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定型外国語一覧表
選択できる定型外国語を紹介します。
日本語の読みを入力し、検索結果から定型文を選ぶだけで、自動的に対応する英語、中国語、韓国語の文
章が呼び出されます。
記号欄に数字が記入されている定型文では、定型文と一緒に記号も呼び出されます。
呼び出される記号については、「定型外国語使用記号一覧」（P.15）の記号番号を参照してください。

• 一覧表の語順は、画面上で実際に表示される語順とは異なります。
• 装飾、文字サイズ、または画数の多い文字によっては、文字のつぶれが発生することがあります。
• 一覧表の文字とラベルに印刷される文字の字形が異なるものがあります。



No. よみ 記号 日本語 英語 中国語（簡体字） 韓国語

1 あいすくりーむ アイスクリーム Ice cream 冰淇淋 아이스크림
2 あいすこーひー アイスコーヒー Iced coffee 冰咖啡 아이스커피
3 あいすてぃー アイスティー Iced tea 冰茶 아이스티
4 あいでぃーかーど IDカード ID card 身份证 신분증
5 あいべや 相部屋 Sharing a room 同屋 동숙
6 あいろん アイロン Iron 熨斗 다리미
7 あがる 上がる Up 上升 오름
8 あかわいん 赤ワイン Red wine 红葡萄酒 레드 와인
9 あき 秋 Autumn 秋天 가을
10 あきべや 空部屋 Vacancy 空房 빈방
11 あけられます 開けられます Can be opened 可以打开 열 수 있음
12 あける 開ける Open 打开 여시오
13 あけるな 開けるな Do not open 禁止打开 열지 마시오
14 あさごはん 朝ご飯 Breakfast 早餐 아침식사
15 あしもとちゅうい 109 足もと注意 Watch your step 小心脚下 발 조심
16 あずかりきん 預り金 Deposit 押金 예금
17 あたたかい 暖かい Warm 暖 따뜻함
18 あつい 熱い Hot 热 뜨거움
19 あとばらい 後払い Pay later 后付款 후불
20 あぶない 危ない Dangerous 危险 위험
21 あるこーる（飲料） アルコール Alcoholic beverages 酒精类饮料 주류
22 あるみ アルミ Aluminum 铝 알루미늄
23 あんぜんばーをあける 124 安全バーを開ける Open the safety bar 打开安全杆 안전바를 올린다
24 あんぜんばーをしめる 123 安全バーを閉める Close the safety bar 关上安全杆 안전바를 내린다
25 あんない 1 案内 Information 向导 안내
26 あんないじょ 1 案内所 Information booth 问讯处 안내소
27 あんないず 案内図 Guide map 导游图 안내도
28 いきかた 行き方 Directions 方向 방향
29 いきさき 行き先 Destination 目的地 목적지
30 いきどまり 行き止まり Dead end 死巷 막다른 곳
31 いぐすり 胃薬 Stomach medicine 胃药 위장약
32 いざかや 居酒屋 Japanese pub 日式酒吧 일식 주점
33 いし 医師 Physician 医师 의사
34 いしつぶつとりあつかいじょ 14 遺失物取扱所 Lost-and-found 遗失物品寄存处 분실물 센터
35 いしゃ 医者 Doctor 医生 의사
36 いちにちじょうしゃけん 一日乗車券 All-day pass 一日通用乘车券 1일승차권
37 いちょうやく 胃腸薬 Stomach medicine 胃药 위장약
38 いちれつならび 120 一列並び Line up single file 请排1列队 한줄서기
39 いっかい １階 First floor 一楼 1층
40 いっぱん 一般 General 一般 일반
41 いぬ 犬 Dog 狗 개
42 いべんとりすと イベントリスト Event list 活动列表 이벤트 목록
43 いらっしゃいませ いらっしゃいませ Welcome 欢迎 어서오십시오
44 いりぐち 入口 Entrance 入口 입구
45 いりょうひん 医療品 Medical supplies 医疗品 의약품
46 いんしょくきんし 106 飲食禁止 No eating or drinking 禁止饮食 음식물 금지
47 いんりょうすい 11 飲料水 Drinking water 饮用水 식수
48 うーろんちゃ 烏龍茶 Oolong tea 乌龙茶 우롱차
49 うえ（に上がる） 上 Up 上 위
50 うかいろ 迂回路 Detour 绕道 우회로
51 うけつけ 13 受付 Reception 服务台 접수
52 うけつけじかん 受付時間 Reception hours 接待时间 접수시간
53 うせつ 右折 Right turn 右转 우회전
54 うんきゅう 運休 Not in service 停运 운휴
55 うんちん（電車） 運賃 Train fare 火车票价 운임
56 うんちん（バス） 運賃 Bus fare 巴士票价 운임
57 うんてんめんきょしょう 運転免許証 Driver's license 驾驶证 운전면허증
58 えあこん エアコン Air conditioner 空调 에어컨
59 えいが 映画 Movie 电影 영화
60 えいがかん 映画館 Movie theater 电影院 영화관
61 えいぎょうじかん 営業時間 Business hours 营业时间 영업시간
62 えいぎょうちゅう 営業中 Open 正在营业 영업중
63 えいぎょうび 営業日 Business day 营业日 영업일
64 えーてぃーえむ 22 ATM ATM 自动取款机 ATM
65 えき 40 駅 Station 站 역
66 えすかれーたー 28 エスカレーター Escalator 自动扶梯 에스컬레이터
67 えれべーたー 27 エレベーター Elevator 电梯 엘리베이터
68 えんかいじょう 宴会場 Banquet hall 宴会厅 연회장
69 えんとらんす エントランス Entrance 入口 현관
70 えんとらんすほーる エントランスホール Entrance hall 门厅 현관 홀
71 おうだんほどう 横断歩道 Crosswalk 人行横道 횡단보도
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72 おうふく 往復 Round trip 往返 왕복
73 おうふくきっぷ 往復切符 Round-trip ticket 往返票 왕복권
74 おうふくりょうきん 往復料金 Round-trip fare 往返票价 왕복요금
75 おーだー オーダー Order 订单 주문
76 おーとろっく オートロック Automatic lock 自动锁 자동잠금
77 おおひろま 大広間 Main hall 大厅 대형 홀
78 おおもり 大盛り Large serving 加量装 수북히 담기
79 おかいけい 60 お会計 Cashier 收银处 계산대
80 おかわりじゆう おかわり自由 Refills free 畅吃 리필 무료
