
旅行
宿泊

宿泊 - 探す
日本語 スペイン語
___はどこで探せますか? ¿En dónde puedo encontrar________?

宿泊への道を聞く場合

宿泊できる部屋はありますか? ... una habitación para rentar?
宿泊の種類

...ホステル? ... un hostal?
宿泊の種類

...ホテル? ... un hotel?
宿泊の種類

...朝食付き民宿? ... una cama y desayuno?
宿泊の種類

...キャンプ場? ... un sitio para acampar?
宿泊の種類

そこの宿泊値段はいくらですか? ¿Qué tipo de precios tienen en ese lugar?
値段に関して尋ねる場合

宿泊 - 予約
日本語 スペイン語
空いている部屋はありますか? ¿Tiene habitaciones disponibles?

宿泊先に空いている部屋があるか聞く場合

__人用の部屋はいくらですか? ¿Cuál es el precio de una habitación para ___
personas?

部屋の値段を聞く場合

___を予約したいです Me gustaría reservar____.
特定の部屋を予約する場合

...ダブルルーム ...una habitación doble.
2人用の部屋
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...シングルルーム ...una habitación individual.
１人用の部屋

___人用の部屋 ... una habitación para ____ personas.
X人用の部屋

...禁煙の部屋 ...una habitación para no fumadores.
禁煙者用の部屋

___の部屋を予約したいです Me gustaría reservar una habitación con_____.
追加設備がある部屋があるか聞く場合

...ツインベッド ... una cama doble.
二人用のベッド

...別々のベッド ...camas separadas.
シングルベッド

...バルコニー ... un balcón.
 

...隣接するバスルーム ...un cuarto de baño privado.
プライベートバスルームを含んだ部屋

...オーシャンビュー ...con vista al mar.
オーシャンビューを含んだ部屋

...エキストラベッド ...una cama extra.
ホテルの部屋でエキストラベッドを頼む場合

___箔/週間部屋を予約したいです Me gustaría reservar una habitación por ___
noches/semanas.

特定の期間部屋を予約したい場合

障害者用の特別な部屋はありますか? ¿Tiene habitaciones especiales para personas con
alguna discapacidad física?

障害者用の特別な部屋があるか聞く場合

ページ 2 22.05.2023



旅行
宿泊

私は[ほこり/動物の毛]アレルギーです。特別
な部屋は空いてますか?

Soy alérgico a _____ [polvo/pelo de animal]. ¿Tiene
alguna habitación especial disponible?

アレルギーがあるため、特別な部屋があるか聞く場合

最初に部屋を見てもいいですか? ¿Podría echar un vistazo a la habitación?
予約前に部屋を見ることができるか聞く場合

朝食は含まれますか? ¿El desayuno está incluído?
値段に朝食が含まれているか聞く場合

タオル/シーツは含まれますか? ¿Las toallas y sábanas están incluídas?
値段にタオルとシーツが含まれているか聞く場合

動物は許可されていますか? ¿Permiten el acceso de animales?
動物は許可されているか聞く場合

駐車場はありますか? ¿Tienen estacionamiento para autos?
どこに車を停めればいいか聞く場合

金庫はありますか? ¿Tienen caja de sguridad o candados?
貴重品をどこにしまえばいいのか聞く場合

宿泊 - 滞在中
日本語 スペイン語
___号室はどこですか? ¿En dónde puedo encontrar la habitación ____?

特定の部屋への行き方を聞く場合

___号室の部屋の鍵をお願いします！ La llave de la habitación ______, por favor.
部屋の鍵をもらいたい場合

誰か私にメッセージを残しましたか? ¿Recibí alguna llamada?
自分宛のメッセージがなかったか聞く場合

遠足に参加するにはどこにサインアップすれ
ばいいですか?

¿En dónde me puedo registrar para la excursión?

遠足の予約をどこですればいいのか聞く場合
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どこで電話できますか? ¿En dónde puedo realizar una llamada?
公衆電話がどこか聞く場合

いつ朝食が食べれますか? ¿A qué hora se sirve el desayuno?
朝食がいつ出されるのか聞く場合

明日___に起こしてください ¿Me puede despertar mañana a las ___?
モーニングコールをお願いする場合

タクシーを呼んでいただけますか? ¿Puede pedirme un taxi?
タクシーを呼ぶ場合

インターネットを使ってもいいですか? ¿Puedo usar internet aquí?
インターネット接続について聞く場合

近くにおすすめのレストランはありますか? ¿Me podría recomendar algún restaurante?
おすすめのレストランを聞く場合

私の部屋を掃除していただけますか? ¿Podría mandar al servicio de limpieza a mi habitación?
部屋を掃除してほしいと言う場合

今は部屋を掃除してほしくないです No necesito que limpien mi habitación por el momento.
後で部屋を掃除してほしいことを伝える場合

毛布/枕/タオルをもう一つ持ってきてもらえま
すか?

¿Me podría proporcionar una sábana/almohada/toalla
extra?

追加アイテムを持ってきてほしいと頼む場合

これをランドリールームに持っていって洗っ
ていただけますか?

¿Podría mandar esto al cuarto de lavado?

特定の服を洗ってほしいと聞く場合

チェックアウトをお願いします Me gustaría pagar la cuenta.
出発するので料金を支払いたいことを伝えたい場合

ここでの滞在を楽しむことができました。 Disfrutamos mucho nuestra estancia aquí.
チェックアウトをするときに褒め言葉を述べる場合

宿泊 - 文句
日本語 スペイン語
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別の部屋をお願いします Me gustaría tener una habitación diferente.
別の部屋に変えてほしいと頼む場合

暖房が効きません La calefacción no funciona.
暖房が壊れていることを伝えたい場合

冷房が効きません El aire acondicionado no funciona.
冷房が壊れていることを伝えたい場合

部屋がとても騒がしい La habitación es muy ruidosa.
騒がしいことを伝えたい場合

部屋がくさいです La habitación huele bastante mal.
においが臭いことを伝えたい場合

禁煙室を希望しました Pedí una habitación para no fumadores.
文句

眺めのいい部屋を希望しました Pedí una habitación con vista.
文句

鍵が壊れています Mi llave no funciona.
鍵がはまらないことを伝える場合

窓が開きません La ventana no abre.
窓が開かないことを伝える場合

部屋が掃除されていません La habitación no ha sido aseada.
部屋がまだ汚いことを伝える場合

ねずみ/虫が部屋にいます Hay ratones/ratas/ insectos en la habitación.
文句

温水が出ません No hay agua caliente.
文句

モーニングコールを受け取りませんでした No recibí ninguna llamada para despertarme.
文句

ページ 5 22.05.2023



旅行
宿泊

過剰請求されました Me están cobrando de más.
文句

隣人がうるさいです Mi vecino es muy ruidoso.
文句
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