
簡易版 災害時指さしシート（⾞内等案内⽤） 組⽴てマニュアル
以降の内容に沿って各事業者様で組⽴てをお願いします。

※下記2ページについては各事業者様で個別に御⽤意いただく内容です。

各事業者様で、別の資料をご準備いただくか、
Excel等により適当なリンク先のQRコードを作成し、
空きスペースに貼り付けていただく等のご対応をいただくと、
より使⽤しやすくなります。

各事業者様の運⾏エリアごとの避難場所を自由に記載可能。
（手書き、テプラ等の貼り付け等）



①A4サイズの両面カラーで印刷します。
（用紙内の最大サイズで印刷してください。）



②ラミネート加工をする。



③下記の順番に並べてセロテープで留めます。

11 裏 表



④裏返して同様にセロテープで留めます。
右ページから順番に折り返します。

3 4 8

先
後



⑤完成です。



（車内等案内用）簡易版
日本語、青=英語、赤=繁体字、緑＝簡体字、紫＝韓国語　赤枠線は乗客のコメントを想定しています。

このシートを利用してお話しします

何が起きたの？　
What's happening ?　發生了什麼事 ？　发生了什么事 ?　무슨 일이 일어났나요 ?

We will use this sheet to 
communicate

我將使用本表與您交談
我将使用本表和您交谈

이 시트를 사용해서 말하겠습니다

とりあえず落ち着いて
Let's calm down

請先冷靜

请先冷静

우선, 침착하세요

安全のため停車しました

The vehicle has stopped in 
the interest of safety 

本車因考量乘客的安全而停車
本车因考虑乘客的安全而停车
안전을 위해 정차하였습니다

1

どうしたらいいの？【初動】　
What shall I do ? [Initial reaction]　我該怎麼做 ? 【初步行動】　　我该怎么做 ?【初步行动】　어떻게 하면 되나요 ?【첫 행동】

2

地震です

There has been 
an earthquake 

地震　地震
지진입니다

津波です

There has been 
a tsunami
海嘯　海啸
쓰나미입니다

火災です

➡詳細は3へ

➡詳細は11へ

There has 
been a fire 
火災　火灾
화재입니다

台風です

There has been 
a typhoon
颱風　台风
태풍입니다

洪水です

There has 
been a flood 
洪水　洪水
홍수입니다

土砂災害です

There has been a 
landslide

土砂災害　土砂灾害
토사 재해입니다

ここは危険です　It is not safe here 　這裡很危險　这里很危险　여기는 위험합니다

ここは安全です　It is safe here  　這裡很安全　这里很安全　여기는 안전합니다

身を低くして、
頭を守って

Stay low and protect　 
your head 

請將身體放低,保護頭部
　请将身体放低,保护头部

몸을 낮추고,머리를 
보호하세요

あっちの高いところに
早く逃げて

Evacuate to that higher 
ground quickly
快逃到那邊的高處
快逃到那边的高处

저쪽 높은 곳으로 신속하게 
대피하세요

煙を吸わないように、
タオル類で口を覆って避難して

Evacuate by covering your mouth with a towel 
or something similar to avoid inhaling smoke

請避免吸入煙霧,用毛巾類等覆蓋口部避難
请避免吸入烟雾,用毛巾类等捂住口部避难

연기를 마시지 않도록 수건 등으로 입을 가리고 
피난하세요

（ここ / あそこ ）で待機して

Wait (here / there)
請在（這邊 / 那邊）待機
请在（这边 / 那边）待机

(여기 / 저기)에서 대기하세요

動かないで

Do not move 
請不要動
请不要动

움직이지 마세요

係員の指示を待って

Follow the instructions given 
by a member of staff

等待工作人員的指示　等待工作人员的指示
직원의 지시를 기다리세요

災害時指さしシート

✚

2020.3

ウィー　ウィル　ユーズ　ディス　シート　トゥ　コミュニケイト

ゼア　ハズ　ビーン
アン　アースクエイク

ゼア　ハズ　ビーン
ア　タイフーン

ステイ　ロウ　アンド　プロテクト　ユア　ヘッド

ウェイト （ヒア / ゼア） ドゥー　ナット　ムーブ フォロー　ザ　インストラクションズ　ギヴン　バイ　ア　メンバー　オブ　スタッフ

エヴァキュエイト　トゥ　ザット　ハイヤー　グラウンド　クイックリィ エヴァキュエイト　バイ　カヴァリング　ユア　マウス　ウィズ　ア　タオル
オア　サムシング　シミラー　トゥ　アヴォイド　インヘイリン　スモーク