81 おくがいぷーる 71 屋外プール Outdoor pool 室外游泳池 옥외 수영장
82 おくじょう 屋上 Rooftop 屋顶 옥상
83 おくりもの 贈り物 Gift 赠品 선물
84 おさけ お酒 Alcoholic beverages 酒精类饮料 주류
85 おざしき お座敷 Tatami room 塌塌米房 다다미 방
86 おさつ お札 Bills 纸币 지폐
87 おしはらい 60 お支払い Payment 付款 지불
88 おしぼり おしぼり Moist hand towel 湿手巾 물수건
89 おしょくじ 56 お食事 Meal 膳食 식사
90 おす お酢 Vinegar 醋 식초
91 おす 押す Push 按 미시오
92 おすすめ お薦め Recommendation 推荐 추천
93 おちゃ お茶 Tea 茶 차
94 おつまみ おつまみ Snack 小吃 안주
95 おつり お釣り Change 找零钱 거스름 돈
96 おてあらい 6 お手洗 Restroom 洗手间 화장실
97 おてふき お手拭 Hand towel 手巾 손수건
98 おてら お寺 Temple 寺庙 절
99 おといあわせ お問い合わせ Inquiries 咨询 문의
100 おとな 大人 Adult 成人 성인
101 おとなりょうきん 大人料金 Adult's fee 成人费用 성인요금
102 おはようございます おはようございます Good morning 早上好 안녕하세요
103 おひるごはん お昼ご飯 Lunch 午餐 점심식사
104 おふ オフ OFF 关 OFF
105 おふぃす オフィス Office 办公室 오피스
106 おふろば 35 お風呂場 Bathroom 浴室 목욕탕
107 おまちください お待ちください Please wait 请等待 잠시 기다리시오
108 おみせ 61 お店 Store 店铺 가게
109 おみやげ お土産 Souvenir 礼品 선물
110 おみやげうりば 61 おみやげ売場 Souvenir shop 礼品摊 기념품 가게
111 おもちかえり お持ち帰り Take-out 外带 포장
112 おゆ お湯 Hot water 热水 온수
113 おりまげげんきん 折曲厳禁 Do not fold 严禁折叠 접지마시오
114 おわり 終わり End 结束 끝
115 おん オン ON 开 ON
116 おんせん 74 温泉 Hot spring 温泉 온천
117 おんりょう 音量 Volume 音量 음량
118 かーと 26 カート Cart 手推车 카트
119 かーど カード Card 卡 카드
120 かーどしはらい カード支払い Credit card payment 信用卡支付 신용카드 요금지불
121 かーどそうにゅうぐち カード挿入口 Card insertion slot 插卡口 카드 투입구 
122 かいいん 会員 Member 会员 회원
123 かいかんじかん 開館時間 Business hours 营业时间 영업시간
124 かいかんちゅう 開館中 Open 营业中 영업중
125 かいぎしつ 会議室 Conference room 会议室 회의실
126 かいけい 60 会計 Cashier 收银处 계산대
127 かいごけん 介護犬 Service dog 看护犬 장애인 보조견
128 かいごけんか 介護犬可 Service dogs allowed 看护犬可入 장애인 보조견 허용
129 かいさつぐち 改札口 Ticket gate 检票口 개찰구
130 かいし 開始 Start 开始 시작
131 かいじょけん 介助犬 Partner dog 帮助犬 보조견 
132 かいじょけんか 介助犬可 Partner dogs allowed 帮助犬可入 보조견 허용
133 かいすいよくじょう 71 海水浴場 Swimming area 海水浴场 해수욕장
134 かいすうけん 回数券 Book of tickets 回数券 회수권
135 かいだん 29 階段 Stairs 台阶 계단
136 かいちゅうでんとう 懐中電灯 Flashlight 手电筒 손전등
137 かいてん 開店 Open 开店 개점
138 がいど 1 ガイド Guide 向导 안내
139 がいどぶっく ガイドブック Guidebook 旅游指南 안내서
140 かいへいげんきん 開閉厳禁 Do not open 严禁开关 개폐엄금
141 かいほうげんきん 開放厳禁 Do not leave door open 严禁开放 개방엄금
142 かきげんきん 90 火気厳禁 Danger:Flammable 严禁烟火 화기엄금
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143 がくせい 学生 Student 学生 학생
144 がくせいしょう 学生証 Student ID card 学生证 학생증
145 かけこみきんし 95 かけ込み禁止 No running 不得闯入 뛰어들기 금지
146 かさいほうちき 火災報知器 Fire alarm 火灾警报器 화재 경보기
147 かしきり 貸切 Full reservation 包租 대절
148 かぜぐすり 風邪薬 Cold medicine 感冒药 감기약
149 がそりんすたんど 59 ガソリンスタンド Gas station 加油站 주유소
150 かたみち 片道 One-way trip 单程 편도
151 かたろぐ カタログ Catalog 目录 카탈로그
152 かつめんちゅうい 112 滑面注意 Caution:Slippery 小心地滑 미끄럼 주의
153 かねんごみ 可燃ごみ Burnable garbage 可燃垃圾 가연성 쓰레기
154 かねんぶつ 可燃物 Burnables 可燃物 가연성 물질
155 かふぇ 57 カフェ Cafe 咖啡馆 카페
156 かふぇてりあ 57 カフェテリア Cafeteria 餐厅 카페테리아
157 かようび 火曜日 Tuesday 星期二 화요일
158 からおけ カラオケ Karaoke 卡拉OK 가라오케
159 からおけるーむ カラオケルーム Karaoke room 卡拉OK包厢 노래방 
160 からし 辛子 Mustard 芥末 겨자
161 がらす ガラス Glass 玻璃 유리
162 かん 缶 Can 罐 캔
163 かんきせん 換気扇 Ventilation fan 换气扇 환풍기
164 かんけいしゃいがいたちいりきんし 関係者以外立入禁止 Authorized personnel only 无关人员禁入 관계자외 출입금지
165 かんこうあんないじょ 1 観光案内所 Tourist information center 观光咨询处 관광안내소
166 かんこうあんないしりょう 観光案内資料 Visitor information 观光指南 관광안내자료
167 かんでんちゅうい 115 感電注意 Danger:Electric shock 小心触电 감전주의
168 かんないあんない 1 館内案内 Information 馆内向导 관내안내
169 かんぽうやく 漢方薬 Chinese　herbal　medicine 中药 한방약
170 かんらんりょう 観覧料 Admission fee 入场费 입장료
