指さすだけでもOK！

*Is there Japanese coordinator?
イズ ゼェア ジャパニーズ コーディネーター?

クル ー ズ 英 会 話
船内の公用語は
英語。簡単な
お願いができると
スムーズですよ

クルーにお願い編
客

室

室内が寒いです。*The room is cold.
ザ ルーム イズ コールド

シャワーの
（トイレの）
水が出ません。
*The shower（toilet）doesn't work.
ザ シャワー
（トイレット）ダズントゥ ワーク

お湯が出ません。
*The hot water doesn't come out.
ザ ホット ウォーター ダズントゥ カム アウト

○○（ライフジャケット、ドライヤー）はどこですか。
?
*Where is ○○（life jacket, hair dryer）

ウェア イズ ○○
（ライフジャケット、ヘアドライヤー）
？

○○（金庫、湯沸し）が壊れています。
*○○（Safety box, kettle）is broken.

○○
（セイフティボックス、ケトゥル）
イズ ブロゥクン

○○（シャンプー、トイレットペーパーなど）が切れていま
す。持ってきてください。
*T
 here is no more ○○（shampoo , toilet
. Could you bring some more, please?
paper）
新しい○○（タオル・グラス2つ、緑茶のティーバッグ）を
ください。
*Could you bring ○○（new towel,
, please?
two glasses, green tea bags）
クゥッヂュ ブリング ○○（ニュータオル トゥーグラスィー
ズ ティーバッグズ）プリーズ？

ダブルベッドにしてください。
*Please make our beds double.
プリーズ メイク アワー ベッズ ダブル

ツインベッドにしてください。
*Please separate our beds twin.
プリーズ セパレート アワー ベッズ トゥイン

ゲストリレーション
日本人コーディネーターはいますか？
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クゥッヂュ コール ア ジャパニーズ コーディネーター？

クレジットカードを登録したいです。
*I would like to register my credit card.
アイ ウッドライクトゥ レジスター マイ クレディットカード

シーパスカードが壊れています。
*My SeaPass doesn't work.
マイ シーパス ダズントゥ ワーク

シーパスカードを失くしました。
*I lost my SeaPass.
アイ ロスト マイ シーパス

○○（黒いカバン、パールのイヤリング）を落としました
（○○を探しています）
。
たぶん○○
（ダイニング）
に忘れたと思います。
（black bag, a pearl earring）
.
*I lost ○○
（I'm looking for ○○ .）
.
I think I have left it at ○○（dining room）

アイ ロスト○○（ブラックバッグ、ア パールイヤリング）
（アイム ルッキング フォァ○○）アイ スィンク アイ ハブ
レフティット アット○○
（ダイニングルーム）

日本語の船内新聞はありますか。
*Do you have Japanese COMPASS?
ドゥ ユゥ ハブ ジャパニーズ コンパス?

中国元に両替お願いします。
*I would like to exchange to Chinese yuan,

please?

アイ ウッドライク トゥ エクスチェンジ トゥ チャイニーズ
ユアン プリーズ？

クルーズライフ編
船上アクティビティー
○○○（サウナ、プール、シアター、ミニゴルフ）は何時
からオープンしていますか？
*What time ○○（sauna, pool, theater,
golf link）open?

ホワッタイム ○○
（サウナ、プール、シアター、ゴルフリン
ク）
オープン？

○○○（ダンスレッスン、タオル折り方教室）の開始は何
時ですか？
（dance lesson,
*What time is the ○○
towel folding）start?

ホワッタイム イズ○○
（ダンスレッスン、タオルホールディ
ング）
スタート？

○○○（出航パーティー、キャラクターと写真撮影）はど
こに行けばいいですか？
*Where should I go for ○○（the sail away

ウェア シュッダイ ゴー フォア○○（ザ セイラァウェイ
パーティー、フォト テイキング）
？

寄港地観光
寄港地観光ツアーの集合場所はどこですか？
*W
 here is the meeting point for shore

excursion?

