
No 中国語 ピンイン 日本語

1 饭店 fàndiàn ホテル。
2 宾馆 bīnguǎn ホテル。
3 酒店 jiǔdiàn ホテル。酒屋。居酒屋。
4 旅馆 lǚguǎn 旅館。
5 旅店 lǚdiàn 旅館。
6 旅社 lǚshè 旅館。
7 招待所 zhāodàisuǒ 宿泊所。接待所。
8 宿舍 sùshè 宿舎。寮。
9 大厅 dàtīng ロビー。
10 大堂 dàtáng ロビー。
11 总台 zǒng tái フロント。
12 服务台 fúwù tái フロント。
13 前台 qiántái フロント。カウンター。
14 登记处 dēngjìchù 受付。
15 接待处 jiēdàichù 受付。
16 收款处 shōukuǎnchù 会計所。
17 咨询 zīxún インフォメーション。案内。
18 礼宾部 lǐbīn bù コンシュルジュ。
19 预订 yùdìng 予約する。
20 住宿登记 zhùsù dēngjì 宿泊手続き。チェックイン。
21 入住 rùzhù チェックイン。
22 退房 tuìfáng チェックアウト。
23 预订单 yùdìngdān 予約表。
24 贵宾卡 guìbīnkǎ メンバーズカード。
25 客房 kèfáng 客室。
26 单人房 dānrénfáng シングルルーム。
27 双人房 shuāngrénfáng ツインルーム。
28 三人房 sānrénfáng ３人部屋。
29 多人房 duōrénfáng ドミトリー。多人数の相部屋。
30 标准间 biāozhǔnjiān スタンダードルーム。
31 套间 tàojiān スイートルーム。
32 无烟房 wúyānfáng 禁煙室。
33 禁烟房间 jìnyān fángjiān 禁煙の部屋。
34 吸烟房间 xīyān fángjiān 喫煙できる部屋。
35 加床 jiā chuáng エキストラベッド。
36 房间号码 fángjiān hǎomá ルームナンバー。
37 房间钥匙 fángjiān yàoshi ルームキー。
38 房卡 fángkǎ ルームカードキー。
39 行李员 xíngli yuán ポーター。
40 服务生 fúwùshēng ベルボーイ。
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41 行李推⻋ xíngli tuīchē カート。
42 客房服务员 kèfáng fúwùyuán ルームメイド。
43 大堂服务生 dàtáng fúwùshēng ボーイ。
44 门童 mén tóng ボーイ。
45 门卫 ménwèi ドアマン。
46 经理 jīnglǐ 支配人。責任者。
47 领班 lǐngbān マネージャー。
48 小费 xiǎofèi チップ。
49 房费 fángfèi 宿泊料。
50 押金 yājīn 保証金。
51 押金收据 yājīn shōujù 保証金の預かり証。
52 税金 shuìjīn 税金。
53 服务费 fúwù fèi サービス料。
54 餐饮费 cānyǐn fèi 飲食費。
55 洗衣费 xǐyī fèi クリーニング代。
56 电话费 diànhuà fèi 電話代。
57 金额 jīn'é 金額。
58 总计 zǒngjì 合計する。
59 总费用 zǒngfèiyòng 合計料金。
60 包括 bāokuò 含まれている。
61 另付 lìng fù 別料金。別払い。
62 价格 jiàgé 価格。値段。
63 帐单 zhàng dān 勘定書。明細書。
64 发票 fāpiào 領収書。
65 付款 fùkuǎn お金を支払う。
66 现金 xiànjīn 現金。
67 信用卡 xìnyòngkǎ クレジットカード。
68 刷卡 shuākǎ カード決済。
69 贵重物品 guìzhòng wùpǐn 貴重品。
70 洗衣袋 xǐyī dài 洗濯袋。
71 住 zhù 宿泊する。
72 带 dài 〜が伴った。
73 叫醒服务 jiàoxǐng fúwù モーニングコール。
74 客房送餐服务 kèfáng sòngcān fúwù ルームサービス。
75 清理客房 qīnglǐ kèfáng ルームクリーニング。
76 寄存处 jìcúnchù 荷物一時預かり所。クローク。
77 行李房 xínglifáng 荷物一時預かり所。クローク。
78 早餐券 zǎocān quàn 朝食チケット。
79 自助餐 zìzhùcān セルフサービス式の食事。バイキング方式の料理。
80 套餐 tàocān セットメニュー。定食。コース料理。
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81 请即打扫 qǐng jí dǎsǎo 掃除してください。
82 请勿打扰 qǐng wù dǎrǎo 邪魔しないでください。
83 转门 zhuànmén 回転ドア。
84 故障 gùzhàng 故障。
85 暖气 nuǎnqì 暖房。
86 冷气 lěngqì 冷房。
87 房间 fángjiān 部屋。
88 门 mén ドア。
89 窗户 chuānghu 窓。
90 窗帘 chuānglián カーテン。
91 桌子 zhuōzi 机。テーブル。
92 椅子 yǐzi 椅子。
93 凳子 dèngzi 背もたれない椅子。
94 茶几 chájī 小型のテーブル。茶卓。
95 沙发 shāfā ソファー。
96 开关 kāiguān スイッチ。
97 遥控器 yáokòngqì リモコン。
98 插头 chātóu プラグ。
99 插销 chāxiāo プラグ。
100 插座 chāzuò コンセント。
101 空调 kōngtiáo エアコン。空調。
102 落地灯 luòdìdēng フロアスタンド照明。
103 床头柜 chuángtóuguì ベッドサイドテーブル。ナイトテーブル。
104 电灯 diàndēng 電灯。
105 房间的灯 fángjiān de dēng 部屋の照明。
106 照明 zhàomíng 照明。
107 衣橱 yīchú 洋服ダンス。
108 衣帽间 yīmàojiān クローク。
109 电视 diànshì テレビ。
110 冰箱 bīngxiāng 冷蔵庫。
111 电话机 diànhuàjī 電話機。
112 闹钟 nàozhōng 目覚まし時計。
113 保险柜 bǎoxiǎnguì 金庫。
114 保险箱 bǎoxiǎnxiāng セーフティーボックス。金庫。
115 床单 chuándān シーツ。
116 枕头 zhěntou 枕(まくら)。
117 毛毯 máotǎn 毛布。
118 被子 bèizi 掛布団。
119 浴室 yùshì 浴室。
120 浴缸 yùgāng バスタブ。浴槽。
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121 浴池 yùchí バスタブ。浴槽。
122 淋浴 línyù シャワー。
123 塞子 sāizi 栓。
124 ⻢桶 mǎtǒng 便器。
125 洗脸台 xǐliǎn tái 洗面台。
126 洗脸盆 xǐliǎnpén 洗面器。
127 镜子 jìngzi 鏡。
128 水龙头 shuǐlóngtóu 蛇口。
129 吹⻛机 chuīfēngjī ドライヤー。
130 毛巾 máojīn タオル。
131 浴巾 yùjīn バスタオル。
132 牙刷 yáshuā ⻭ブラシ。
133 牙膏 yágāo 練り⻭磨き粉。
134 肥皂 féizào 石鹸(せっけん)。
135 手纸 shǒuzhǐ トイレットペーパー。ちり紙。
136 卫生纸 wèishēngzhǐ トイレットペーパー。生理用ナプキン。
137 电热水壶 diànrè shuǐhú 電気ポット。
138 电热水瓶 diànrè shuǐpíng 電気ポット。
139 茶杯 chábēi 湯のみ茶碗。
140 玻璃杯 bōlibēi ガラスコップ。グラス。
141 杯子 bēizi コップ。
142 水 shuǐ 水。
143 热水 rèshuǐ 熱いお湯。
144 温水 wēnshuǐ お湯。
145 拖鞋 tuōxié スリッパ。つっかけ。
146 浴衣 yùyī バスローブ。部屋着。
147 洗发露 xǐfàlù シャンプー。
148 护发素 hùfàsù リンス。
149 沐浴露 mùyùlù ボディーソープ。
150 洗面奶 xǐmiànnǎi クレンジングミルク。
151 刮胡刀 guāhúdāo シェバー。
152 刮脸刀 guāliǎndāo シェバー。
153 烟灰缸 yānhuīgāng 灰皿。
154 蚊香 wénxiāng 蚊取り線香。
155 备品 bèipǐn 備品。
156 没法调节 méi fǎ tiáojié 調節がきかない。
157 迷你吧 mínǐbā ミニバー。
158 餐厅 cāntīng レストラン。食堂。
159 宴会厅 yànhuì tīng 宴会ルーム。催し物広間。
160 大浴池 dàyùchí 大浴場。

