2020年度 神奈川県外国人観光案内ボランティア講座
株式会社ジェイノベーションズ

＜外国人観光案内英語フレーズ＞
1.

道案内での英語

●

Do you need some help?（お困りですか？）

●

Do you know the address? （住所はわかりますか？）

●

You／We are here.（あなたはここにいます。）

●

This is your destination（ここは～です。）

●

Go this way.（こちらの方向です。）

●

Go straight.（まっすぐ進んでください。）

●

Turn right / left.（右に ／ 左に曲がって下さい。）

●

Cross this street.（この道を渡ってください。）

●

Go upstairs/downstairs.（上の階/下の階へ行ってください。）

●

Go up to the second floor.（２階まで行ってください。）

●

Go through ～（～を通り抜けてください。）

●

Stay/keep right at the fork.（二股の道を右に行ってください。）

●

Turn left at the end of the street.（突き当たりを左に曲がってください。）

●

On your right / left.（右 ／ 左にあります。）

●

Next to ～（～の隣）

●

In front of ～（～の前）

●

Across from ～（～の向かい側）

●

Above ～（～の上）

●

In the basement of ～（～の地下）

●

Behind ～（～の裏側）

●

It takes three minutes by train/ by bus/by taxi/ by bike/ on foot.
（目的地まで～で3分かかります。）

●

Personally, I recommend you go this way.
（個人的に、こちらの道がいいと思いますよ。）

●

The store is in the same building as Starbucks.
（そのお店はスターバックスと同じビルに入っています。）

●

The shop is open from 10am to 9pm.
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（そのお店は10時から21時まで開いています。）
●

I’ll take you there. / Let me take you there!
（そこまでお連れします。）

2.

道案内道中での英会話

●

Where are you from?
（どこの国からきましたか？）

●

How long are you staying in Japan/Yokohama?
（日本/横浜にどれくらい滞在されますか？）

●

Where are you staying?
（どこに泊まっていますか？）

●

What is the best food (you’ve had) in Japan (so far)?
（日本で食べた食事で一番美味しかったものはなんですか？）

●

What is the best experience (you’ve had) in Japan(so far)？
（日本で経験したことで一番楽しかったことは何ですか？）

●

Where have you been in Japan?
(日本でどんなところに行かれましたか？）

●

Is it your first time visiting Japan?
(日本を訪れたのは初めてですか？）

●

How do you like Japan?
(日本はどうですか？)

●

This is us. / This is our stop./ This is our floor.
（ここの階です。）※エレベーター内にて
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3. 交通系案内での英語
●

We are at ～ station.(いま、～駅にいます。)

●

Take the ～ line to ○○ station.(○○駅まで～線に乗ります。)

●

It’s bound for ～ station.（～駅に向かいます。)

●

Change to the ～ line.（～に乗り換えます。）

●

6 stops from here. / 6 stops from there.
(ここから６駅あります。／ そこから６駅あります。)

●

It takes about 10 minutes to ～ station.
(～駅まで約10分かかります。)

●

(There is) no need to change.（乗り換えの必要はありません。）

●

It costs 200 yen per person/each.（一人200円かかります。）

●

It’s a JR line / subway.（それはJR ／ 地下鉄です。）

●

Go to platform 1. (1番ホームに向かってください。)

●

(Please/You can)ask the station staff. (駅員さんに尋ねてください。)

●

Do you know the station’s name？（駅の名前はわかりますか？）

●

(You can go to)Exit number 4.（４番出口です。）

〜電車の単語〜
・

Bullet train（新幹線）

・

Local train（各駅停車）

・

Limited express train（特急）

・

Express train（急行）

・

Rapid train（快速）

3

