
少々お待ちください。

よいご旅行を！

足下にお気をつけください。

写真をお撮りしましょうか ?

紙に書いてください。

どこからきましたか？（出身）

私の名前は○○です。

わかりましたか？

わかりません。

ごめんなさい。／気にしないでください。ありがとうございます。／どういたしまして。

さようなら。

お元気ですか？

ようこそお越しくださいました。

こんにちは。おはようございます。

お待たせいたしました。

またお越しください。

わかります。

こんばんは。

Good morning. Hello

Where are you from?

Please come again.

您從哪裡來的？ 您从哪里来的？

알겠습니다이해하셨어요?

Do you understand?

My name is ○○.

我不明白。

我不明白。I don't understand.

모르겠습니다

你好嗎？ 你好吗？

How are you?

Good bye.

再见。

再見。

晚安。 晚上好

안녕하세요

Good evening. Sorry to keep you waiting.

많이 기다리셨습니다

즐거운 여행 되세요!

Have a great trip!

祝您玩得愉快！

祝您玩得愉快！

久等了。

让您久等了。

죄송합니다／괜찮아요

I'm sorry. ／Please don't worry about it.

對不起。／別介意。 对不起。／别介意。

欢迎光临。歡迎光臨。

Welcome and thank you for coming.

잘 오셨습니다

종이에 적어주세요

Please write it on the paper.

請寫在紙上。

请稍等。

請稍等。Please wait a moment.

잠시만 기다려주세요

사진 찍어드릴까요?

要不要幫您拍照？

Shall I take a photo for you?

帮您拍照吧？

请注意脚下。請注意腳下。
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私は外国語が話せないので，下の文と単語を指さしてください。
I only speak Japanese, so please point 
to the phrases or words below.

早安。 早上好。

我明白。

我明白。

欢迎再次光临。

안녕하세요 안녕하세요

또 와주세요

グッド　 モーニング

グッド　イーベニング

ハロー

어디에서 오셨어요? 

您好。您好。

I understand.

明白了吗？

明白了嗎？

제 이름은 ○○입니다

我叫〇〇。 我叫〇〇。

请写在纸上。

Please watch your step.

발 밑을 조심하세요.

我不會說外語，請用手指下方的詞句。

我不会说外语，请用手指下方的词句。 

저는 외국어를 할 줄 모릅니다. 아래의 문장 또는 단어를 가리켜주십시오.

英   

語

韓 

国 

語

ソリー  トゥ  キープ  ユー  ウェティング

ウエルカム　 アンド　サンキュー　フォー　カミング

ハウ  アー  ユー

グッド  バイ

Thank you／ You're welcome.
サンキュー     ／ ユアー  ウェルカム

プリーズ  カム  アゲーン

プリーズ  ウェイト  ア  モメント

ハヴァ  グレート  トリップ

プリーズ  ワッチ  ヨー  ステップ

シャルアイ  テーク  ア  フォト  フォー  ユー

ウェア  アー  ユー  フロム

プリーズ  ライト  イト  オン  ザー  ペーパー

マイ  ネーム  イズ  ＯＯ

アイ  ドント  アンダスタンド

ドゥ  ユー  アンダスタンド アイ  アンダスタンド

アイム ソリー  ／ プリーズ  ドント ワリー アバウトイト

ト　ワジュセヨ

アンニョンハセヨ

アンニョンハセヨ

アンニョンハセヨ

안녕하세요

チャル　オショスムニダ

안녕히 가세요

감사합니다／별 말씀을요
カムサハムニダ ／  ピョル マルスムルヨ チェソンハムニダ ／ ケンチャナヨ

アルゲッスムニダイヘハショソヨ？

モルゲッスムニダ

チェ イルムン ○○イムニダ

アンニョンヒ　カセヨ

アンニョンハセヨ サジン　チゴドゥリルカヨ？

チョンイエ　チョゴジュセヨ

チュルゴウン　ヨヘン　テセヨ

チャムシマン　キダリョジュセヨ マニ　キダリショッスムニダ

オディエソ　オショソヨ？

パル　ミットゥル　チョシムハセヨ

ウオ ジアオ 〇〇。

ザオ アン。 ニン ハオ。

ワン アン。

ホワン イン グアン リン。

ニン ハオ マー？ ニン ハオ マー？

ザイ ジィエン。

ニン ツォン ナー リ ライ ダ？

 
 
 
 
 

期待您的再度光臨。
チィー ダイ ニン ダ ザイ ドゥ グアン リン

ニン ツォン ナー リ　ライ ダ？

チン シィエ ザイ ジィー シャン。

ヤオ ブー ヤオ バン ニン パイ ジャオ？

チン ズゥー　イー ジャオ シィア。

ジュウ ニン ワン ダ ユィー クォアイ。

チィン シャオ デン。 ジョウ デン ラ。

謝謝。／不客氣。
シェ シェ。／ブー クァ チィー。 ドゥエイ ブー チー。／ビィエ ジィエ イー。

ウオ ミン バイ。

ウオ ブー ミン バイ。

ミン バイ ラ マ？

ザオ シャン ハオ。 ニン  ハオ。

ワン シャン ハオ

ホアン イン グァン リン。

ザイ ジィエン。

谢谢。／不客气。
シェー シェ。／ブー クァ チィー。

ウオ ミン バイ。

ウオ ブー ミン バイ。

ミン バイ ラ マ？

ウオ ジャオ 〇〇。

ドゥエイ ブー チー。／ビィエ ジィエ イー。

チン シィエ ザイ ジィー シャン。チン ジュウ イー ジャオ シィア。

バン ニン パイ ジャオ バ？ ホアン イン ザイ ツィー グァン リン

ジュウ ニン ワン ダ ユィー クォアイ。

ラン ニン ジョウ デン ラ。チィン シャオ デン。
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