「新しい生活様式」に関する外国人旅行者等向け多言語案内文例
共通
１

当店（当施設）では新型コロナウイルス感染症拡大予防のための新しい生活様式の実践を
行っています。

英

語：At our facilities, we are practicing

New

Lifestyle

in order to prevent

the spread of the novel coronavirus.
中国語（簡体字）
：本店（本设施）为了预防新型冠状病毒的扩散实施了一种新的生活方式。
中国語（繁体字）
：本店（本設施）為了預防新型冠狀病毒的擴大，將會實施新的生活方式。
韓国語：당 점포(당 시설)에서는 신종 코로나바이러스 감염증 확대 예방을 위하여 새로운
생활양식을 실천하고 있습니다.
２

従業員はマスクを着用して対応しています。

英

語：Our staff are wearing masks.

中国語（簡体字）
：工作人员会佩戴口罩进行案内。
中国語（繁体字）
：工作人員會配戴口罩來接待客人。
韓国語：종업원은 마스크를 착용하고 접객합니다.
３

お客様へのお願い 入店（入場）時にはマスクの着用をお願いします。

英

語：We ask that our customers wear masks when they visit.

中国語（簡体字）
：对客人的请求 入店（入场）时请佩戴口罩。
中国語（繁体字）
：對客人的請求 入店（入場）時請配戴口罩。
韓国語：고객님께 부탁 말씀

입점(입장) 시에는 마스크 착용을 부탁드립니다.

４

マスクの着用のないお客様は入店（入場）をお断りします。

英

語：We refuse entry to customers not wearing masks.

中国語（簡体字）
：拒绝未佩戴口罩的客人入店（入场）
。
中国語（繁体字）
：拒絕沒有配戴口罩的客人入店（入場）
。
韓国語：마스크를 착용하지 않으신 고객은 입점(입장)을 사절합니다.
５

発熱・風邪の症状のあるお客様の入店（入場）はご遠慮ください。

英

語：If you are experiencing fever or cold-like symptoms, please refrain from
entering.

中国語（簡体字）
：有发烧・感冒症状的客人谢绝入店（入场）
。
中国語（繁体字）
：有發燒・感冒症狀的客人謝絕入店（入場）
。
韓国語：발열·감기 증상이 있는 고객님은 입점(입장)을 삼가십시오.

６

入店（入場）時の検温を行っておりますのでご協力ください。発熱が確認されたり、体調
が悪いお客様の入店をお断りします。

英

語：We are conducting temperature checks upon entry, and ask for your cooperation.
Customers exhibiting fever or who feel unwell shall be denied entry.

中国語（簡体字）
：入店（入场）时请配合体温检测，拒绝发烧以及身体不适的客人入店。
中国語（繁体字）
：入店（入場）時請配合體溫檢測，拒絕發燒以及身體不適的客人入店。
韓国語：입점(입장) 시 검온을 실시하고 있음으로 협조하여 주십시오. 발열이 확인되거나
몸이 안 좋으신 고객의 입점을 사절합니다.
７

入店人数を制限しています。ソーシャルディスタンスを保ってお待ちください。

英

語：We are currently imposing a limit on the number of people allowed to enter.
Please maintain physical distance from others while you wait.

中国語（簡体字）
：正在限制入店人数，等待时请保持社交距离。
中国語（繁体字）
：正在管制入店人數，等候時請保持社交距離。
韓国語：입점 인원수를 제한하고 있습니다. 사회적 거리두기를 지키며 기다려 주십시오.
８

消毒薬を入口などに設置しています。ご利用ください。

英

語：Hand sanitizer is available at the entrance. Please use it.

中国語（簡体字）
：请使用在入口等安放的消毒液。
中国語（繁体字）
：請使用在入口等設置的消毒水。
韓国語：입구에 손 소독제를 설치하여 두었으니 이용하시기 바랍니다.
９

手すり、ドアノブは１日○回以上消毒を行っています。

英

語：The handrails and doorknobs are disinfected at least X times per day.

中国語（簡体字）
：扶手以及门把手１天会消毒○次以上。
中国語（繁体字）
：扶手以及門把１天會消毒○次以上。
韓国語：난간이나 문손잡이는 하루에 ○번 이상 소독하고 있습니다.
10

換気のため、窓、出入口等を開放しています。

英

語：For ventilation, we are keeping windows and doors open.

中国語（簡体字）
：为了换气窗子和出入口等将会开放。
中国語（繁体字）
：鑒於通風需求、窗戶和出入口等將會開放。
韓国語：환기를 위하여 창문, 출입구 등을 개방하고 있습니다.

