ドゥアイ・カ。 カードーイサーン　ペンラボップ・ジャーイティーラン・カ。

女性チャイ・カ / 男性チャイ・カラップ 女性マイチャイ・カ / 男性マイチャイ・カラップ

タイ語

バス
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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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分時

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

สั่ง เมนู เอากลับ อาหารแบบแยกเมนู อาหารแบบเป็นชุด

จอง ห้องน้ำ ห้องสูบบุหรี่ ห้องปลอดบุหรี่ เมนูแนะนำ

สำหรับเด็ก ขนาด บริการตัวเอง ขายหมดแล้ว เติมได้ฟรี

จะปิดรับออเดอร์ บัตรเครดิต เงินสด แพ้ เวลาเปิดให้บริการ

ที่มีวิวทิวทัศน์ดีๆ （ชุด）อาหารกลางวัน เฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น เมนูเครื่องดื่ม จ่ายเงิน

นี่คือเมนูอาหารค่ะ จะสั่งอาหารเลยไหมคะ?

เอากลับบ้านคะ?　จะทานที่ร้านหรือเปล่าคะ? จะสั่งอาหารแบบแยกเมนู หรือ จะสั่งแบบเป็นชุดคะ?

ขนาดของเครื่องดื่มจะรับแบบแก้วเล็กหรือแก้วใหญ่คะ? กรุณารับป้ายหมายเลขนี้ แล้วไปนั่งรอที่โต๊ะนะคะ

มากี่คนคะ? ต้องการที่นั่งแบบห้ามสูบบุหรี่ หรือ แบบสูบบุหรี่ได้คะ?

จะเก้าอี้สำหรับเด็กมาให้ ดีไหมคะ? กรุณาใส่เงินที่ช่องนี้ 

 เมื่อจะสั่งอาหาร กรุณากดกริ่งเรียกนะคะ ชุดอาหารกลางวันมีบริการแถมเครื่องดื่มให้ด้วย ตอนหลังอาหารค่ะ

เครื่องดื่มต้องบริการตัวเองนะคะ สำหรับเครื่องดื่ม จะให้นำมาเสริฟตอนไหนดีคะ?

ต้องขอโทษด้วยค่ะ เมนูอาหารกลางวันมีเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น เมนูนี้ ขายหมดแล้วค่ะ

จะสั่งเครื่องดื่มเพิ่มอีกไหมคะ จะสั่งอะไรอีกไหมคะ เพราะจะปิดรับออเดอร์ตอนห้าทุ่มค่ะ

ขออนุญาต เก็บจานก่อนได้ไหมคะ? มีอะไรที่ไม่ชอบทานไหมคะ?

มีแพ้อาหารอะไรหรือเปล่าคะ? สามารถใช้บัตรเครดิตได้เกือบทุกชนิด

ขอโทษด้วยนะคะ กรุณาจ่ายเป็นเงินเยนด้วยค่ะ ขอโทษด้วยค่ะ  จะเช็คดูให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ

