指差し接客会話シートの使い方(４ヵ国語版)
1 お客様の言葉が分からない場合
基本シート1

指さし言語チェックシート

2 お客様の言葉を聞いて判別できる場合

基本シート1

基本シート2

接客基本フレーズ集

英語 / 韓国語 / 中国語（簡体字) / 中国語（繁体字）
いずれかを指差していただきましょう。
シートで会話しますので、言語を選んでください。
We can have a conversation using this sheet. Please choose your language.
ࢇݤઝձࢇࡈଥ۰ୣձଜʵݡТЬ߯߭ձ۴ଥ࣯ࡁۿ

買うまで / 会計以後
オモテ・ウラで一枚になっています。

接客に便利なフレーズが載っています。
読み方がついているので、
日頃から練習しておきましょう。
「こんにちは。ようこそ、鳥羽へ！」を
声に出して挨拶してみてください。

英語

こんにちは。ようこそ、鳥羽市へ！
HELLO.
WELCOME TO TOBA CITY!
߇Ϝଜࡁۿ
Ѧݦࠝ߾ݤʨࡶࠒଢТЬ
你好，欢迎来到鸟羽市！
你好，歡迎來到鳥羽市！

English
简体字

ଛ˯ߪ
ଛ˯ߪ

接 客 基 本 フレ ー ズ 集
日本語

英語

こんにちは。
ようこそ、鳥羽市へ！

繁體字

你好，

Welcome to Toba City !

ホワンインライダオニャオユイシイ

May I help you?

欢迎光临。

ありがとうございます。

Thank you very much.

シエ シェ

少々お待ちください。

Please wait a moment.

チン シャオ ダン

こちらへどうぞ。

This way, please.

ジャー ビエン チン

地図があります。

We have a map.

ヨウ ディー トゥ

お似合いです。

TOBA
SHOPP I N G
CONCI ERGE

ニイハオ

Hello.

いらっしゃいませ。

おすすめです。

i

簡体字

プレゼントですか。
何かお探しですか。
お待たせしました。
申し訳ありません。

I

欢 迎来 到 鸟 羽市 ！

ホワン イン グゥアン リン

谢谢。
请稍等。
这边请。

recommend this one

繁体字
ニイ ハオ

你好，

歡迎來到

鳥羽市 ！

ホワン イン グゥアン リン

シエ シェ

謝謝。
ジャー ビエン チン

這邊請。

ウオ トゥイ ジエン ニン チェイ ガ

It looks good on you.

很适合您。

ヘン シー フゥア ニン

很適合您。

Is this for a gift?

ソン リー ヨン ダ マ

送礼用的吗 ?

ソン リー ヨン ダ マ

送禮用的嗎 ?

What are you looking for?

ニン ザイ ザオ セン ムォ

ニン ザイ ザオ セン ムォ

kept you waiting.
I

am sorry.

ヤン ニン ジュー タン ラー

ヤン ニン ジュー タン ラー

It is one of a kind.
/ We provide similar goods.

袋は必要ですか？

Do you need a bag?

まとめて包装しますか？

Would you like them wrapped up together?

ひとつずつ包装しますか？

Would you like them wrapped separately?

贈り物用に包装しますか？

Would you like it gift-wrapped?

袋は個数分入れますか？

Do you need a bag for each of the products you
purchased?

段ボール箱に商品を詰めますか？

Shall I pack it into a cardboard box?

値札を取りますか？

Would you like me to detach the price tag?

海外へ発送できます。

We ship internationally.

海外へ発送できません。

We do not ship internationally.

日本円以外は使用できません。

Only Japanese yen (JPY) is acceptable.

I will make a call for conﬁrmation.
It is sold out.

ここに出ているだけです。

These are all we have
(no more in stock).

商品を開けないでください。

Please do not open the case.

手に取ってご覧ください。

Please take a close look at it using your hands.

当店では値引きはできません。

We cannot give you a discount.