171 ききんぞく 貴金属 Precious metals 贵金属 귀금속
172 きけん 危険 Danger 危险 위험
173 きけんぶつ 危険物 Hazardous material 危险物 위험물질
174 きた 北 North 北 북쪽
175 きたぐち（入口） 北口 North entrance 北入口 북쪽 입구
176 きたぐち（出口） 北口 North exit 北出口 북쪽 출구
177 きちょうひん 貴重品 Valuables 贵重物品 귀중품
178 きちょうひんあずかりじょ 貴重品預かり所 House safe 贵重物品寄存处 귀중품 보관소
179 きつえんしゃ 12 喫煙車 Smoking car 吸烟车厢 흡연차
180 きつえんじょ 12 喫煙所 Smoking area 吸烟区 흡연지역
181 きつえんこーなー 12 喫煙コーナー Smoking corner 吸烟角 흡연구역
182 きつえんせき 12 喫煙席 Smoking seat 吸烟席 흡연석
183 きっさ・けいしょく 57 喫茶・軽食 Coffee shop 咖啡・便饭 차,스낵
184 きっさてん 57 喫茶店 Coffee shop 咖啡店 커피 숍
185 きっちん キッチン Kitchen 厨房 부엌
186 きっぷうりば 16 きっぷうりば Tickets 售票处 매표소
187 きほんりょうきん 基本料金 Basic fee 基本费用 기본요금
188 きゃくしつ 15 客室 Room 客房 객실
189 きゃくしつりょうきん 客室料金 Room charge 客房费 객실요금
190 きゃくせき 客席 Guest seating 客席 객석
191 きゃっしゅ キャッシュ Cash 现金 현금
192 きゃっしゅさーびす 22 キャッシュサービス Cash service 取款机 현금인출 서비스
193 きゃっしゅでぃすぺんさー 22 キャッシュディスペンサー Cash dispenser 自动提款机 현금자동 지급기 
194 きゃんせる キャンセル Cancellation 取消 캔슬
195 きゃんせるまち キャンセル待ち On standby 等待取消 캔슬대기
196 きゃんせるりょう キャンセル料 Cancellation charge 取消费 캔슬요금
197 きゃんぷきんし 105 キャンプ禁止 No camping 禁止露营 야영금지
198 きゃんぷじょう 73 キャンプ場 Campsite 野营场 야영장
199 きゅうかん 休館 Closed 闭馆 휴관
200 きゅうかんび 休館日 Regular holiday 闭馆日 휴관일
201 きゅうきゅうばこ 救急箱 First-aid kit 救急箱 구급상자
202 きゅうぎょうび 休業日 Closed 停业日 휴일
203 きゅうけいじょ 19 休憩所 Lounge 休息处 휴게실
204 きゅうごじょ 4 救護所 Aid station 救护处 구호소
205 きゅうじつ（日曜・祝日） 休日 Sundays and holidays 休息日 휴일
206 ぎゅうにく 牛肉 Beef 牛肉 소고기
207 ぎゅうにゅう 牛乳 Milk 牛奶 우유
208 きゅうめいどうい 救命胴衣 Life jacket 救生衣 구명조끼
209 きょうかい 教会 Church 教堂 교회
210 きょうどうよくじょう 共同浴場 Public bathhouse 公共洗浴场 공중목욕탕
211 きんえん 89 禁煙 No smoking 禁止吸烟 금연
212 きんえんじかん 89 禁煙時間 No smoking hours 禁烟时间 금연시간 
213 きんえんしゃ 89 禁煙車 No smoking car 禁烟车厢 금연차
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214 きんえんせき 89 禁煙席 No smoking seat 禁烟席 금연석
215 きんえんたいむ 89 禁煙タイム No smoking hours 禁烟时间 금연시간
216 きんがく 金額 Amount 金额 금액
217 きんきゅうれんらくさき 緊急連絡先 Emergency contact information 紧急联络处 긴급 연락처
218 きんこ 金庫 Safe 保险箱 금고
219 ぎんこう 21 銀行 Bank 银行 은행
220 ぎんこう・りょうがえ 21 銀行・両替 Bank,money exchange 银行・兑换 은행,환전
221 きんし 88 禁止 Prohibited 禁止 금지
222 きんようび 金曜日 Friday 星期五 금요일
223 くうこう 39 空港 Airport 机场 공항
224 くうしゃ 空車 Empty car 空车 빈차
225 くうせき 空席 Empty seat 空席 공석
226 くうちょう 空調 Air conditioner 空调 에어컨
227 くーぽんけん クーポン券 Coupon 优惠券 쿠폰
228 くずいれ 37 くず入れ Trash box 垃圾桶 휴지통
229 くすり 薬 Medicine 药 약
230 くだり（下へ） 下り Down 下 하강
231 くだり（電車） 下り Outbound 下行列车 하행
232 くだりだんさちゅうい 111 下り段差注意 Beware of step 小心楼梯 내리막 계단주의
233 くつべら 靴べら Shoehorn 鞋拔 구둣주걱
234 くつをおぬぎください 靴をお脱ぎください Please remove your shoes 请脱鞋 신발을 벗으십시요
235 くるまいすすろーぷ 10 車椅子スロープ Wheelchair ramp 轮椅专用坡道 휠체어용 슬로프
236 くれじっとかーど クレジットカード Credit card 信用卡 신용카드
237 くろーく 31 クローク Cloakroom 衣帽室 물품보관소
238 くろーぜっと クローゼット Closet 壁橱 벽장
239 けいこく 108 警告 Warning 警告 경고
240 けいさつ 5 警察 Police 警察 경찰
241 けいさつかんじゅんかいてん 警察官巡回店 Regularly patrolled by police 警察巡逻店 경관 순찰구역
242 けいさつしょ 5 警察署 Police station 警署 경찰서
243 けいしょうち 66 景勝地 Viewpoint 景观点 경승지
244 けいしょく 57 軽食 Light meal 便饭 스낵
245 けいたいでんわ 携帯電話 Mobile phone 手机 휴대전화
246 けいたいでんわしようきんし 99 携帯電話使用禁止 No mobile phones 禁止使用手机 휴대전화 사용금지
247 けいびいんじゅんかいちゅう 警備員巡回中 Security guard on patrol 保安正在巡逻 경비원 순찰중
248 けいびしすてむさどうちゅう 警備システム作動中 Warning system in operation 警报系统正在运行 경비시스템 작동
249 けいひん 景品 Premium 赠品 경품
250 けーぶるてつどう 48 ケーブル鉄道 Cable railway 缆车 케이블 철도
251 げーむこーなー ゲームコーナー Game corner 游戏角落 게임 코너