11

喫煙室の利用を停止しています。

英

語：The smoking room is currently unavailable.

中国語（簡体字）
：目前停止了吸烟室的使用。
中国語（繁体字）
：目前停止了吸菸室的使用。
韓国語：흡연실 이용을 중지하고 있습니다.
12

ハンドドライヤーの利用を停止しています。

英

語：The hand dryers are currently out of use.

中国語（簡体字）
：目前停止了干手器的使用。
中国語（繁体字）
：目前停止了手部烘乾機的使用。
韓国語：핸드 드라이어 이용을 중지하였습니다.
13

レジでのお支払い時は床のマークに沿ってお並びください。

英

語：When lining up to pay at the register, please stand according to the markings
on the floor.

中国語（簡体字）
：在柜台结算时请顺着地上的标签等待。
中国語（繁体字）
：在櫃台結帳時請依照地板的標示排隊等候。
韓国語：계산대에서 결제 시는 바닥에 그어 둔 표시에 따라 줄 서 주시기 바랍니다.
14

キャッシュレスでのお支払いにご協力ください。

英

語：Please use cashless payment methods.

中国語（簡体字）
：请配合我们使用无现金结算方式。
中国語（繁体字）
：敬請配合我們使用無現金的支付方式。
韓国語：카드 결제, 간편결제에 협조하여 주십시오.
15

外貨、日本円ともに両替は行っておりません。

英

語：We do not offer currency exchange from foreign currency or Japanese yen.

中国語（簡体字）
：未进行外币以及日元的兑换服务。
中国語（繁体字）
：沒有提供外幣與日圓的兌換服務。
韓国語：외화, 일본엔 둘 다 환전은 하지 않습니다.
16

お会計時にはトレーを利用し、現金等の手渡しは行いません。

英

語：We use trays for payment, and do not allow hand-to-hand transfers of cash.

中国語（簡体字）
：结账时会使用托盘，现金等不会直接进行交接。
中国語（繁体字）
：結帳時會使用托盤、現金等不會直接親手交付。
韓国語：결제 시는 머니 트레이를 사용하므로 현금 등을 직접 전달하지는 않습니다.

17

体調が悪い場合は、通話料無料の愛知県多言語コールセンターにご連絡ください。外国語
で対応可能な医療機関等の案内を行っています。

英

語：If you are feeling ill, please contact the toll-free Aichi Multilingual Call
Center. The Center offers information about healthcare providers and other
topics in multiple languages.

中国語（簡体字）
：身体不适时请联系免费通话的爱知县多语言客服中心，将会案内可对应外语
的医疗机构等。
中国語（繁体字）
：身體不適時請聯繫免付費電話的愛知縣多語言客服中心，將會提供可對應外
語的醫療機構。
韓国語：몸이 안 좋으신 경우는 통화료 무료의 아이치현 다언어 콜센터로 연락해 주십시오.
외국어로 대응 가능한 의료기관 등을 안내해 드립니다.
18

通訳が必要な場合は、通話料無料の愛知県多言語コールセンターにご連絡ください。
ＱＲコードを読み取ってください。

英

語：If you require interpretation services, please contact the toll-free Aichi
Multilingual Call Center. Please scan the QR code.

中国語（簡体字）
：需要翻译时请联系免费通话的爱知县多语言客服中心，请识别二维码。
中国語（繁体字）
：需要翻譯時請聯繫免付費電話的愛知縣多語言客服中心，請讀取ＱＲ代碼。
韓国語：통역이 필요할 시는 통화료 무료의 아이치현 다언어 콜센터로 연락해 주십시오.
QR 코드를 스캔하여 주십시오.
小売店
１

営業時間は○○時から△△時とさせていただいています。

英

語：Our opening hours are from 00:00 am/pm to 00:00 am/pm.

中国語（簡体字）
：营业时间为○○点到△△点。
中国語（繁体字）
：營業時間為○○點到△△點。
韓国語：영업시간은 ○○시부터 △△시까지입니다.
２

ただ今試食のサービスは中止しています。

英

語：Tasting is currently unavailable.

中国語（簡体字）
：我们目前停止了品尝服务。
中国語（繁体字）
：我們目前停止了試吃服務。
韓国語：현재 시식 서비스는 중지하고 있습니다.

３

買い物かごはご利用毎に消毒を行っています。

英

語：Shopping baskets are disinfected after every use.

中国語（簡体字）
：购物篮会在每次使用后进行消毒。
中国語（繁体字）
：購物籃會在每次使用後進行消毒。
韓国語：매장 바구니는 이용 시마다 소독하고 있습니다.
４

試着をご希望のお客様は従業員に声をかけてください。

英

語：If you would like to try something on, please let our staff know.