ゼア　ハズ
ビーン　ア　フラッド

ゼア　ハズ　ビーン　ア
ランドスライド

ゼア　ハズ　ビーン
ア　ツナミ

ゼア　ハズ　ビーン
ア　ファイア

ワッツ　ハプニング

ワット　シャル　アイ　ドゥ （イニシャル　リアクション）

イト　イズ　ナット　セイフ　ヒア

イト　イズ　セイフ　ヒア

レッツ　カーム　ダウン ザ　ヴィークル　ハズ　ストップト　イン　ザ　インタレスト　オブ　セイフティ



×

どういう状況なの？
What is the situation ?　現在是什麼狀況 ?　现在是什么状况 ?　어떤 상황이죠 ?

地震　Earthquake　地震　地震　지진

3

数字 0AM

PM 1 2 3 4 5 67

すぐに地震が来ます

An earthquake will 
occur soon

馬上就會發生地震
马上就会发生地震
곧바로 지진이 
발생합니다

＿＿ 分後に地震が来ます

An earthquake will 
occur in __ minute(s) 
＿＿ 分鐘後會發生地震
＿＿ 分钟后会发生地震
＿＿ 분 후에 지진이 

발생합니다

今後、地震があるかも
しれません

There may be an 
earthquake soon 
今後可能會發生地震
今后可能会发生地震

향후 지진이 발생할지도 
모릅니다

余震に気を付けて
ください

Watch out for 
aftershocks 
請小心餘震
请小心余震

여진에 조심하십시오

津波　Tsunami　海嘯　海啸　쓰나미 

警報　 Alerts　警報　警报　경보

すぐに津波が来ます

A tsunami will arrive 
soon 

馬上就會發生海嘯
马上就会发生海啸
곧바로 쓰나미가 

밀려옵니다

＿＿ 警報です

A ___ alert has 
been issued
＿＿ 警報
＿＿ 警报

＿＿ 경보입니다

洪水

Floods
洪水　洪水

홍수

大雨

Torrential rain
大雨　大雨

호우

暴風

Violent storm
暴風　暴风

폭풍

波浪

High surf
波浪　波浪

파랑

高潮

Tidal wave
高潮　高潮

고조

＿＿ 分後に津波が来ます

A tsunami will arrive in 
__ minute(s)

＿＿ 分鐘後會發生海嘯
＿＿ 分钟后会发生海啸
＿＿ 분 후에 쓰나미가 

밀려옵니다

今後、津波があるかも
しれません

There may be a 
tsunami soon 

今後可能會發生海嘯
今后可能会发生海啸

향후 쓰나미가 밀려올지도 
모릅니다

津波の心配は
ありません

There is no risk of 
tsunami

不用擔心發生海嘯
不用担心发生海啸

쓰나미 걱정은 없습니다

（通訳 / 作業）を手伝ってください
Please help with (interpretations / work)

請協助（口譯 / 作業）
请协助（口译 / 作业）

(통역 / 작업)을 도와 주십시오

＿＿＿ が話せる人はいますか？
Can anyone speak ___ ?

有人會說 ＿＿ 嗎 ?
有人会说 ＿＿ 吗 ?

＿＿ (을)를 말할 수 있는 분 계십니까 ?