252 げきじょう 劇場 Playhouse 剧场 극장
253 けしょうしつ 6 化粧室 Restroom 洗手间 화장실
254 げたばこ 下駄箱 Shoe rack 鞋架 신발장
255 げつようび 月曜日 Monday 星期一 월요일
256 けんえき 55 検疫 Quarantine 检疫 검역
257 けんがくりょう 見学料 Tour admission 参观费 관람료
258 げんかん 玄関 Entrance 入口 현관
259 げんきん 現金 Cash 现金 현금
260 げんざいち 現在地 You are here 现在位置 현위치
261 けんばいき 16 券売機 Ticket machine 售票机 매표기
262 ごあんない 1 ご案内 Information 向导 안내
263 こいんらんどりー コインランドリー Coin laundry 自助洗衣店 코인란드리
264 こいんろっかー 18 コインロッカー Coin lockers 自动储物箱 물품보관함
265 こういきひなんばしょ 87 広域避難場所 Regional evacuation center 广域避难所 대피소
266 こういしつ 32 更衣室 Locker room 更衣室 탈의실
267 こういしつ（ジョシ） 33 更衣室（女子） Locker room (women) 更衣室（女子） 탈의실(여자)
268 こういしつ（ダンシ） 32 更衣室（男子） Locker room (men) 更衣室（男子） 탈의실(남자)
269 こうえん 75 公園 Park 公园 공원
270 こうおんちゅうい 高温注意 Beware:Hot 小心高温 고온주의
271 こうか 硬貨 Coins 硬币 동전
272 こうかとうにゅうぐち 硬貨投入口 Coin slot 投币口 동전 투입구
273 こうくうき 39 航空機 Aircraft 飞机 항공기
274 こうこう 高校 High school 高中 고등학교
275 こうこうせい 高校生 High school student 高中学生 고등학생
276 こうじちゅう 工事中 Under construction 正在施工 공사중
277 こうしゅうでんわ 24 公衆電話 Public telephone 公用电话 공중전화
278 こうちゃ 紅茶 Black tea 红茶 홍차 
279 こうつうあんない 交通案内 Traffic information 交通信息 교통안내
280 こうばん 5 交番 Police box 派出所 파출소
281 ごえんかいじょう 御宴会場 Banquet hall 宴会厅 연회장
282 こーひー コーヒー Coffee 咖啡 커피
283 こーら コーラ Cola 可乐 콜라
284 こくさいでんわ 国際電話 International telephone 国际电话 국제전화
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285 こくないでんわ 国内電話 Domestic telephone 国内电话 국내전화
286 こしかけしきりふと 82 腰掛け式リフト Chair lift 坐式爬山电梯 좌식 리프트
287 ごじゆうにおもちください ご自由にお持ちください Help yourself 自助 무료셀프
288 ごしゅっぱつ 50 ご出発 Departure 出发 출발
289 こしょう 故障 Breakdown 故障 고장
290 こしょう 胡椒 Pepper 胡椒粉 후추 
291 こしょうちゅう 故障中 Out of order 故障中 고장중
292 ごしようりょう ご使用料 Use fee 使用费 이용료
293 ごしようりょうきん ご使用料金 Use fee 使用费 이용요금
294 ごしょめい ご署名 Signature 签名 서명
295 ごせいさん 60 ご精算 Fare adjustment 结算 정산
296 ごせいさんじょ 16 ご精算所 Fare adjustment desk 补票清算处 정산소
297 ごそうだんまどぐち 1 ご相談窓口 Consultation 咨询窗口 상담창구
298 ごちゅうもん ご注文 Order 订购 주문
299 こっとうひん 骨董品 Antique 古董 골동품
300 ごとうちゃく 51 ご到着 Arrival 到达 도착
301 こども 子供 Child 儿童 어린이
302 こどもよう 子供用 For children 儿童专用 어린이용
303 こどもりょうきん 子供料金 Child's fee 儿童费用 어린이 요금
304 ごはん ご飯 Rice 米饭 밥
305 ごみおきば ごみ置き場 Garbage location 垃圾堆放处 쓰레기 장
306 ごみばこ 37 ゴミ箱 Garbage can 垃圾箱 쓰레기통
307 ごよやく ご予約 Reservation 预约 예약
308 ごらくしつ 娯楽室 Recreation room 娱乐室 오락실
309 これくとこーる コレクトコール Collect call 对方付费电话 컬렉트 콜
310 ごれんらくさき ご連絡先 Contact information 联络处 연락처
311 こわれもの こわれもの Fragile 易碎品 파손주의
312 こんさーとほーる コンサートホール Concert hall 音乐厅 콘서트 홀
313 こんせんと コンセント Outlet 电源插座 콘센트
314 こんびにえんすすとあ コンビニエンスストア Convenience store 便利店 편의점
315 こんよく 混浴 Unisex bath 混浴 혼욕
316 さーびすりょう サービス料 Service charge 服务费 서비스 요금
317 さうな サウナ Sauna 桑拿 사우나
318 さがる 下がる Down 下滑 내림
319 さけるい 酒類 Alcoholic beverages 酒精类饮料 주류
320 ざしき 座敷 Tatami room 塌塌米房 다다미 방
321 させつ 左折 Left turn 左转 좌회전
322 さつえいきんし 101 撮影禁止 No photography 禁止拍照 촬영금지
323 さっかーきょうぎじょう 68 サッカー競技場 Soccer field 足球场 축구 경기장
324 さとう 砂糖 Sugar 糖 설탕
325 さらだ サラダ Salad 色拉 샐러드
326 さわるな 96 さわるな Do not touch 不许触摸 만지지 마시오
327 さんれつならび 121 三列並び Line up in threes 请排3列队 세줄로 서기
328 しお 塩 Salt 盐 소금 
329 しか 歯科 Dentistry 牙科 치과
330 じこくひょう 時刻表 Time table 时间表 시간표
331 しずかに 116 静かに Quiet please 安静 조용히
332 しせき 史跡 Historical site 历史遗迹 유적
333 しぜんほご 78 自然保護 Nature reserve 自然保护 자연보호
334 した（に下がる） 下 Down 下 아래
335 しちゃくしつ 試着室 Fitting room 试衣室 탈의실
336 しつないぷーる 71 室内プール Indoor pool 室内泳池 실내 수영장