ただいまセール価格での販売です。

Now these are on sale.

定価での販売です。

We sell it at a ﬁxed price.

以上でよろしいですか。

Is that all?

セットのお値段です。

This is the bundle price of these products.

別売りの商品です。

We sell these goods separately.

バラ売りできます。

We can sell them separately.

バラ売りできません。

We cannot sell them separately.

絵や言葉を書いてください。

Please draw a picture or write words.

どんな商品をお探しでしょうか ?

What kind of goods are you looking for?

英語

ইࢌ ૺەПЩ .

۱ݣࢄ זɹ࠾ ?

トイレはこちらです。
You can go to the bathroom/toilet through this way.

i

インフォメーションに地図があります。
You can get a map at the information desk.

i
T OBA
S HOP P I N G
CONCI E RGE

ディ ブー チィー

ディ ブー チィー

ࠚԋ ̘Щնݞ܌ПЩ .
࣡ܛଟПЩ .

会計以降

T O BA
S HOP P I N G
C O NCI E RGE

レジ／免税／カード／包装

免税できます。

You can apply for tax exemption.

プレゼントですか ?

Is this for a gift?

免税できません。

You cannot apply for tax exemption.

リボンをつけますか ?

Would you like a ribbon?

化粧品・食品は免税対象外です。

Cosmetics and foods are excluded from tax
exemption.

箱は必要ですか ?

Do you need a box?

免税は行っていません。

We are not duty free.

無料の箱はこちらです。

You can get this box free of charge.

免税手続きできるカウンターを
ご案内します。

I will guide you to the cash register so that you
can apply for tax exemption.

有料の箱はこちらです。

You can buy this box.

レジまでご同行願えますか。

Could you come with me to the cash register?

未精算の商品をお持ちですか ?

Do you have anything that you have not yet
paid for?

お支払いはどうなさいますか ?

How would you like to pay?

お会計は○○円です。

Your total comes to 〇〇 yen.

Please show me your passport.

サインをお願いします。

Sign here, please.

暗証番号を入力し、確定（緑）
ボタンを押してください。

Please enter your password and press the green
button.

暗証番号エラーです。

You entered an incorrect password.

カード会社に電話して確認します。

I will call the credit card company to ﬁnd out
what happened.

このカードはご利用できません。

You cannot use this credit card.

限度額オーバーのためカードは
取り扱いできません。

We cannot accept this credit card because you
exceed your credit limit if you buy it.

（銀聯カードは取り扱っていな
いので）
、他のクレジットカー
ドでお願いします。

i

Please use another credit card (because we do
not accept China UnionPay cards).

￥

通信障害のためカードは
取り扱いできません。

At the moment, we cannot accept credit cards
because there is some problem with the card
reader.

クレジットカードのキャンセル
も確かに完了しました。

Your credit-card purchase of the product/service
has been cancelled.

¢ ＄

両替はできません。
Sorry, we cannot change money.

食品・生鮮版

i
TOBA
S HOP P I N G
C O NCI E RGE

英語

食品・生鮮版

Staﬀ

ご試食を用意しております。
We have food samples.

味はついていません。
It is unﬂavored.

ホテルで食べます。
I would like to eat it in my hotel room.

賞味期限です。
It shows the expiration date.

甘いです。／辛いです。／しょっぱいです。
It is sweet / spicy / salty.

すぐ食べます。
I would like to eat it right now.

製造年月日です。
It shows the date of packing.

酸っぱいです。／苦いです。
It is sour / bitter.

おすすめはどちらですか？
Which one do you recommend?

すぐにお召し上がりください。
Please eat it as soon as possible.

生ものです。
This is uncooked.

日本国外へ発送できますか？
Do you ship this internationally?

開封後そのままお召し上がりください。
Please eat it plain after you open its
package.

加熱してあります。
This is cooked.