設備等　 Equipment　設備等　设备等　설비 등 ＿＿ は使えません
___ cannot be 

used
無法使用 ＿＿
不能使用 ＿＿

＿＿ (은)는 사용할 
수 없습니다

トイレ

Restroom
洗手間
洗手间
화장실

エレベーター

Elevators
　電梯
　电梯
엘리베이터

Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi

Wi-Fi スマートフォン

Smartphones
智慧型手機
智能手机
스마트폰

携帯電話

Cell phones
手機
手机

휴대전화

Numbers　數字　
数字　숫자

アン　アースクエイク　ウィル　オカー　スーン

ア　ツナミ　ウィル　アライヴ　スーン ゼア　メイ　ビー　ア　ツナミ　スーン
ゼア　イズ　ノー　リスク　オブ　ツナミ

ア　ツナミ　ウィル　アライヴ　イン
＿＿ ミニット（ツ）

ワット　イズ　ザ　シチュエーション

アースクエイク

ツナミ

アラーツ

イクイップメント

レストルーム エレヴェイター ワイファイ

プリーズ　ヘルプ　ウィズ （インタープリテーションズ / ワーク）

ナンバーズ

キャン　エニィワン　スピーク ＿＿

スマートフォンズ セルフォンズ

＿＿ キャノット　ビー　ユーズド

フラッズ トーレンシャル　レイン ヴァイオレント　ストーム ハイ　サーフ ティードル　ウェイヴ

ア ＿＿ アラート　ハズ
ビーン　イシュード

アン　アースクエイク　ウィル
オカー　イン ＿＿ ミニット（ツ） ゼア　メイ　ビー　アン　アースクエイク　スーン

ワッチ　アウト　フォー　アフターショックス



発行者：国土交通省 四国運輸局営利目的でのご利用は固く禁じます。

高松空港
Takamatsu 
Airport

徳島阿波おどり空港
Tokushima 
Awaodori Airport

徳島阿波おどり空港
Tokushima 
Awaodori Airport

高知龍馬
空港
Kochi Ryoma
Airport

松山空港
Matsuyama

Airport

広島空港
Hiroshima 
Airport

広島空港
Hiroshima 
Airport

岡山空港
Okayama
Airport

岡山空港
Okayama
Airport

関西
国際空港
Kansai 

International 
Airport 

SHIKOKU
MAP 広島

Hiroshima

広島港
Hiroshima Port

宇和島
Uwajima

伊予大洲
Iyo-Ōzu

阿波池田
Awa-Ikeda

海部
Kaifu

多度津
Tadotsu

宇多津
Utazu

博多
Hakata

岡山
Okayama

和歌山港
Wakayama 
Port

神戸三宮フェリーターミナル
Kobe Sannomiya Ferry Terminal 新大阪

Shin-Ōsaka

高松
Takamatsu

松山
Matsuyama

高知
Kōchi

土佐くろしお鉄道
Tosa kuroshio Railway

土佐くろしお鉄道
Tosa kuroshio Railway

阿佐海岸
鉄道
Asa kaigan
Railway

ことでん
Takamatsu-
Kotohira 
Electric Railroad

鳴門線
Naruto Line

いよてつ
Iyo Railway

とさでん交通
Tosaden Traffic

四国
Shikoku

徳島港
Tokushima Port

高松港
Takamatsu

 Port

土庄港
Tonosho
Port

坂手港
Sakate
Port

愛媛県
Ehime Pref.

高知県
Kōchi Pref.

徳島県
Tokushima Pref.

香川県
Kagawa Pref.

山陽新幹線
Sanyo Shinkansen

九州新幹線
Kyushu Shinkansen

牟岐線
Mugi Line

徳島線
Tokushima

Line

土讃線
Dosan Line

予讃線
Yosan Line

予土線
Yodo Line

新幹線
JR Shinkansen line

JR在来線
JR conventional lines

私鉄
Private railway

バスルート
Bus route

フェリールート
Ferry route

松山観光港
Matsuyama
Tourist Port

三崎港
Misaki Port

佐賀関港
Saganoseki

Port

高徳線
Kōtoku 
Line

Safety Information Card 
安全資訊卡　安全信息卡　안전 정보 카드

緊急電話
●JNTO訪日旅客用ホットライン

050-3816-2787

Emergency Call　緊急電話　紧急电话　긴급 통화 緊急速報 Emergency Notification　緊急快訊　紧急通知　긴급 통보

医療機関/旅行保険 Medical Institution / Travel Insurance　
醫療機構 / 旅遊保險　医疗机构 / 旅游保险　
의료기관 / 여행 보험