337 していせき 指定席 Reserved seat 预订席 지정석
338 じてんしゃ 46 自転車 Bicycle 自行车 자전거
339 じてんしゃのりいれきんし 93 自転車乗り入れ禁止 No bicycles 自行车禁止入内 자전거 진입금지
340 じどう 自動 Automatic 自动 자동
341 じどうかいさつ 自動改札 Automatic ticket gate 自动检票口 자동개찰구 
342 じどうけんばいき 16 自動券売機 Ticket machine 自动售票机 자동발매기
343 じどうどあ 自動ドア Automatic door 自动门 자동문
344 じどうはんばいき 自動販売機 Vending machine 自动售货机 자동판매기
345 しはらい 60 支払い Payment 支付 지불
346 じはんき 自販機 Vending machine 自动售货机 자판기
347 しへい 紙幣 Bills 纸币 지폐
348 しへいとうにゅうぐち 紙幣投入口 Bill insertion slot 纸币投入口 지폐 투입구
349 しまる 閉まる Close 关闭 닫힘
350 じむしょ 事務所 Office 办事处 사무실
351 しめる 閉める Close 关闭 닫으시오
352 しゃわー 34 シャワー Shower 淋浴 샤워
353 しゃわーしつ 34 シャワー室 Shower room 浴室 샤워실
354 しゃわーるーむ 34 シャワールーム Shower room 浴室 샤워실
355 しゃんぷー シャンプー Shampoo 洗发露 샴푸
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356 じゅうぎょういんせんよう 従業員専用 Staff only 员工专用 종업원 전용
357 しゅうじつきんえん 89 終日禁煙 No smoking at any time 全日禁烟 종일금연
358 じゅうしょ 住所 Address 地址 주소
359 じゅーす ジュース Juice 果汁 주스
360 じゆうせき 自由席 Nonreserved seat 散席 자유석
361 しゅうてん 終点 Ｔｅｒｍｉｎａｌ 终点 종점
362 じゅうよう 重要 Important 重要 중요
363 じゅうようぶんかざい 重要文化財 Important cultural asset 重要文化遗产 중요문화재
364 しゅうりょう 終了 End 终止 종료
365 しゅくはくしせつ 15 宿泊施設 Accommodation 住宿场所 숙박시설
366 しゅっこくてつづき 55 出国手続 Embarkation procedure 出国手续 출국수속
367 しゅっぱつ 50 出発 Departure 出发 출발
368 じゅにゅうしつ 30 授乳室 Room for breast-feeding 哺乳室 수유실
369 しょう 小 Small 小 소
370 しょうがいぶつちゅうい 109 障害物注意 Beware of obstacles 小心障碍物 장애물 주의
371 しょうかき 83 消火器 Fire extinguisher 灭火筒 소화기
372 しょうがくせい 小学生 Elementary school student 小学生 초등학생
373 しょうがっこう 小学校 Elementary school 小学 초등학교
374 しようかのう 使用可能 Available 可以使用 사용가능
375 しようきんし 使用禁止 Do not use 禁止使用 사용금지
376 しょうこうぐち 昇降口 Entrance 出入口 승강구
377 じょうしゃけん 乗車券 Passenger ticket 车票 승차권
378 じょうせんけん 乗船券 Boat ticket 船票 승선권
379 しようちゅう 使用中 In use 正在使用 사용중
380 しょうとうじかん 消灯時間 Light turn-off time 熄灯时间 소등시간
381 しょうひきげん 消費期限 Expiration date 消费期限 유통기한 
382 しょうひぜい 消費税 Consumption tax 消费税 소비세
383 しようふか 使用不可 Not in use 不可使用 사용불가
384 じょうほうこーなー 2 情報コーナー Information desk 信息中心 안내데스크
385 しょうぼうしょ 消防署 Fire department 消防署 소방서
386 しょうみきげん 賞味期限 Best before date 品尝期限 유통기한 
387 じょうむいんしつ 乗務員室 Crew's cabin 乘务员室 승무원실
388 しょうめんぐち 正面口 Main entrance 正门 정문
389 しょうゆ 醤油 Soy sauce 酱油 간장
390 しようりょう 使用料 Use fee 使用费 사용료
391 しようりょうきん 使用料金 Use fee 使用费 사용요금
392 しょくじ 食事 Meal 膳食 식사
393 しょくどう 56 食堂 Restaurant 餐厅 식당
394 しょくぶつえん 植物園 Botanical garden 植物园 식물원
395 じょし 8 女子 Women 女子 여자
396 じょしといれ 8 女子トイレ Women's restroom 女洗手间 여자화장실
397 じょせい 8 女性 Women 女性 여성
398 じょせいせんよう 8 女性専用 Women only 女性专用 여성전용
399 じょせいよう 8 女性用 For women 女性用 여성용
400 しょっけん 食券 Meal ticket 餐券 식권
401 しょっぷ 61 ショップ Shop 店铺 가게
402 しょめい 署名 Signature 签名 서명
403 しょようじかん 所要時間 Time required 所需时间 소요시간
404 しょるいしんさ 55 書類審査 Document investigation 审查文件 서류심사
405 しりょうしつ 資料室 Materials room 资料室 자료실
406 しろ 城 Castle 城堡 성
407 しろわいん 白ワイン White wine 白葡萄酒 화이트 와인
408 しんぐるるーむ シングルルーム Single room 单人房 싱글 룸
409 じんじゃ 神社 Shrine 神社 사원
410 しんしょうしゃようせつび 9 身障者用設備 Accessible facility 残疾人用设备 장애인 편의시설
411 しんにゅうきんし 91 進入禁止 Do not enter 禁止入内 진입금지
412 しんはつばい 新発売 New product 新发售 신제품
413 しんぶん・ざっし 62 新聞・雑誌 Newspapers,magazines 报纸・杂志 신문,잡지
414 しんやりょうきん 深夜料金 Late night fee 深夜费 심야요금
415 しんやわりまし 深夜割増し Late night rate 深夜价格 심야할증
416 す 酢 Vinegar 醋 식초
417 すいじば 炊事場 Kitchen 厨房 취사실
418 すいぞくかん 水族館 Aquarium 水族馆 수족관
419 すいっち スイッチ Switch 开关 스위치
420 すいようび 水曜日 Wednesday 星期三 수요일