中国語（簡体字）
：希望试穿的客人请呼叫工作人员。
中国語（繁体字）
：希望試穿的客人請告知工作人員。
韓国語：옷을 시착하실 고객님께서는 직원에게 말씀하여 주십시오.
５

ご希望の商品をお取りしますので、従業員に声をかけてください。

英

語：We will retrieve the product for you, so please talk to our staff.

中国語（簡体字）
：若有想要的商品请呼叫工作人员，我们会帮您准备。
中国語（繁体字）
：若有想要的商品請告知工作人員，我們會幫您準備。
韓国語：원하시는 상품을 가져오겠으므로 직원에게 말씀하여 주십시오.
飲食店
１

テーブルでは横並びでおかけください。お客様同士向かい合わせにならないようご協力く
ださい。

英

語：Please sit along one side of the table. Please do not sit facing other
customers.

中国語（簡体字）
：请并排使用桌子，请不要和其他客人面对面使用。
中国語（繁体字）
：請並排使用桌子，請不要和其他客人面對面使用。
韓国 語：테이블에서는 옆으로 나란히 앉으십시오. 손님끼리 마주 앉지 않도록 협조
부탁드립니다.
２

カウンターでは隣のお客様と席を空けておかけください。

英

語：When sitting at the counter, please leave an empty seat between yourself and
the next customer.

中国語（簡体字）
：柜台座位请和其他客人隔一个座位使用。
中国語（繁体字）
：吧檯座位請和其他客人隔一個座位使用。
韓国語：카운터에서는 옆 손님과 자리를 하나씩 띄워 앉으십시오.

３

当店では、テーブルのお客様用に透明シートの衝立を設置しております。

英

語：We have installed clear partition screens for customers.

中国語（簡体字）
：本店为使用桌子的客人设置了透明的屏幕。
中国語（繁体字）
：本店為使用桌子的客人設置了透明薄板屏幕。
韓国語：당

점포에서는

테이블에

앉으신

고객님께

투명

시트로

된

칸막이를

설치하였습니다.
４

○名以上のご来店の場合には事前の予約をお願いします。

英

語：For groups of X or more people, please make a reservation in advance.

中国語（簡体字）
：○名以上光临时请提前预约。
中国語（繁体字）
：○名以上光臨時請提前預約。
韓国語：○명 이상이 오실 경우는 사전에 예약하여 주시기 바랍니다.
５

外国語のメニューを用意しています。

英

語：We have menus in other languages.

中国語（簡体字）
：本店准备了外语菜单。
中国語（繁体字）
：本店準備了外語菜單。
韓国語：외국어 메뉴가 준비되어 있습니다.
６

注文は設置の端末をご利用ください。

英

語：Please use the provided device to place your order.

中国語（簡体字）
：点餐请使用安放的电子平板。
中国語（繁体字）
：點餐請使用放置的電子平板。
韓国語：주문은 설치된 단말기를 이용하여 주십시오.
７

お会計はテーブルでお願いします。

英

語：Please pay at your table.

中国語（簡体字）
：请在餐桌结账。
中国語（繁体字）
：請在餐桌結帳。
韓国語：계산은 자리에서 부탁드립니다.
８

屋外のお席のご利用をおすすめします。

英

語：We recommend outside seating.

中国語（簡体字）
：推荐使用屋外的坐席。
中国語（繁体字）
：推薦使用戶外的座位。
韓国語：옥외에 있는 좌석의 이용을 권합니다.

９

テイクアウトがご利用できます。

英

語：We offer takeout.

中国語（簡体字）
：本店可以打包。
中国語（繁体字）
：本店可以外帶。
韓国語：테이크아웃이 가능합니다.
10

テイクアウト用のメニューです。

英

語：This is our takeout menu.

中国語（簡体字）
：这是打包专用的菜单。
中国語（繁体字）
：這是外帶專用的菜單。
韓国語：테이크아웃 메뉴입니다.
11

テイクアウト専用レジをご利用ください。

英

語：Please use the takeout register.

中国語（簡体字）
：请使用打包专用柜台。
中国語（繁体字）
：請使用外帶專用櫃台。
韓国語：테이크아웃 전용 계산대를 이용하여 주십시오.
12

出前サービスを行っています。

英

語：We are offering delivery.

中国語（簡体字）
：本店有外卖服务。
中国語（繁体字）
：本店有外送服務。
韓国語：배달 서비스가 있습니다.
13

出前サービス用のメニューです。

英

語：This is the delivery menu.