List of Medical Institutions　
醫療機構清單　医疗机构清单　의료기관 목록

Up-to-date news 最新資訊　最新消息　
최신 뉴스

（24 hours a day）

JNTO Japan Visitor Hotline　JNTO旅客諮詢熱線　
JNTO旅客咨询热线　JNTO 방일 여객용 핫 라인

●Satety tips

●JNTO (Japan Safe Travel) on Twitter (English)

●NHK WORLD-JAPAN (English)
International broadcasting by the 
Japan's public broadcaster. Check the 
latest news regarding natural disasters 
and other unexpected events. 

Download this App to receive push 
notifications in case of earthquake, 
tsunami, etc.

●医療機関リスト
Search for medical institutions by a clinical department and a 
language. You can also get information on how to seek 
treatment at medical institutions, such as a "point-and-speak" 
sheet. If you look for information on how to obtain travel 
insurance after arriving in Japan, check this page, too.

Access to a wide range of useful travel information,
including natural disasters.

Check the “Important Notice” section.
You can also receive the same push 
notifications as Safety tips App.

日本政府観光局 Japan National Tourism Organization (JNTO)　
日本國家旅遊局　日本国家旅游局　일본정부관광국

JNTO Official website　JNTO官網　
JNTO官网　JNTO 공식 사이트

日本旅遊官方App　
日本旅行官方App　
일본 공식 여행 앱

●JNTO Webサイト ●Japan Official Travel App

Follow “Japan Safe Travel” for safety tips and 
latest information on natural disasters @JapanSafeTravel

https://www.jnto.go.jp/emergency/Also available on Apps.(App Store,Google Play) nhk.jp/world

https://www.japan.travel/en/

App Store Google Play

●救急／消防
24 hours a day, at no charge

Ambulances / Fire Service
急救 / 消防　急救 / 消防　구급 / 소방

（English / 繁體中文 / 简体中文 / 한국어）

119
●警察

24 hours a day, at no charge

Police　警察　警察　경찰

110

Call us whenever you need a support

観光庁　Japan Tourist Agency觀光廳　观光厅　관광청

30㎞（18.75mile）

窪川
Kubokawa若井

Wakai中村
Nakamura

徳島
Tokushima



× × × ×

7 8 9

怪我・体調
 Injuries / physical condition　受傷、身體狀況　受伤、身体状况　부상·몸 상태

4
大丈夫ですか？
How are you 
feeling ?

還好嗎 ?　还好吗 ?
괜찮으십니까 ?

