
旅行
移動方法

移動方法 - 場所
日本語 アラビア語
道に迷いました أنا ضائع

どこにいるのか分からない場合

どこなのか地図で示してもらえますか? هل يمكنك أن تريني أين توجد على الخريطة؟
地図上の特定の場所を教えてほしい場合

___はどこですか? أين يمكنني أن أجد_____؟
特定の施設の場所を聞く場合

...お手洗い? ... حمام؟
施設

... 銀行/外国為替取引所? ... بنك/مكتب تصريف أموال؟
施設

...ホテル? ...فندق؟
施設

...ガソリンスタンド? ...محطة وقود؟
施設

...病院? ... مستشفى؟
施設

...薬局? ... صيدلية؟
施設

...デパート? .... متجر كبير؟
施設
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...スーパー? ...سوبرماركت؟
施設

...バス停? ... موقف باص؟
施設

...地下鉄駅? ... محطة قطار األنفاق؟
施設

...観光案内所? ... مكتب معلومات السياح؟
施設

..ATM/現金取扱機? ... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟
施設

___まではどの道順を行けばいいですか? كيف أصل إلى_____؟
特定の場所への道順を聞く場合

...中心地? منطقة وسط المدينة؟
特定の場所

...駅? ...محطة القطار؟
特定の場所

...空港? ...المطار؟
特定の場所

...警察所? ...مركز الشرطة؟
特定の場所

...[国]大使館? ...سفارة [بلد]؟
特定の国の大使館
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おすすめの___はありますか? هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟
おすすめの特定の場所を聞く場合

...バー? ... البارات؟
場所

...カフェ? ... مقاهي؟
場所

...レストラン? ...مطاعم؟
場所

...ナイトクラブ? ... نوادي ليلية؟
場所

...ホテル? ... فنادق؟
場所

...観光資源? ... أماكن جاذبة للسياح؟
場所

... 史跡? ...مواقع تاريخية؟
場所

...美術館? ...متاحف؟
場所

移動方法 - 道順
日本語 アラビア語
左に曲がる در يمينا.

道順を教える
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右に曲がる در يمينا.
道順を教える

まっすぐ進む سر بشكل مباشر
道順を教える

戻る عد إلى الوراء.
道順を教える

止まる توقف.
道順を教える

___へ向かう اذهب باتجاه _____.
道順を教える

___を過ぎる تجاوز _______.
道順を教える

___に注意する انتبه إلى_____.
道順を教える

下り坂 باتجاه األسفل
道順を教える

上り坂 باتجاه األعلى
道順を教える

交差点 عند تقاطع الطرق
道順を教える際の一般的な基準点

信号 إشارة المرور
道順を教える際の一般的な基準点
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公園 الحديقة
道順を教える際の一般的な基準点

移動方法 - バス/電車
日本語 アラビア語
どこでバス/電車の切符が買えますか? أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟

切符売り場がどこか聞く

__[場所]__行きの___をください أود شراء ______ إلى __[موقع]__ من فضلك.
特定の場所の切符を買う場合

...片道切符... ...تذكرة منفردة...
...片道切符...

...往復切符... ...تذكرة عودة...
往復切符

...ファーストクラス/セカンドクラス切符... ... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية...
ファーストクラス/セカンドクラス用の切符

...一日券... ... تذكرة يوم كامل...
一日中使えるチケット

...一週間券... ... تذكرة أسبوع...
一週間使えるチケット

...一ヶ月券... ...تذكرة شهر...
一ヶ月間使えるチケット

__[場所]__へのチケットはいくらですか? كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟
特定の場所へ行くチケットと値段を聞く場合
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(窓際の)席を予約したいです أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة).
特定の席を予約する

このバス/電車は__[場所]__で止まりますか? هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟
特定の場所にバス/電車が止るか確認する場合

__[場所]__まではどの位かかりますか? كم من الوقت يلزم للوصول إلى __[موقع]__؟
移動時間について聞く場合

__[場所]__行きのバス/電車はいつ出発します
か?

متى يغادر الباص/القطار الخاص ب __[موقع]__؟
特定のバス/電車がいつ停留所/駅を出発するか聞く場合

この席は空いていますか? هل هذا المقعد محجوز؟
席が空いているか聞く場合

これは私の席です هذا مقعدي.
すでに自分の席である、または予約した席であることを伝える場合

移動方法 - サイン
日本語 アラビア語
営業中 فتح

店が営業中である

閉店 مغلق
店が閉店している

入り口 مدخل
入り口のサイン

出口 مخرج
出る場合のサイン
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押す ادفع
 

引く اسحب
 

男 رجال
男性用のお手洗い

女 نساء
女性用のお手洗い

使用中 مشغول
ホテルに空きがない/お手洗いがすべて使用中

空き خال
ホテルに空きがある/お手洗いがすべて空いている

移動方法 - タクシー
日本語 アラビア語
タクシーの電話番号を知っていますか? هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟

タクシー会社の電話番号を聞く場合

__[場所]__へ行きたいです يجب أن أذهب إلى __[موقع]__.
タクシーの運転手に目的場所を伝える場合

__[場所]__へ行くにはいくらかかりますか? كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟
タクシーで特定の場所へ行くための値段を聞く場合

ここで少し待っててもらえますか? هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟
用事を済ませる間、タクシーの運転手に待っててもらえるか聞く場合

ページ 7 22.05.2023



旅行
移動方法

あの車を追って！ اتبع تلك السيارة!
秘密諜報員の場合

移動方法 - レンタカー
日本語 アラビア語
レンタカー業者はどこですか? أين هو مكتب استئجار السيارات؟

どこで車を借りれるか聞く場合

小型車/大型車/トラックをレンタルしたいです أود أن أستأجر سيارة صغيرة/سيارة كبيرة/شاحنة
صغيرة.

どの種類の車をレンタルしたいか伝える場合

...一日/一週間 ليوم واحد/ألسبوع واحد.
どのくらいの期間借りたいか伝える場合

完全補償型保険がほしいです أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل.
完全にカバーする保険がほしい場合

保険は必要ないです لست بحاجة إلى التأمين
保険を全く受けないことを示す場合

ガソリン満タンにして車を返せばいいですか? هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟
車を返す際にガソリン満タンにすればいいか聞く場合う

一番近くのガソリンスタンドはどこですか? أين هي محطة الوقود التالية؟
一番近いガソリンスタンドはどこか聞く場合

もう一人のドライバーを追加したいと思いま
す

أود ذكر سائق ثان.
レンタル契約書にもう一人ドライバーを追加したいと言う場合

都市/高速でのスピードリミットは何ですか? ما هي حدود السرعة في المدن/على الطريق
السريع؟

特定の地域のスピードリミットを聞く場合
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ガソリンタンクが満タンではない الخزان ليس مملوءا.
ガソリンタンクが満タンではないことに対して文句を言う場合

エンジンから奇妙な音がします المحرك يصدر صوتا غريبا.
車のエンジンに問題があることに対して文句を言う場合

車が損傷されている السيارة متضررة.
車が損傷されていることに対して文句を言う場合
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