ใช่ค่ะ  / ใช่ครับ ไม่ใช่ค่ะ / ไม่ใช่ครับ

サン メーヌー アオクラップ アーハーン・ベーップイェークメーヌー アーハーン・べーップペンチュット

ジョーン ホーン・ナーム ホーン・スーッブリー ホーン・プローッブリー メーヌー・ネナム

サムラップ・デック カナーッ ボリカーントアエーン カーイモッレーオ テームカーオプラーオ・ダイフリー

チャピッラップオーダー バーットクレディット グンソッ ペー ウェーラープーットハイボリカーン

ティーミーウィウティウタッ・ディーディー （チュッ）アーハーンクラーンワン チャポッ・ワンタンマダータオナン メーヌー・クルアンドゥーム ジャーイグン

チャサンクルァンドゥーム・プームイーック・マイ・カ。

コーアヌヤーッ　ゲップジャーンゴーン・ダイマイ・カ。

ミーペーアーハーンアライ・ループラーオ・カ。

コートードゥアイ・ナ・カ　　ガルナー・ジャーイペングンイェン・ドゥアイ・カ。

チャサンアライイーックマイ・カ　プロ・チャピッラップオーダー・トーンハートゥム・カ。

ミーアライ・ティーマイチョーップターンマイ・カ。

サーマーッ・チャイバーットクレディット・ダイゲーップ・トゥックチャニット。

コートードゥアイ・カ　チャチェックドゥー・ハイディアオニールーイ・カ。

コップクン・カ　オーカーッナー・チュンマイ・ナ・カ。

ニークー・メーヌーアーハーン・カ。

アオクラップバーン・カ　チャターンティーラーン・ループラーオ・カ。

カナーットコーンクルァンデゥーム・チャラップベーップ・ケーオレックルーケーオヤイ・カ。

チャサン・アーハーン・ルーイマイ・カ。

チャサンアーハーン・ベーップイェークメーヌー　ルー　チャサン・べーップペンチュット・カ。

ガルナー・ラップパーイマーイレークニー　レーオ・パイナンローティート・ナ・カ。

マーキーコン・カ。

チャ・カオイー・サムラップデック・マーハイディーマイ・カ。

ムアチャサンアーハーン　ガルナー・ゴットグリンリアック・ナ・カ。

クルァンドゥーム・トーンボリカーントアエーン・ナ・カ。

トーンカーンティーナンベーップ・ハームスーップブリー　ルー　ベーップスーップブリー・ダイ・カ。

ガルナー・サイグン・ティーチョーンニー。

チュッアーハーンクラーンワン・ミーボリカーンテームクルァンドゥーム・ハイドゥアイ　トーンランアーハーン・カ。

サムラップクルァンドゥーム　チャハイナムマースゥープ・トーンナイディー・カ。

トーンコートーデゥアイ・カ　メーヌーアーハーンクラーンワン・ミーチャポッ・ワンタンマダータオナン。 メーヌーニー　カーイモッレーオ・カ。

女性チャイ・カ / 男性チャイ・カラップ 女性マイチャイ・カ / 男性マイチャイ・カラップ

タイ語

飲食



0 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 AM PM

はい いいえ

分時

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。

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

พาสปอร์ต /
หนังสือเดินทาง รหัสบัตร จำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน แลกเงิน

ค่าธรรมเนียน ใบเสร็จ เคาน์เตอร์ เอทีเอ็ม ระบบบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม การส่งเงิน ตราประทับชื่อ การทำเรื่อง

ออกบัตรใบใหม่ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช็คเดินทาง ชิพIC แผ่นแถบแม่เหล็กสีดำ

สมุดบัญชีธนาคาร บัตรประจำตัวคนต่างชาติ การหักเงินจากบัญชี เงินตราต่างประเทศ เอกสารยืนยันเจ้าตัว

ขอคืนตราประทับชื่อ(อิงคัง) และ สมุดบัญชีธนาคารที่รับไว้เมื่อสักครู่นี้ ให้นะคะ กรุณาเสียบบัตรATMด้วยค่ะ

กรุณากดตรงนี้ค่ะ กรุณากดรหัสของบัตรATM ด้วยค่ะ

กรุณากดจำนวนเงิน ด้วยค่ะ กรุณาเก็บบัตรและใบเสร็จด้วยค่ะ

กรุณารับเงินด้วยค่ะ ต้องการจะแลกเงินเป็นเงินสกุลอะไรคะ ?

จากเงิน ●● ดอลล่าห์ จะแลกเป็นเงินเยน ใช่ไหมคะ ? อัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้ เงิน 1 ดอลล่าห์เท่ากับ 100 เยน ค่ะ

ต้องการแลกเป็นเงินแบบไหนคะ (แบงค์ใหญ่, แบงค์ย่อย หรือ เหรียญ) ? รวมค่าธรรมเนียน แล้ว จะเป็นจำนวนเงิน〇〇 เยนค่ะ

เรียบร้อยแล้วค่ะ จะเป็น ธนบัตร 5,000เยน 1 ใบ และ 1,000เยน 4 ใบ แล้วก็ เหรียญ 500เยน2เหรียญ ค่ะ จะนำทางไปที่เคาน์เตอร์นะคะ เชิญด้านนี้ค่ะ