ウェア イズ ザ ミーティング ポイント フォア ショァ エクス
カーション？

ツアー○○の集合時間は何時ですか？
*What time is the meeting time for tour ○○ ?

ホワッタイム ザ ミーティング ポイント フォア ツァー○
○？

ツアーナンバー○番のバスはどこですか？
*Where is the bus for tour No. ○ ?
ウェア イズ ザ バス フォア ツァー ナンバー○？

近くにトイレはありますか？
*Is there a rest room around here?

イズ ゼェア ア レストルーム アラウンド ヒィア？

ダイニング&バー編
ダイニング
この料理には○○
（大豆、卵）
が入っていますか？
*Is ○○（soy beans, eggs）used for this dish?

イズ ○○（ソイビーンズ、エッグズ）ユーズド フォア ディ
ス ディッシュ？

今日のおすすめの料理はどれですか。
*What is your recommend for today?
ホワット イズ ユゥア レコメンド フォア トゥディ？

飲み物のメニューをください。
*Can I have a drink menu, please?
キャナイ ハブァドリンク メニュー プリーズ？

お皿を下げてください
（もう食べません）
。
*I have finished, thank you.
アイ ハブ フィニッシュドゥ サンキュー

フォーク（ナイフ）を落としました。もう1本いただ
けますか？
.
*I dropped my folk（knife）

Can I have another one?

アイドゥロップドゥ マイ フォーク
（ナイフ）
キャナイ ハブ アナザー ワン？

お箸をください。
*Can I have chopsticks?
キャナイ ハブ チョップスティックス？

おなかいっぱいです。
*I'm full. ／ I had a lot.

アイム フル／アイ ハッドァ ロット

おいしかったです。

*I t was very good. I enjoyed very much,

thank you.

イット ワズ ベリーグッド。アイ エンジョイドゥ ベリーマッ
チ サンキュー

カフェ&バー
ノンカフェインのコーヒーはありますか？
*Do you have decaf coffee?
ドゥ ユー ハブ デキャフェ？

ノンアルコールカクテルはありますか？
*Do you have non-alcohol cocktail?
ドゥ ユー ハブ ノンアルコホール カクテル？

困ったとき編
医

療

頭が痛いです。*I have a headache.
アイ ハブァ ヘッデェイク

お腹が痛いです。*I have a stomachache.
アイ ハブァ ストマックェイク

熱があります。*I have a fever.
アイ ハブァ フィーバー

船酔いがひどいです。
*I get severe seasickness.
アイ ゲット スィヴィァ シーシィックネス

【症状例・単語】
風邪／下痢／吐き気／せき／のどが痛い／歯
が痛い／じんましんが出る／めまいがする
*Get a cold ／ diarrhea ／ nausea ／ cough
／ have a sore throat ／ have a toothache
／ break out in hives ／ feel dizzy.

ゲッタァ コールド／ダイアレア／ ノージィア／カァフ／ハ
ブァ ソォァスロート／ハブァトゥースェイク／ブレイクァウ
ト インハイビス／フィール ディズィー

クルーズ英会話

クルーズ英会話

ゼェア イズ ノォモォア○○（シャンプー、トイレットペー
パー）
。 クゥッヂュ ブリング サムモァ プリーズ？

日本人コーディネーターを呼んでいただけますか？
*Could you call a Japanese coordinator?

party, photo taking with DreamWorks）
?

困った時
○○
（メインダイニング）
に行きたいです。
.
*I would like to go to ○○（main dining）
アイ ウッドライクトゥ ゴー トゥ ○○
（メインダイニング）

トイレはどこですか？
*W
 here is the rest room（ladies room（女性
のトイレ）／ gentlemen's room
（男性のトイレ）
）
?

ウェア イズ ザ レストルーム（レディースルーム／ジェント
ルメンズルーム）

今私はどこにいますか？*Where am I now?
ウェア アム アイ ナウ？

客室から
（オートロックで）
閉め出されました。
*I'm locked out.
アイム ロックドアウト
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