
旅行
宿泊

宿泊 - 探す
日本語 トルコ語
___はどこで探せますか? Nereden __ bulabilirim?

宿泊への道を聞く場合

宿泊できる部屋はありますか? kiralamak için ... oda?
宿泊の種類

...ホステル? ... bir hostel?
宿泊の種類

...ホテル? ... bir otel?
宿泊の種類

...朝食付き民宿? ... bir oda artı kahvaltı?
宿泊の種類

...キャンプ場? ... bir kamp alanı?
宿泊の種類

そこの宿泊値段はいくらですか? Orada fiyatlar ne civarda?
値段に関して尋ねる場合

宿泊 - 予約
日本語 トルコ語
空いている部屋はありますか? Boş odanız var mı?

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? __ kişi için bir oda ne kadar?
部屋の値段を聞く場合

___を予約したいです __ ayırtmak istiyorum.
特定の部屋を予約する場合

...ダブルルーム ... çift kişilik bir oda.
2人用の部屋
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...シングルルーム ... tek kişilik bir oda.
１人用の部屋

___人用の部屋 ... __ kişi için bir oda.
X人用の部屋

...禁煙の部屋 ... bir sigara içilmeyen oda.
禁煙者用の部屋

___の部屋を予約したいです __li bir oda ayırtmak istiyorum.
追加設備がある部屋があるか聞く場合

...ツインベッド ... bir ikiz yatak.
二人用のベッド

...別々のベッド ... ayrı yataklar.
シングルベッド

...バルコニー ... bir balkon.
 

...隣接するバスルーム ... bir bitişik banyo.
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 ... bir okyanus manzarası.
オーシャンビューを含んだ部屋

...エキストラベッド ... bir extra yatak.
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 __ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum.
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? Engelliler için özel odanız var mı?
障害者用の特別な部屋があるか聞く場合

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?

__ [toz/yünlü hayvanlar] a alerjim var. Elinizde özel bir
odanız var mı?

アレルギーがあるため、特別な部屋があるか聞く場合
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最初に部屋を見てもいいですか? Önce odayı görebilir miyim?
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? Kahvaltı dahil mi?
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? Havlu/yatak çarşafları dahil mi?
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? Evcil hayvanlar girebilir mi?
動物は許可されているか聞く場合

駐車場はありますか? Park yeriniz var mı?
どこに車を停めればいいか聞く場合

金庫はありますか? Güvenli kutular var mı?
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 トルコ語
___号室はどこですか? __ oda numarasını nerede bulabilirim?

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！ __ oda numarı için anahtar lütfen.
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? Beni soran oldu mu?
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?

Gezi için nereden kaydolabilirim?

遠足の予約をどこですればいいのか聞く場合

どこで電話できますか? Nereden bir arama yapabilirim?
公衆電話がどこか聞く場合

いつ朝食が食べれますか? Kahvaltı ne zaman servis ediliyor?
朝食がいつ出されるのか聞く場合
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明日___に起こしてください Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın.
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? Bir taksi çağırır mısınız lütfen?
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? Burada internet kullanabilir miyim?
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? Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz?
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? Odamı temizleyebilir misiniz lütfen?
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 Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum.
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?

Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu getirebilir
misiniz?

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?

Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye götürür
müsünüz?

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 Çıkış yapmak istiyorum lütfen.
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。 Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık
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 トルコ語
別の部屋をお願いします Başka bir oda istiyorum.

別の部屋に変えてほしいと頼む場合
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暖房が効きません Isıtma sistemi çalışmıyor.
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 Havalandırma çalışmıyor.
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 Oda çok sesli.
騒がしいことを伝えたい場合

部屋がくさいです Oda kötü kokuyor.
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 Sigara içilmeyen bir oda istemiştim.
文句

眺めのいい部屋を希望しました Manzaralı bir oda istemiştim.
文句

鍵が壊れています Anahtarım çalışmıyor.
鍵がはまらないことを伝える場合

窓が開きません Pencere açılmıyor.
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 Oda temizlenmemiş.
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 Odada sıçan/fare/böcekler var.
文句

温水が出ません Sıcak su yok.
文句

モーニングコールを受け取りませんでした Uyandırma hizmeti yapılmadı.
文句

過剰請求されました Hesap fazla hesaplanmış.
文句
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隣人がうるさいです Komşum çok sesli.
文句
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