รบกวนขอความกรุณา กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม นี้ด้วยค่ะ กำลังจะดำเนินเรื่องให้ค่ะ จนกว่าจะได้รับการเรียกชื่อ กรุณารออยู่ที่ด้านโน้นนะคะ

คุณ 〇〇  เชิญด้านนี้ค่ะ เรื่องเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้องใช้เอกสารที่จำเป็นในการดำเนินการค่ะ

ต้องใช้เอกสารยืนยันเจ้าตัวมาแสดงค่ะ การดำเนินเรื่องจนเสร็จสมบูรณ์นั้น จะใช้เวลาประมาณ〇วันค่ะ

ถ้าพำนักในประเทศญี่ปุ่นน้อยกว่า6เดือนจะถือว่าเป็นผู้ไม่ได้พักประจำ  จึงไม่สามารถเปิดบัญชีให้ได้ค่ะ ท่านคะ ต้องขออภัยที่บัตรเครดิตจากต่างประเทศ ไม่สามารถใช้กับทางเราได้ค่ะ

ค่ะ  การส่งเงินไปต่างประเทศ ต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะ ทางเรา เป็นส่วนหนึ่งของบางสาขาที่สามารถขายและรับซื้อเช็คเดินทางของยี่ห้อนี้เท่านั้นค่ะ

นี่คือใบเสร็จค่ะ ขอบคุณค่ะ

ใช่ค่ะ  / ใช่ครับ ไม่ใช่ค่ะ / ไม่ใช่ครับ

パスポート /
ナンスーデゥンターン

ラハッバット ジャムヌアングン アトラレークプリアン レークグン

カータムニアン バイセット カウター エーティーエム ラボップボリカーン・インターネッベンキング

バックレディット バッエーティーエム ガーンソングン トラープラタップチュー  ガーンタムルアン

オークバッバイマイ レークプリェングンタラーターンプラテーッ チェックドゥーンターン チップアイスィー ペーンテープメーレックシーダム

サムットバンチータナカーン バップラジャムトワ・コンタンチャート ガーンハックグンチャーックタナーカーン グントラーターンプラテーッ エッカサーンユーンヤンジャオトア

クン〇〇チューン・ダンナーカ　ルアン・リアップローイレオ・カ。

トンチャイ・エッカサーンユーンヤンジャオトア・マーサデーン・カ。

ターパムナック・ナイイープン・ノーグアー６（ホッ）ドゥアントゥーワー・ペンプーマイダイパック・プラチャム　チュン・マイサマー・プーバンチーハイダイ・カ。

カ　ガーンソングンパイ・ターンプラテー　トーンサデーンエッガサン・ダントーパイニー・カ。

トンチャイエッガサン・ティージャムペン・ナイガーンダムヌーンガン・カ。

ガーンダムヌーンルアン・ジョンセットソンブンナン　チャチャイウエラー・プラマーン〇〇ワン・カ。

ターンカ　トーン・コーアパイティーバックレジット・チャーックタンプラテーッ・サマーチャイガンターン・タオマイダイ・カウィティーガーン・ソングンパイターンプラテー。

タンラオ　ペンスワンヌン・コンバーン・サーカーティー・サマーカーイ・レ・ラップスー・チェックドゥーンタンコン・イホーニー・タオナン・カ。

ニクー　バイセット・カ　コップン・カ。

コークーン・トラプラタップチュー（インカン）・レ・サムットバンチータナカーンティーラップワイ・ムアンサククルーニーハイナ・カ。

ガルナーゴット・トロンニー・カ。

ガルナーゴット・ジャムヌアングン　ドゥアイ・カ。

ガルナーシアップバーットATMドゥアイ・カ。

ガルナーゴット・ラハットバッATMドゥアイ・カ。

ガルナーゲップバット・レバイセーットドゥアイ・カ。

ガルナーラップグンドゥアイ・カ。

チャーッグン●●ドラー　チャレークペングンイェン　チャイマイ・カ。

トンガンレークペン・グンベーップナイ・カ（ベーンヤイ、ベーンヨイ、ル　リアン）。

リアップローイレオカ　チャペンタナバット５，０００（ハーパン）エン１（ヌン）バイ・レ・１，０００（ヌンパン）エン４（シー）バイ・レオゴーリアン５００（ハーロイ）エン２（ソーン）リアン・カ。