421 すかっしゅこーと 80 スカッシュコート Squash court 壁球场 스쿼시 코트
422 すきーじょう 72 スキー場 Ski area 滑雪场 스키장
423 すきーのさきをあげる 126 スキーの先を上げる Raise ski tips 滑板头朝上 스키앞부분을 드시오
424 すきーやーはおりる 127 スキーヤーは降りる Skiers get off here 滑雪人士下车 스키객은 내리시오
425 ずじょうちゅうい 114 頭上注意 Watch your head 小心碰头 머리조심
426 すたっふ スタッフ Staff member 员工 직원
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427 すたっふせんよう スタッフ専用 Staff only 员工专用 직원전용
428 すちーる スチール Steel 钢铁 강철
429 ずつうやく 頭痛薬 Headache relief 头痛药 두통약
430 すてるな 97 捨てるな Do not litter 严禁乱丢垃圾 버리지 마시오
431 すどまり 素泊まり Ｌodging without meals 免餐住宿 숙박전용
432 すぽーつかつどう 79 スポーツ活動 Sports activities 体育运动 스포츠활동
433 ぜい・さーびすりょうこみ 税・サービス料込み Tax and service included 含税和服务费 세금,서비스료 포함
434 ぜい・さーびすりょうべつ 税・サービス料別 Tax and service not included 不含税和服务费 세금,서비스료 비포함
435 ぜいかん 54 税関 Customs 海关 세관
436 せいきゅうしょ 請求書 Invoice 付款通知单 청구서
437 ぜいきん 税金 Tax 税金 세금
438 ぜいこみ 税込み Tax included 含税 세금포함
439 ぜいこみかかく 税込価格 Price including tax 含税价格 세금포함가격
440 せいさん 60 精算 Fare adjustment 补票清算 정산
441 せいさんき 16 精算機 Fare adjustment machine 自动补票机 정산기
442 せいさんじょ 16 精算所 Fare adjustment desk 补票清算处 정산소
443 せいじん 成人 Adult 成人 성인
444 せいじんりょうきん 成人料金 Adult's fee 成人费用 성인요금
445 せいそうちゅう 清掃中 Cleaning 正在清扫 청소중
446 ぜいぬき 税抜き Not including tax 不含税 비과세
447 せいふてぃぼっくす セイフティボックス Locking box 保险箱 세이프티 박스
448 せいもん 正門 Main entrance 正门 정문 
449 せーる セール Sale 出售 세일
450 せっけん 石鹸 Soap 肥皂 비누
451 せっすい 節水 Save water 节水 절수
452 せっていおんど 設定温度 Set temperature 设定温度 설정온도
453 せつでん 節電 Save electricity 节电 절전
454 せつめいしょ 説明書 Instructions 说明书 설명서
455 せるふさーびす セルフサービス Self-serve 自助 셀프 서비스
456 せんぱく 41 船舶 Ship 船舶 선박
457 せんめんじょ 洗面所 Lavatory 盥洗室 세면대
458 そうげいばす 送迎バス Shuttle bus 送迎巴士 셔틀 버스
459 そうだんまどぐち 1 相談窓口 Consultation 咨询窗口 상담창구
460 そーす ソース Sauce 沙司 소스
461 そのた その他 Others 其它 기타
462 そふとどりんく ソフトドリンク Soft drinks 软饮料 음료수
463 だい 大 Large 大 대
464 だいがく 大学 University 大学 대학교
465 だいがくせい 大学生 University student 大学生 대학생
466 たいしかん 大使館 Embassy 大使馆 대사관
467 だいよくじょう 大浴場 Large public bath 大浴池 대중목욕탕
468 たおる タオル Towel 毛巾 수건
469 たきのうといれ 9 多機能トイレ Multifunctional toilet 多功能盥洗室 다용도 화장실
470 たくしー 44 タクシー Taxi 出租车 택시
471 たくしーのりば 44 タクシーのりば Taxi loading zone 出租车站 택시 승차장
472 だすとぼっくす 37 ダストボックス Trash box 垃圾桶 쓰레기통
473 たちいりきんし 94 立入禁止 Do not enter 禁止入内 출입금지
474 だぶるるーむ ダブルルーム Double room 双人房（一张双人床） 더블 룸
475 たべほうだい 食べ放題 All you can eat 自助餐 식사 무한 제공
476 たべものではありません 食べ物ではありません Not for consumption 不供食用 먹을 수 없음
477 だんし 7 男子 Men 男子 남자
478 だんしといれ 7 男子トイレ Men's restroom 男洗手间 남자화장실
479 だんじょけんよう 男女兼用 Unisex 男女兼用 남녀겸용
480 だんせい 7 男性 Men 男性 남성
481 だんせいせんよう 7 男性専用 Men only 男性专用 남성전용
482 だんせいよう 7 男性用 For men 男性用 남성용
483 だんたい 団体 Group 团体 단체
484 だんぼう 暖房 Heater 暖气设备 난방
485 ちぇっくあうと チェックアウト Check-out 结帐处 체크아웃
486 ちぇっくいん 13 チェックイン Check-in 登记处 체크인
487 ちかいっかい 地下１階 B1 level 地下1层 지하1층
488 ちかてつ 地下鉄 Subway 地铁 지하철 
489 ちけっと チケット Ticket 票 표
490 ちけっとうりば チケット売り場 Ticket booth 售票口 매표소
491 ちず 地図 Map 地图 지도
492 ちっぷ チップ Tip 小费 팁
493 ちっぷふよう チップ不要 Tips not required 无需小费 팁 없음
494 ちゃ 茶 Tea 茶 차
495 ちゅう 中 Medium 中 중
496 ちゅうい 108 注意 Caution 注意 주의
497 ちゅういじこう 注意事項 Important points 注意事项 주의사항
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498 ちゅうおうぐち（入口） 中央口 Central entrance 中央入口 중앙 입구
499 ちゅうおうぐち（出口） 中央口 Central exit 中央出口 중앙 출구
500 ちゅうがくせい 中学生 Junior high school student 初中学生 중학생
501 ちゅうがっこう 中学校 Junior high school 初中学校 중학교
502 ちゅうしゃきんし 92 駐車禁止 No parking 禁止停车 주차금지