中国語（簡体字）
：这是外卖专用的菜单。
中国語（繁体字）
：這是外送專用的菜單。
韓国語：배달 서비스용 메뉴입니다.
観光施設
１

ただ今一部の施設のご利用を中止しております。

英

語：Currently, some facilities are closed temporarily.

中国語（簡体字）
：目前停止了部分设施的使用。
中国語（繁体字）
：目前停止了部分設施的使用。
韓国語：현재 일부 시설은 이용이 중단되었습니다.

２ 施設への入場制限を行っております。ソーシャルディスタンスを保ってお待ちください。
英

語：We are limiting the number visitors who may enter our facilities at once.
Please maintain physical distance from others while you wait.

中国語（簡体字）
：本设施正在进行入场限制，等待时请保持社交距离。
中国語（繁体字）
：本設施正在進行入場管制，等候時請保持社交距離。
韓国語：시설의 입장 제한을 하고 있습니다. 사회적 거리두기를 지키며 기다려 주십시오.
３

団体でご利用の場合には、少人数のグループに分けてご案内させていただきます。

英

語：If you are visiting as a large group, we ask that you to be divided up into
smaller groups.

中国語（簡体字）
：团队使用的情况会分为各个小组进行案内。
中国語（繁体字）
：團體使用的情況會為您分為小組進行安排。
韓国語：단체 고객님은 인원수를 나누어 안내해 드립니다.
４

体験道具、衣装については、ご利用毎に消毒を行っています。

英

語：Equipment and clothing is disinfected after every use.

中国語（簡体字）
：体验道具以及衣服会在每次使用后进行消毒。
中国語（繁体字）
：體驗道具以及服裝會在每次使用後進行消毒。
韓国語：체험용 도구, 의상은 이용 후에 소독합니다.
５

乗り物のシート、手すりは、ご利用毎に消毒を行っています。

英

語：We disinfect seats and handrails after every use.

中国語（簡体字）
：车辆的座椅以及扶手会在每次乘坐后进行消毒。
中国語（繁体字）
：車輛的座椅以及扶手會在每次乘坐後進行消毒。
韓国語：놀이기구의 좌석, 손잡이는 이용 후에 소독합니다.
宿泊施設
１

体調が悪い場合はフロントまでご連絡ください。

英

語：If you are not feeling well, please contact the front desk.

中国語（簡体字）
：身体不适的情况请联系前台。
中国語（繁体字）
：若有身體不適的情況請聯繫櫃台人員。
韓国語：몸이 불편하신 경우는 프런트로 연락하여 주십시오.

２

大浴場ご利用の前後には、入口の消毒薬をお使いください。

英

語：Before entering the public bath, please use the hand sanitizer at the entrance.

中国語（簡体字）
：在大浴场的入浴前以及入浴后请使用入口的消毒液。
中国語（繁体字）
：在大浴場的入浴前以及入浴後請使用入口處的消毒水。
韓国語：대욕장 이용 전후에는 입구의 손 소독제를 이용하십시오.
３

ただ今一部のサービスを休止しています。

英

語：Some services have been temporarily suspended.

中国語（簡体字）
：目前停止了部分服务。
中国語（繁体字）
：目前停止了部份服務項目。
韓国語：현재 일부 서비스는 중지하고 있습니다.
４

現在、ビュッフェでの朝食サービスを休止しております。メニューからお選びください。

英

語：We are not offering a breakfast buffet at this time. Please order from the
menu.

中国語（簡体字）
：目前停止了自助餐的早餐服务，请在菜单中选择。
中国語（繁体字）
：目前停止了自助式早餐的服務，請在菜單中選擇。
韓国語：현재 조식 뷔페는 중지하고 있습니다. 메뉴에서 선택하여 주십시오.
５

ルームサービスは休止しています。

英

語：Room service is currently unavailable.

中国語（簡体字）
：目前停止了客房服务。
中国語（繁体字）
：目前停止了客房服務。
韓国語：룸서비스를 중지하고 있습니다.
６

前金での清算とさせていただいています。

英

語：We ask that you pay in advance.

中国語（簡体字）
：将会通过预付款结算。
中国語（繁体字）
：將會透過預先付款結算。
韓国語：결제는 선불입니다.
７

お出かけの際は、愛知県多言語コールセンターの案内をお持ちください。

英

語：Please take the Aichi Multilingual Call Center information with you when you
go out.

中国語（簡体字）
：外出时请带上爱知县多语言客服中心指南。
中国語（繁体字）
：外出時請攜帶愛知縣多語言客服中心指南。
韓国語：외출 시에는 아이치현 다언어 콜센터 안내카드를 지참하십시오.