トンガン・チャレークグン・ペン・グンサグンアライ・カ。

アトラレークリピアン・コンワンニー　グン１（ヌン）ドラー・タオガッ１００（ローイ）エン・カ。

ルアム・カータムニアン　レオ　チャペンジャムヌアン・グン〇〇エン・カ。

チャナムターンパイ・ティーカウンターカ　チューンダーンニー・カ。

ロップグアン　コークラムガルナー　グローットコームン・ナイベプフォームニードゥアイ・カ。 ガムランチャ・ダムヌーンルアンハイ・カ　ジョングワーチャ・ダイラップカーンリヤックチュー・ガルナーロー・ユーティーダーンノンナ・カ。

女性チャイ・カ / 男性チャイ・カラップ 女性マイチャイ・カ / 男性マイチャイ・カラップ

タイ語

金融機関



0 1 2

3 4 5

6 7 8
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12 AM PM

はい いいえ

分時

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

 การสำรอง / จอง ห้องว่าง ห้องเต็ม ราคา อาหารเช้า

เช็คอิน เช็คเอาท์ คิดค่าบริการเพิ่ม งดสูบบุหรี่ สูบบุหรี่

บัตรเครดิต กระเป๋าสัมภาระ ลิฟท์ เบอร์ห้อง ของที่ลืมเอาไว้

กุญแจ เงินสด เซ็นต์ชื่อ ทำความสะอาดในห้อง อ่างอาบน้ำ

ชำระล่วงหน้า ชำระตอนเช็คเอาท์ ใบเสร็จรับเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา ผ้าเช็ดตัว

ต้องขอโทษด้วยค่ะ ห้องเต็มแล้วค่ะ ค่าห้องพักรวมอาหารเช้าและค่าภาษี แล้ว คืนละ 〇〇 เยนค่ะ

เวลาเช็คอิน จะเริ่มตั้งแต่บ่าย〇โมงเป็นต้นไปค่ะ เวลาเช็คเอาท์ ได้จนถึง〇โมงเช้าค่ะ

กรณีที่มาถึงโรงแรมก่อนเวลาเช็คอิน ระหว่างที่รอ ท่านสามารถฝากสัมภาระกับทางเราที่เคาน์เตอร์ได้ค่ะ จะช่วยยกของให้นะครับ

ขอทราบชื่อด้วยค่ะ ช่วยกรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ ด้วยค่ะ

ขอรับบัตรเครดิตกับพาสปอร์ตด้วยค่ะ กรุณาใช้ลิฟท์ เพื่อขึ้นไปถึงชั้น〇 ได้ค่ะ

ขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนนะคะ ขอทราบเบอร์ห้องด้วยค่ะ

จะทำกุญแจให้ใหม่นะคะ คุณใช้ มินิบาร์ หรือเปล่าคะ ? 

จะจ่ายเป็นเงินสด หรือ รูดบัตรเครดิตคะ ? กรุณาเซ็นต์ชื่อตรงนี้ค่ะ 

เงินทอน 〇 เยนค่ะ ชำระล่วงหน้าค่ะ

เราจะส่งพนักงานไปที่ห้องของท่านเดี๋ยวนี้เลยครับ ขออภัยที่ทำให้ ไม่ได้รับความสะดวกค่ะ

กรุณาใส่รองเท้าแตะที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ ใช้เดินภายในอาคารของโรงแรมด้วยค่ะ เมื่อจะใช้อ่างอาบน้ำรวม กรุณานำผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่และผืนเล็กจากห้องของท่านไปใช้ด้วยค่ะ

กรุณาอย่านำผ้าเช็ดตัวลงไปในอ่างอาบน้ำนะคะ ก่อนจะลงไปในอ่างอาบน้ำ กรุณาชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อน