日持ちします。
It keeps for a long time.
おみやげにおすすめです。
This one comes highly recommended as
a gift.
日本から持ち出せません。
I am afraid you cannot take it out of
Japan.
要冷蔵です。
It needs to be kept refrigerated.
保冷剤をお付けしますか？
Do you need an ice bag?
保冷剤は○時間保ちます。
The ice bag lasts for 〇 hours.

食品・生鮮版

Perishable and Non-Perishable Foods

ラーメン

うどん

そば

乳製品
Dairy products

Milk

ハム

カニ

いせえび

ウニ

ホタテ

Ham

Crab

Lobster

Sea urchin

Scallop

刺身

干物

海藻
Seaweed

海苔
Nori
(dried seaweed)

メロン

Dried ﬁsh

チョコレート

ゼリー

クッキー

まんじゅう

Jelly

Cookie

Manju
(steamed bean-jam bun)

せんべい

Chocolate

スナック菓子

ジャム

ビール

ワイン

日本酒

Snacks, munch

Jam

Beer

Wine

Sake (rice wine)

Ramen
noodles

Sliced
raw ﬁsh

こちらの商品は、 常温／冷凍 商品です。
This is a room-temperature / frozen
product.
○人分です。
This dish serves 〇 person(s).
試食できます。／試食はできません。
You can / cannot try a food sample.
インスタント商品です。
This is an instant food product.
レトルト商品です。
This is a retort pouch.
今の季節はおいていません。
We do not have it at this time of year.

i
TOBA
S HOP P I N G
C O NCI E RGE

鳥羽市

オモテは
フレーズ集

< ウラ >

飲食店版

英語

Customers お客様から

スタッフから

鳥羽市

おみやげ/その他版

Perishable and Non-Perishable Foods

i
T OBA
S HOP P I N G
CONCI E RGE

鳥羽市

ジャンル別シート

< オモテ >

After Customers Pay: at the Register / Tax Exemption / Credit Card / Gift-Wrapping

パスポートを見せてください。

ݨࡰॵ ࡳߵבП̤ ?

讓您久等了。
對不起 。

一点ものになります。
／類似品でご用意します。

鳥羽市

 ߪࡉն ࠾ۼ.

让您久等了。
对不起 。

ࠚ ݣʥࡳ ୗࠏଟПЩ !

ऌѣɹ ࢎݞПЩ .

我推薦您這個。

am sorry for having

I will check if it is in stock.

ࢄाࡰԸ ࠚ ࠾ۼ.

ヨウ ディー トゥ

有地圖。

ウオ トゥイ ジエン ニン チェイ ガ

ヘン シー フゥア ニン

I

今のシーズンは
お取扱いしておりません。

We do not sell it at this time of year.

This is a sample.

在庫を調べてきます。

࢙ݡր ̘Щԫ ࣬ ࠾ۼ.

有地图。

您在找什麼 ?

If you need any help, please ask me.

これは見本品です。

ʀۉଟПЩ .

チン シャオ ダン

請稍等。

您在找什么 ?

困ったことがあれば、
いつでも声をかけてください。

I will guide you.

ߪۭ ࠚ ࠾ۼ.

我推荐您这个。

to you.

韓国語

商品を選ぶ／探す／オーダーする

Please wait a moment.

品切れです。

߄ϙଙ ࠾ۼ. ѣݡ 

ホワン イン ライ ダオニャオ ユイ シイ

歡迎光臨。

買うまで

ご案内します。

電話で確認します。

我们使用选项表为您服务，请选择语言。
我們使用選項表為您服務，請選擇語言。

Before Customers Pay: Choosing/ Looking for / Ordering Goods

少々お待ちください。

Udon
(wheat noodles)

Soba
(buckwheat noodles)

牛乳

Melon

Senbei
(rice cracker)

ウイスキー
Whisky

日本製
Made in Japan

限定品
Limited item

鳥羽産
Made in Toba

本日製造
Made today

値引き品
Item sold on sale

i
T OBA
SHOPP I N G
CONCI ERGE

鳥羽市

ウラは単語帳

鳥羽市