基本的な応答
Basic communication　基本問答　基本问答　기본적인 응답

5

はい　
YES

言語
Languages
語言
语言
언어

6 日本語 Japanese　日文
日语　일본어

英語 English　英文
英语　영어

北京語 Mandarin　中文
中文　베이징어

広東語 Cantonese　廣東話
粤语　광둥어

韓国語 Korean　韓文
韩语　한국어

スペイン語 Spanish　西班牙文
西班牙语　스페인어

フランス語 French　法文
法语　프랑스어

ベトナム語タイ語 Vietnamese　越南文
越南语　베트남어

Thai　泰文
泰语　태국어

10 
Ten

十　十　십

100
Hundred
百　百　백

1000
Thousand
千　千　천

10000
Ten thousand
萬　万　만

いいえ　
No

あります
Yes, I have.　有
有　있습니다

ありません
No, I don't have.　沒有

没有　없습니다

あっちです
It is that way　那邊
那边　저쪽입니다

こっちです
It is this way 　這邊
这边　이쪽입니다

調べます
I will check　我查一下

我查一下　알아보겠습니다

待ってください
Please wait 　請稍等

请稍等　기다려 주십시오

できます
Yes, I can.　可以 / 能

可以 / 能　할 수 있습니다

できません
No, I cannot.　不可以 / 不能
不可以 / 不能　할 수 없습니다

分かりました
I understand　知道了 / 明白了
知道了 / 明白了　알겠습니다

分かりません
I do not understand　不知道 / 不明白

不知道 / 不明白　모르겠습니다

けが人がいます
Someone is injured 

有人受傷
有人受伤

부상자가 있습니다

（手 / 足 / 耳 / 目）が不自由です
I have a problem with my (hand(s)/leg(s)/ear(s)/eye(s))
 （手 / 腳 / 耳朵 / 眼睛）有障礙　
（手 / 脚 / 耳朵 / 眼睛）有残疾
(손 / 발 / 귀 / 눈)(이)가 불편합니다

（外科 / 内科 / 小児科 / 産婦人科）の病院はどこですか？
Where is the hospital with (a trauma unit / an internal medicine department / 

pediatrics / obstetrics) ?
（外科內科 / 小兒科 / 婦產科）醫院在哪裡 ?　（外科/内科/小儿科/妇产科）医院在哪里 ?

(외과 / 내과 / 소아과 / 산부인과) 병원은 어디에 있습니까?

＿＿ をけがしています
(He / she) has injuries to (his / her) ___

＿＿ 受傷了
＿＿ 受伤了

＿＿ (을)를 다쳤습니다

寒いです

I am cold 
冷　冷
춥습니다

妊娠しています

I am pregnant
懷孕　怀孕

임신 중입니다

体の調子が悪いです
I am unwell
身體不舒服
身体不舒服

몸 상태가 좋지 않습니다

けが人はいますか？
Is anyone hurt ?
有人受傷嗎 ?
有人受伤吗 ?

부상자가 있습니까 ?

体調不良の人はいますか？
Is anyone unwell ?
有人身體不適嗎 ?
有人身体不适吗 ?

몸 상태가 좋지 않으신 분이 계십니까 ?

