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英語

CHECK-IN

  1. When do you want to stay?

  2. How many nights do you (plan to) stay?

  3. How many people and how many rooms do you need?

  4. I am sorry, but we are fully booked.

  5. Yes, we can arrange the room for you.

  6. What kind of room would you like?

  7. Your room will be a Japanese-style room.

  8. The rate includes the room and two meals.

(breakfast and dinner)

  9. What about meals?

10. Would you like to have western-style or

Japanese-style dinner?

11. This is your room rate. (¥   )

12. I am sorry, but we can't do it. Please look for another

hotel.

13. If you pay with credit card, please show me the card

and put your signature.

14. The room rate is as follows, except for special cases.

15. Your room is (    ).

16. This is your room key. Please return it to the front

desk when you check out.

17. Please remove your shoes or slippers when entering

the room.

18. I will show you to your room. Please make yourself

at home.

チェック・イン

  1. いつご宿泊ですか？

  2. 何泊のご予定ですか？

  3. 何名さまで何部屋ご必要ですか？

  4. 申し訳ございませんが、満室です。

  5. はい、お部屋を用意出来ます。

  6. ご希望のお部屋のタイプは？

  7. お部屋は和室になります。

  8. この料金には室料と二食分(朝食･夕食)の料金が
含まれています。

  9. お食事はどうされますか？

10. 夕食は洋食にされますか？和食にされますか？

11. ご宿泊の料金はこのようになります。(　　円)

12. 申し訳ございません。それは出来ません。他のホ
テルをお探し下さい。

13. お支払いがクレジットカードの場合は、カードを
ご提示の上、サインをお願い致します。

14. 当館の料金は、特にお断りしていない場合、下記
の表示になっています。

15. お客様のお部屋は（     ）号室です。

16. これがお部屋の鍵です。チェックアウトの時、必
ずフロントに返却して下さい。

17. 部屋に入る際は靴やスリッパは脱いで下さい。

18. それでは、お部屋でごゆっくりおくつろぎ下さ
い。
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MEAL

  1. Meal will be brought to your room.

  2. Please have your meal at (    ) on the (    ) floor.

  3. At what time would you like your meal?

  4. The meal is served from (    ) to (    ).

  5. What kind of drink would you like with your meal?

  6. The meal is Japanese food.

  7. After the meal, a maid will come to your room to

make up your bed.

CHECK-OUT

  1. Check-out time is (    ) o'clock.

  2. If you wish to check out after check-out time, please

inform the front desk beforehand.

  3. After you check out, you can leave your luggage at

the cloakroom or front desk, if necessary.

  4. Please settle your accounts at the front desk.

  5. We will call on you to collect your bill in your room.

食事

  1. お食事はこの部屋にお持ちします。

  2. お食事は（    ）階の（    ）の間でお出しいたします。

  3. お食事は何時になさいますか？

  4. お食事は（        時        分）から（        時        分）
までです。

  5. お食事の時のお飲み物は何に致しますか？

  6. お食事は和食です。

  7. お食事が済みましたら、係の者が、お布団を敷き
に参ります。

チェックアウト

  1. チェックアウト・タイムは（　　）時以前です。

  2. チェックアウト・タイムが遅くなる場合、前もっ
てフロントに連絡して下さい。

  3. チェックアウト以後は、必要ならば荷物はクロー
クまたはフロントにお預け下さい。

  4. お勘定はフロントでお願い致します。

  5. お勘定はお部屋にご請求にうかがいます。