503 ちゅうしゃじょう 49 駐車場 Parking 停车场 주차장
504 ちゅうしゃりょうきん 駐車料金 Parking fee 停车费 주차요금
505 ちゅうしょく 昼食 Lunch 午餐 점심식사
506 ちゅうぼう 厨房 Kitchen 厨房 주방
507 ちゅうもん 注文 Order 订购 주문
508 ちゅうりんきんし 駐輪禁止 No bicycle parking 禁止停放自行车 자전거 주차금지
509 ちょうしょく 朝食 Breakfast 早餐 아침식사
510 ちょうしょくつき 朝食付き Breakfast included 含早餐 아침식사 포함
511 ちょうどうけん 聴導犬 Hearing-ear dog 导听犬 청각장애인 보조견
512 ちょうみりょう 調味料 Seasoning 调料 조미료
513 ちょくしん 直進 Go straight ahead 笔直往前 직진
514 ついかりょうきん 追加料金 Additional charge 附加收费 추가요금
515 ついんるーむ ツインルーム Twin room 双人房（二张单人床） 트윈 룸
516 つうこうどめ 通行止め No thoroughfare 禁止通行 통행금지
517 つうやく 通訳 Interpretation 翻译 통역
518 つまようじ つま楊枝 Toothpick 牙签 이쑤시개
519 つめたい 冷たい Cold 冷 차가움
520 つりせん 釣銭 Change 找零钱 잔돈
521 てあらい 6 手洗い Restroom 洗手间 화장실
522 てあらいじょ 6 手洗所 Restroom 洗手间 화장실
523 てぃーばーりふと 81 Ｔバーリフト T-bar lift T字爬山电梯 티 바 리프트 
524 ていえん 庭園 Garden 庭院 정원
525 ていおんちゅうい 低温注意 Beware:Cold 小心低温 저온주의
526 ていか 定価 Fixed price 定价 정가
527 ていきゅうび 定休日 Regular holiday 休息日 정기휴일
528 ていくあうと テイクアウト Take-out 外带 테이크 아웃
529 ていし 停止 Stop 停止 정지
530 ていしょく 定食 Full meal 套餐 정식
531 てーまぱーく テーマパーク Theme park 主题公园 테마 파크 
532 でぐち 出口 Exit 出口 출구
533 てすうりょう 手数料 Service charge 手续费 수수료
534 てつどう 40 鉄道 Railroad 铁路 철도
535 てつどうえき 40 鉄道駅 Railroad station 火车站 철도 역
536 てにすこーと 70 テニスコート Tennis court 网球场 테니스 코트
537 てにもつあずかりじょ 17 手荷物預かり所 Baggage storage 行李寄存处 수화물 관리소
538 てにもついちじあずかりじょ 17 手荷物一時預かり所 Baggage storage 行李寄存处 수화물 보관소
539 てにもつうけとりじょ 53 手荷物受取所 Baggage claim 行李领取处 수화물 찾는 곳
540 てにもつけんさ 54 手荷物検査 Baggage inspection 行李检查 수화물 검사
541 てにもつたくはい 65 手荷物宅配 Baggage delivery service 行李运送服务 수화물 택배
542 てら 寺 Temple 寺庙 절
543 でんしききしようきんし 100 電子機器使用禁止 Do not use electronic devices 禁止使用电器 전자기기 사용금지
544 てんじしつ 展示室 Exhibition room 展览室 전시실
545 てんじぶつ 展示物 Exhibit 展品 전시물
546 でんしゃ 40 電車 Train 火车 전철
547 てんじょうにちゅうい 114 天井に注意 Watch your head 小心碰头 천장주의 
548 てんとうちゅうい 112 転倒注意 Caution:Slippery 小心地滑 미끄럼주의
549 てんぽ 61 店舗 Store 店铺 점포
550 てんぼうち 66 展望地 Viewpoint 了望台 전망대
551 てんらくちゅうい 113 転落注意 Caution:Drop 小心摔倒 비탈길주의
552 でんわ 24 電話 Telephone 电话 전화
553 でんわばんごう 24 電話番号 Telephone number 电话号码 전화번호
554 といあわせ 問い合わせ Inquiries 咨询 문의
555 といれ 6 トイレ Restroom 洗手间 화장실
556 といれっとぺーぱー トイレットペーパー Toilet paper 卫生纸 화장지
557 とうがらし 唐辛子 Red pepper 辣椒 고추
558 とうじつけん 当日券 Day ticket 当日票 당일 표
559 とうちゃく 51 到着 Arrival 到达 도착
560 とうにゅうぐち 投入口 Insertion slot 投入口 투입구
561 どうぶつえん 動物園 Zoo 动物园 동물원 
562 どうろちず 道路地図 Street map 街道图 도로지도 
563 としょかん 図書館 Library 图书馆 도서관
564 としょしつ 図書室 Library 图书室 도서실
565 とじる 閉じる Close 关闭 닫힘
566 どそくげんきん 土足厳禁 No street shoes 严禁穿鞋入内 신발을 벗으시오
567 とほきゃくはおりる 124 徒歩客は降りる Walkers get off here 步行客人下车 도보객은 내리시오
568 とまる 止まる Stop 停止 정지
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569 どようび 土曜日 Saturday 星期六 토요일
570 どらいやー ドライヤー Hair dryer 吹风机 헤어드라이어
571 とらべらーずちぇっく トラベラーズチェック Traveller's checks 旅游支票 여행자 수표
572 とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書 Manual 使用说明书 사용설명서
573 とりけし 取り消し Cancellation 取消 취소
574 とりにく 鶏肉 Chicken 鸡肉 닭고기
575 とれーにんぐるーむ トレーニングルーム Training room 健身房 체육관
576 どれっしんぐ ドレッシング Dressing 调味品 드레싱
577 ないせん 内線 Extension 内线 내선
578 なつ 夏 Summer 夏天 여름
579 なまえ 名前 Name 姓名 이름
580 なまびーる 生ビール Draft beer 生啤 생맥주
581 にかい 2階 Second floor 二楼 2층
582 にし 西 West 西 서쪽
583 にしぐち（入口） 西口 West entrance 西入口 서쪽 입구
584 にしぐち（出口） 西口 West exit 西出口 서쪽 출구
585 にちようび 日曜日 Sunday 星期天 일요일
586 にほんしゅ 日本酒 Sake 日本酒 일본술