ขอบคุณที่มาพักที่โรงแรมของเราค่ะ

ใช่ค่ะ  / ใช่ครับ ไม่ใช่ค่ะ / ไม่ใช่ครับ

ガーンサムローンホーンパック/ジョーン ホーンワーン ホーンテム ラーカー アハーンチャオ

チェックイン チェックアオ キットカーボリカーンプーム ゴットスーブリー スーブリー

バットクレディット クラッパオサンパーラ リフ ブーホーン コーンティールームワイ

グンジェー グンソット センチュー タムクワームサアート・ナイホーン ラバーイナーム

チャムラルアンナー チャムラトーンチェックアオ バイセットラップグン レークプリエングントラー パーチェットトゥワ

グントーン・〇・イェン・カ。

ラオジャソン・パナッガーンパイティー・ホーンコンタ－ン・ディアオニールーイ・クラップ。

ガルナーサイローングタオテ・ティーターンラオジャットゥリアムワイハイチャイ・ドゥーンパーイナイアカーンロングレームドゥワイ・カ。

ガルナーヤーナムパーチェットトゥワ・ロンパイナイアーンアープナーム・カ。

チャムラルアンナー・カ。

コーアパイ・ティータムハイマイラップ・クワームサドゥワック・カ。

ムアジャチャイアーンアープナームルワム・ガルナーナムパーチェットゥワプーンヤイ・レ・プーンレック・ジャークホーンコンターンパイチャイドゥワイ・カ。

ゴーンジャロンパイナイアーンアープナーム・ガルナーチャムララーンガーイ・サアートシアゴーン。

コープクン・ティー・マーパックロングレームコーンラオ・カ。

トーンコートートドゥワイ・カ・ホーンテムレーオ・カ。

ウェラーチェックイン・ジャルーム・タンテーバーイ〇モーン・ペントンパイ・カ。

ゴロニー・ティーマートゥンロングレーム・ゴーンウェラーチェックイン・ラワーンティーロー・ターンサーマーファークサンパーラ・ガップターンラオティーカウターダイ・カ。

カーホーンパック・ルワムアハーンチャオ・レ・カーパシーレーオ・クーンラ・〇〇　イェン・カ。

ウェラーチェックアオ・ダイジョントゥン・〇モーンチャオ・カ。

ジャチュワイ・ヨックコーンハイナ・クラップ。

コーサープチュードゥワイ・カ。

コーラップバットクレディットガップ・パスポートドゥワイ・カ。

コーハイミークワームスックガップ・ガーンパックポーン・ナ・カ。

ジャタムグンジェーハイマイ・ナ・カ。

チュワイガルナー・グロークベープフォームニー・ドゥワイ・カ。

ガルナーチャイリフ・プアクンパイトゥンチャン・〇・ダイ・カ。

コーサープブーホーンドゥワイ・カ。

クンチャイミニバー・ループラオ・カ？

ジャジャーイペングンソット・ルー・ルートバットクレディット・カ？ ガルナーセンチュートロンニー・カ。

女性チャイ・カ / 男性チャイ・カラップ 女性マイチャイ・カ / 男性マイチャイ・カラップ

タイ語

宿泊施設

HOTEL
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12 AM PM

はい いいえ

分時

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。

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

S

M

L

สินค้าประจำของทางร้าน สินค้าที่ขายในช่วงเวลาจำกัด ส่วนลด ลองใส่ สี

ดูเหมาะ สต๊อกสินค้า แคชเชียร์ ใบเสร็จ สินค้าลดราคา

คุ้มราคา คิดราคา ห่อ ห้องน้ำ ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่

งดสูบบุหรี่ ลองชิม วันหมดอายุ
พาสปอร์ต /

หนังสือเดินทาง ทำเรื่องยกเว้นภาษี

เสียภาษี เซ็นต์ชื่อ ขนาด แพ้ คำอธิบาย

มีอะไรให้ช่วยไหมคะ เชิญ ชมดูตามสบายนะคะ

เชิญทางนี้ค่ะ แบบนี้ กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก

ถ้าซื้อรวมกันหลายชิ้นจะได้รับส่วนลดพิเศษ ขอเช็คดูสินค้าในสต๊อกก่อนนะคะ

เป็นผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นค่ะ ชอบไหมคะ?