ハウ　アー　ユー　フィーリング

サムワン　イズ　インジャード

アイ　ハヴ　ア　プロブレム　ウィズ　マイ　（ハンド（ズ） / レッグ（ス） / イヤー（ズ） / アイ（ズ））

ウェア　イズ　ザ　ホスピタル　ウィズ　（ア　トラウマ　ユニット / アン　インターナル　メディスン　デパートメント / ペディアトリクス / アブステトリクス）

アイ　アム　コールド アイ　アム　プレグナント

（ヒー /シー）　ハズ　インジャリーズ　トゥー　（ヒズ/ハー） ＿＿ アイ　アム　アンウェル

イズ　エニィワン　ハート イズ　エニィワン　アンウェル

インジャリー フィジカル　コンディション

ベーシック　コミュニケーション

イエス　アイ　ハヴ

ノー　アイ　ドント　ハヴ

イト　イズ　ザット　ウェイ イト　イズ　ディス　ウェイ

ジャパニーズ イングリッシュ マンダリン

カントネーズ コリアン スパニッシュ

フレンチ タイ

テン ハンドレッド サウザンド テン　サウザンド

ヴェトナメーズ

ラングイッジズ

アイ　ウィル　チェック プリーズ　ウェイト

ノー　アイ　キャノット アイ　ドゥー　ナット　アンダスタンド

イエス　アイ　キャン アイ　アンダスタンド



避難　
Evacuation　避難　避难　피난

11

安全な場所に避難します
We are evacuating to safety 

將前往安全的場所避難
将前往安全的场所避难

안전한 장소로 피난해야 합니다

落ち着いて
Stay calm
請冷靜
请冷静
침착하세요

＿＿ 小学校

___ Primary School 
＿＿ 小學　＿＿ 小学

＿＿ 초등학교

＿＿ 中学校

___ Junior High School
＿＿ 中學　＿＿ 初中

＿＿ 중학교

＿＿ 高校

___ High School 
＿＿ 高中　＿＿ 高中

＿＿ 고등학교

＿＿ 大学

___ University 
＿＿ 大學　＿＿ 大学

＿＿ 대학교

＿＿ 駅

___ Station 
＿＿ 站　＿＿ 站

＿＿ 역

＿＿ 公民館

___ Community Center 
＿＿ 公民館　＿＿ 公民馆

＿＿ 공민관

＿＿ 公園

___ Park
＿＿ 公園　＿＿ 公园

＿＿ 공원

＿＿ 避難所

___ evacuation area 
＿＿ 避難所　＿＿ 避难所

＿＿ 피난소

離れないで　
Stay close　
請跟緊　
请跟紧　

떨어지지 마세요

戻らないで
Do not go back
請不要往回走
请不要往回走
돌아가지 마세요

頭上と足下に気をつけて
Watch your head and steps

小心頭上和腳下
小心头上和脚下

머리 위와 발 밑을 조심하세요

押さないで
Do not push
請不要推
请不要推
밀지 마세요

走らないで
Do not run
請不要跑
请不要跑
뛰지 마세요

徒歩
Walk
步行
步行
도보

（私に / あの人に / みんなに）付いていって
Follow (me / that person / everyone)

請跟（我 / 那個人 / 大家）走
请跟（我 / 那个人 / 大家）走

(나를 / 저 사람을 / 모두를) 따라서

ウィー　アー　エヴァキュエーティング　トゥ　セイフティ

ステイ　カーム

ステイ　クロース

＿＿ プライマリー　スクール ＿＿ ジュニア　ハイ　スクール ＿＿ ハイ　スクール ＿＿ ユニヴァーシティ

＿＿ ステイション ＿＿ コミュニティセンター ＿＿ パーク ＿＿ エヴァキュエーション　エリア

ドゥー　ナット　ゴー　バック ワッチ　ユア　ヘッド　アンド　ステップス

ドゥー　ナット　プッシュ ドゥー　ナット　ラン

フォロー （ミー / ザット　パーソン / エヴリワン） ウォーク

エヴァキュエーション



備蓄
Reserve　儲備　储备　비축

10
水

Water　水
水　물 

食料
Food and drink
食品　食品　식량 

毛布
Blankets　毛毯
毛毯　모포 

＿＿＿ が欲しいです
I want a ___　我想要 ＿＿

我想要 ＿＿　＿＿ (이)가 필요합니다 

＿＿＿ を配ります
We are distributing ___　現在發放 ＿＿
现在发放 ＿＿　＿＿ (을)를 나눠줍니다

設備等
Facilities　設備等　设备等　설비 등

8
Wi-Fiはどこで使えますか？
Where can I get Wi-Fi ?
　　 哪裡能使用Wi-Fi ?
　　 哪里能使用Wi-Fi ?
Wi-Fi는 어디서 사용할 수 있습니까 ?

充電はどこでできますか？
Where can I charge  my __? 
哪裡能充電 ?　哪里能充电 ?

충전은 어디서 할 수 
있습니까 ?

トイレはどこですか？
Where is the restroom ? 

洗手間在哪裡 ?
洗手间在哪里 ?

화장실은 어디입니까 ?

情報等
Information　資訊等　信息等　정보 등

9
＿＿＿ は､運行していますか？

Is __ in operation ?
＿＿ 有運行嗎 ?
＿＿ 有运行吗 ?

＿＿ (은)는 운행하고 있습니까 ?