ホテル用語   4/5

4



No 中国語 ピンイン 日本語

161 温泉 wēnquán 温泉。
162 桑拿 sāngná サウナ。
163 健身中心 jiànshēn zhōngxīn フィットネスセンター。
164 健身房 jiànshēnfáng トレーニングルーム。
165 商务中心 shāngwù zhōngxīn ビジネスセンター。
166 洗手间 xǐshǒujiān トイレ。
167 卫生间 wèishēngjiān 洗面所。トイレ。
168 投币式洗衣机 tóu bì shì xǐyījī コインランドリー機。
169 电视卡 diànshì kǎ テレビカード。
170 自动售货机 zìdòng shòuhuòjī 自動販売機。
171 小卖部 xiǎomàibù 売店。
172 小册子 xiǎocèzi パンフレット。
173 Wifi密码 Wifi mìmǎ Wifiパスワード。
174 游乐设施 yóulè shèshī 遊戯施設。
175 走廊 zǒuláng 廊下。
176 电梯 diàntī エレベーター。
177 电梯厅 diàntī tīng エレベーターホール。
178 电梯⻔厅 diàntī méntīng エレベーターホール。
179 自动扶梯 zìdòng fútī エスカレーター。
180 电动扶梯 diàndòng fútī エスカレーター。
181 楼梯 lóutī 階段。
182 太平⻔ tàipíngmén 非常口。
183 安全⻔ ānquánmén 非常口。
184 紧急出口 jǐnjí chūkǒu 非常口。
185 住两个晚上 zhù liǎng ge wǎnshang 二泊します。
186 住三天 zhù sān tiān 三日泊まります。
187 三天两夜 sān tiān liǎng yè 二泊三日。
188 三天两宿 sān tiān liǎng xiǔ 二泊三日。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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