มีสีอะไรที่ชอบไหมคะ? จะฝากของไว้ที่แคชเชียร์นะคะ

แบบนี้จะคุ้มราคากว่า ต้องการจ่ายเงินด้วยวิธีไหนคะ ?

กรุณาต่อแถวเข้าคิวด้วยค่ะ นี่คือใบเสร็จรับเงิน และ ใบประกันสินค้าค่ะ

ขอโทษนะคะ กรุณาจ่ายเป็นเงินเยนด้วยค่ะ กำลังไปเอาสินค้าใหม่มาให้ค่ะ กรุณารอสักครู่ได้ไหมคะ

ชอบแบบสีสดใสหรือสีเรียบๆคะ? เป็นของขวัญหรือเปล่าคะ

ห้องน้ำอยู่ชั้น〇 ด้าน○มือของบันไดเลื่อนค่ะ จะมีที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้อยู่ข้างห้องน้ำของทุกๆชั้นค่ะ

ลองชิมดูไหมคะ? แบบนี้ เป็นสินค้าใหม่ค่ะ

ถ้าไม่มีพาสปอร์ต ก็ทำเรื่องยกเว้นภาษีไม่ได้ค่ะ กรุณาอย่าเปิดบรรจุภัณฑ์จนกว่าคุณจะเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น

ขอบคุณมากค่ะ/ครับ

ใช่ค่ะ  / ใช่ครับ ไม่ใช่ค่ะ / ไม่ใช่ครับ

シンカープラチャム・コーンターンラーン シンカーティー・カーイナイチュアンウェラー・ジャムガット スワンロット ローンサイ シー

ドゥーモ サトックシンカー ケーッシャー バイセット シンカーロットラーカー

クムラーカー キットラーカー ホー ホンナーム ティーアヌヤート・ハイスーブリー

ゴットスーブリー ローンチム ワンモットアーユ
パスポート /

ナンスーデゥンターン

タムルアン・ヨックウェンパーシー

シアパシー センチュー カナート ペー カムアティバーイ

チョープベーップシーソットサイ・ル・シーリアップリアップ・カ。

ホンナーム・ユーチャン○・ダーン○ムーコーンバンダイルアン・カ。

ローンチムドゥーマイ・カ？

ターマイミーパースポート　ゴータムルアン・ヨックウェンパーシーマイダイ・カ。

ペンコーンクワン・ループラーオ・カ。

チャミーティーアヌヤート・ハイスーブリーダイユーカーンホンナーム・コーントゥックトゥックチャン・カ。

ベーップニー・ペンシンカーマイ・カ。

ガルナーヤープットバンジュパン・ジョングワークンチャドゥーンターン・オークジャークプラテートイープン。

コーップクンマーック・カ/カラップ。

ミーアライ・ハイチュアイマイ・カ。

チューンターンニー・カ。

タースールワムガンラーイチン・ジャダイラップスワンロットピセート。

チューン・チョムドゥー・タームサバーイ・ナカ。

ベーップニー・ガムランダイラップ・クワームニヨム・ヤーンマーク。

コーチェックドゥー・シンカーナイストックゴーン・ナカ。

ペンパリタパンイープン・カ。

ミーシーアライ・ティーチョープマイ・カ？

ベーップニー・チャクムラーカーグワー。

ガルナートーテーオカオキウドゥアイ・カ。

チョープマイ・カ？

チャファークコーン・ワイティーケーッシャー・ナカ。

トンガーンジャーイグン・ドゥアイウィティーナイ・カ？

ニークーバイセットラップグン　レ　バイプラガンシンカー・カ。

コートート・ナカ　ガルナージャーイペングンイェンドゥアイ・カ。 ガムランパイアオシンカーマイマーハイ・カ　ガルナーローサックルーダイマイ・カ。

女性チャイ・カ / 男性チャイ・カラップ 女性マイチャイ・カ / 男性マイチャイ・カラップ

タイ語

物販
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