列車 バス
Trains　列車
列车　열차

＿＿ は運行していません

___ is not operating at present
＿＿ 沒有運行　＿＿ 没有运行

＿＿ (은)는 운행하고 있지 않습니다

＿＿ はまもなく運転開始します
___ will resume operation 

shortly
＿＿ 馬上就要開始運行
＿＿ 马上就要开始运行

＿＿ (은)는 잠시 후 운행을 
개시합니다

＿＿＿ の運行情報はここです
This is where you will find updates for the ___ service　＿＿ 的運行資訊在這裡

＿＿ 的运行信息在这里　＿＿ 의 운행 정보는 여기에 있습니다

気象災害情報はここです
This is where you will find weather and disaster updates　氣象災害資訊在這裡

气象灾害信息在这里　기상 재해 정보는 여기에 있습니다

＿＿ 時に復旧予定です
It is expected to resume 

operation at ___ : ___ am / pm
預計 ＿＿ 點恢復　预计 ＿＿ 点恢复

＿＿ 시에 복구될 예정입니다

＿＿ の運転再開には時間がかかります
___ will take time to resume operation 

＿＿ 要恢復運行還要一些時間
＿＿ 要恢复运行还需要时间

＿＿ 의 운행이 재개되려면 시간이 걸립니다

Buses
巴士
巴士
버스

タクシー
Taxis
計程車
出租车
택시

船
Boats
船
船
배

飛行機
Airplanes
飛機
飞机
비행기

停電
Power outage
停電
停电
정전

＿＿＿ の乗り場への行き方を教えて下さい

Please show me the way to the place 
where I can catch the __ service 

請問 ＿＿ 的乘車處怎麼走　请问 ＿＿ 的乘车处怎么走
＿＿ 타는 곳까지 가는 방법을 가르쳐 주십시오

＿＿＿ はいつ復旧しますか？
When will the __ service resume ?

＿＿ 什麼時候會恢復 ?
＿＿ 什么时候会恢复 ?

＿＿ (은)는 언제 복구됩니까?

（国際 / 無料）電話はどこでかけられますか？
Where can I make (a free / an international) call ?

哪裡能打（國際 / 免費）電話 ?　　　　
哪里能打（国际 / 免费）电话 ?　　　　

(국제 / 무료) 전화는 어디서 걸 수 있습니까 ?　　　

今日、宿泊できる場所を探しています
I am looking for a place to stay tonight 

我在找今天住宿的地方
我在找今天住宿的地方

오늘 숙박할 수 있는 곳을 찾고 있습니다

＿＿＿ で情報確認
したい

I want to check the 
information in ___ 

我想用 ＿＿ 確認資訊

我想用 ＿＿ 确认信息

＿＿ 로 정보를 
확인하고 싶다

ファイシリティーズ

インフォメーション

ウェア　キャン　アイ　ゲット　ワイファイ

ウェア　キャン　アイ　メイク　（ア　フリー / アン　インタナショナル）　コール

イズ ＿＿ イン　オペレーション

トレインズ

＿＿ イズ　ナット　オペレーティング　アト　プレズント

＿＿ ウィル　レジューム　オペレーション　ショートリィ

アイ　ウォント　トゥ　チェック　ザ
インフォメーション　イン ＿＿ 

＿＿ ウィル　テイク　タイム　トゥ　レジューム　オペレーション

ディス　イズ　ウェア　ユー　ウィル　ファインド　アップデイツ　フォー　ザ ＿＿ サーヴィス

ディス　イズ　ウェア　ユー　ウィル　ファインド　ウェザー　アンド　ディザスター　アップデイツ

リザーヴ

ワーラー フード　アンド　ドリンク

ウィー　アー　ディストリビューティング＿＿ アイ　ウォント　ア ＿＿ 

ブランケッツ

イト　イズ　エクスペクティド　トゥ　レジューム　オペレーション　アト  ＿＿ 

バスィズ タクシィズ ボーツ エアプレインズ パワー　アウティッジ

ウェン　ウィル　ザ＿＿ サーヴィス　レジュームプリーズ　ショウ　ミー　ザ　ウェイ　トゥ　ザ　プレイス
ウェア　アイ　キャン　キャッチ　ザ ＿＿ サーヴィス

アイ　アム　ルッキング　フォー　ア　プレイス　トゥ　ステイ　トゥナイト

ウェア　イズ　ザ　レストルームウェア　キャン　アイ　チャージ　マイ ＿＿ 


