
旅行
宿泊

宿泊 - 探す
日本語 デンマーク語
___はどこで探せますか? Hvor kan jeg finde ___?

宿泊への道を聞く場合

宿泊できる部屋はありますか? ... et værelse som man kan leje?
宿泊の種類

...ホステル? ... et vandrehjem?
宿泊の種類

...ホテル? ... et hotel?
宿泊の種類

...朝食付き民宿? ... en overnatning med morgenmad?
宿泊の種類

...キャンプ場? ... en camping plads?
宿泊の種類

そこの宿泊値段はいくらですか? Hvordan er priserne der?
値段に関して尋ねる場合

宿泊 - 予約
日本語 デンマーク語
空いている部屋はありますか? Har I nogle ledige værelser?

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? Hvor meget koster et værelse til ___ mennesker?
部屋の値段を聞く場合

___を予約したいです Jeg vil gerne booke ___.
特定の部屋を予約する場合

...ダブルルーム ... et dobbeltværelse.
2人用の部屋
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...シングルルーム ... et enkeltværelse.
１人用の部屋

___人用の部屋 ... et værelse til ___ mennesker.
X人用の部屋

...禁煙の部屋 ... et ikke ryger værelse.
禁煙者用の部屋

___の部屋を予約したいです Jeg vil gerne booke et værelse med ___.
追加設備がある部屋があるか聞く場合

...ツインベッド ... en dobbeltseng.
二人用のベッド

...別々のベッド ... seperate senge.
シングルベッド

...バルコニー ... en balkon.
 

...隣接するバスルーム ... et tilstødende badeværelse.
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 ... havudsigt.
オーシャンビューを含んだ部屋

...エキストラベッド ... en ekstra seng.
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 Jeg vil gerne booke et rum i ___ nat/nætter/uge/uger.
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? har I nogle specielle værelser til handicappede
mennesker?

障害者用の特別な部屋があるか聞く場合
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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?

Jeg er allergisk over for ____ [støv/pelsdyr]. Har I nogle
specielle ledige værelser?

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? Må jeg se værelset først?
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? Er morgenmad inkluderet?
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? Er håndklæder/sengetøj inkluderet?
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? Er dyr tilladt?
動物は許可されているか聞く場合

駐車場はありますか? Har I en garage/parkeringsplads?
どこに車を停めればいいか聞く場合

金庫はありますか? Har I et pengeskab?
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 デンマーク語
___号室はどこですか? Hvor kan finde værelse nummer ___?

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！ Nøglen til værelset ___, tak!
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? Er der nogen som har spurgt efter mig?
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?

Hvor kan melde mig til udflugten henne?

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? Hvor kan jeg ringe fra?
公衆電話がどこか聞く場合

いつ朝食が食べれますか? Hvornår bliver morgenmaden serveret?
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 Væk mig venligst i morgen klokken ___.
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? Kan du venligst ringe efter en taxa?
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? Kan jeg bruge internettet her?
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? Kan du anbefale en god restaurant tæt på?
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? Kan du venligst gøre mit værelse rent?
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 Jeg ønsker ikke at få  værelset gjort rent lige nu.
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?

Kan du venligst tage et andet tæppe/pude/håndklæde
med?

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?

Kan du venligst tage dette med til vaskerummet for at få
det vasket?

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 Jeg vil gerne tjekke ud, tak.
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。 Vi har virkelig nydt vores ophold her.
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 デンマーク語
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別の部屋をお願いします Jeg vil gerne have et andet værelse.
別の部屋に変えてほしいと頼む場合

暖房が効きません Varmen virker ikke.
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 Air conditionen virker ikke.
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 Værelset er meget larmende.
騒がしいことを伝えたい場合

部屋がくさいです Værelset lugter dårligt.
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 Jeg anmodede om et ikke ryger værelse.
文句

眺めのいい部屋を希望しました Jeg anmodede om et værelse med en udsigt.
文句

鍵が壊れています Min nøgle virker ikke.
鍵がはまらないことを伝える場合

窓が開きません Vinduet kan ikke åbnes.
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 Værelset er ikke blevet gjort rent.
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 Der er mus / rotter / insekter på værelset.
文句

温水が出ません Der er ikke noget varmt vand.
文句

モーニングコールを受け取りませんでした Jeg modtog ikke min telefonvækning.
文句
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過剰請求されました Regningen er over prisen.
文句

隣人がうるさいです Min nabo er for larmende.
文句
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