587 にほんちゃ 日本茶 Japanese tea 日本茶 일본차
588 にほんていえん 日本庭園 Japanese garden 日本庭园 일본정원
589 にもつけんさ 54 荷物検査 Baggage inspection 行李检查 화물검사
590 にゅうえんりょう 入園料 Entrance fee 入园费 입장료
591 にゅうかんむりょう 入館無料 Free admission 免费入场 무료입장
592 にゅうこくてつづき 55 入国手続 Disembarkation procedure 入境手续 입국수속
593 にゅうしつきんし 入室禁止 Do not enter 禁止入内 입실금지
594 にゅうじょうけん 入場券 Admission ticket 入场券 입장권
595 にゅうじょうりょう 入場料 Admission fee 入场费 입장료
596 にゅうようじようせつび 30 乳幼児用設備 Facilities for babies 乳幼儿用设备 유아용 시설
597 にれつならび 119 二列並び Line up in twos 请排2列队 두줄로 서기
598 ねこ 猫 Cat 猫 고양이
599 ねびき 値引き Discount 折扣 할인
600 のぼり（上へ） 上り Up 上 상승
601 のぼり（電車） 上り Inbound 上行列车 상행
602 のぼりだんさちゅうい 110 上り段差注意 Beware of step 小心楼梯 오르막 계단주의
603 のぼる 登る Up 登上 오름
604 のみほうだい 飲み放題 All you can drink 畅饮 음료 무한 제공
605 のみもの 飲物 Beverage 饮料 음료
606 のめない 98 飲めない Not potable 不能饮用 마실 수 없음
607 のめません 98 飲めません Not potable 不能饮用 마실 수 없음
608 のりかえ 乗換え Transfer 换乘 환승
609 のりつぎ 52 乗り継ぎ Connection 接着乘坐 갈아타기
610 のんあるこーる ノンアルコール Non-alcoholic 不含酒精的饮料 무 알코올
611 ばー 58 バー Bar 酒吧 바
612 ばいきんぐ バイキング Buffet 自助餐 뷔페
613 はいざら 灰皿 Ashtray 烟灰缸 재떨이
614 はいそうりょう 配送料 Delivery charge 运送费 배송료
615 はいたつ 配達 Delivery 运送 배달
616 ばいてん 61 売店 Store 小卖部 매점
617 はくぶつかん 76 博物館 Science museum 博物馆 박물관
618 はし 箸 Chopsticks 筷子 젓가락
619 はしるな 95 走るな Do not run 不得奔跑 뛰지 마시오
620 ばす 43 バス Bus 公共汽车 버스
621 ばすたーみなる 43 バスターミナル Bus terminal 公共汽车始发站 버스터미널
622 ばすてい 43 バス停 Bus stop 公共汽车站 버스정류장
623 ばすのりば 43 バスのりば Bus stop 公共汽车站 버스정류장
624 ぱすぽーと パスポート Passport 护照 여권
625 はっしゃじこく 発車時刻 Departure time 发车时间 출발시각
626 はつばいちゅう 発売中 On sale 正在出售 발매중
627 はな 花 Flower 花 꽃
628 はぶらし 歯ブラシ Toothbrush 牙刷 칫솔
629 はらいもどし 払戻し Refund 退款 환불
630 はる 春 Spring 春天 봄
631 ぱん（食ぱん） パン Bread 面包 빵
632 はんがく 半額 Half-price 半价 반액
633 ばんごはん 晩ご飯 Dinner 晚餐 저녁식사
634 ぱんふれっと パンフレット Pamphlet 小册子 팜플렛
635 びーる ビール Beer 啤酒 맥주
636 ひがし 東 East 东 동쪽
637 ひがしぐち（入口） 東口 East entrance 东入口 동쪽 입구
638 ひがしぐち（出口） 東口 East exit 东出口 동쪽 출구
639 ひきわたしじょ 引渡し所 Delivery area 派送地区 배달지역
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640 ひく 引く Pull 拉 당기시오
641 びじゅつかん 76 美術館 Art museum 美术馆 미술관
642 ひじょうかいだん 86 非常階段 Emergency stairway 紧急楼梯 비상계단
643 ひじょうぐち 86 非常口 Emergency exit 紧急出口 비상구
644 ひじょうでんわ 84 非常電話 Emergency telephone 求救电话 비상전화
645 ひじょうはしご 非常はしご Emergency ladder 求救梯 비상사다리
646 ひじょうべる 非常ベル Emergency bell 求救铃 비상벨
647 ひじょうぼたん 85 非常ボタン Emergency button 求救按钮 비상벨
648 ひだり 左 Left 左 왼쪽
649 ひだりがわつうこう 左側通行 Pass on the left 左侧通行 좌측통행
650 ひだりがわにおたちください 117 左側にお立ちください Please stand on the left 请靠左侧站立 좌측에 서 주세요
651 ひだりへまがる 左へ曲がる Turn left 左转 좌회전 하시요
652 ひなんけいろ 避難経路 Evacuation route 避难通道 대피경로
653 ひなんじょ 87 避難所 Evacuation shelter 避难所 대피소
654 ひなんつうろ 避難通路 Evacuation route 避难通路 대피통로
655 ひなんはしご 避難はしご Evacuation ladder 避难梯 대피사다리
656 びゅっふぇ ビュッフェ Buffet 自助餐 뷔페
657 びよう 64 美容 Beauty salon 美容院 미용실
658 びょういん 3 病院 Hospital 医院 병원
659 びようしつ 64 美容室 Beauty salon 美容院 미용실
660 ひらく 開く Open 打开 열림
661 ひるごはん 昼ご飯 Lunch 午餐 점심식사
662 びん ビン Bottle 瓶 병
663 ふぁっくす 25 ファックス Fax 传真 팩스
664 ぷーる 71 プール Pool 游泳池 수영장
665 ふぇりー 41 フェリー Ferry 渡口 여객선
666 ぶたにく 豚肉 Pork 猪肉 돼지고기
667 ふねんごみ 不燃ごみ Nonburnable garbage 不可燃垃圾 불연성 쓰레기
668 ふねんぶつ 不燃物 Nonburnables 不可燃物 불연물
669 ふゆ 冬 Winter 冬天 겨울
670 ぷらすちっく プラスチック Plastic 塑料 플라스틱
671 ふらっしゅさつえいきんし 102 フラッシュ撮影禁止 No flash photography 禁止闪光摄影 플래시 촬영금지
672 ぷれぜんと プレゼント Presents 赠品 선물
673 ふれてください 触れてください Please touch 请触摸 만지시오
674 ふろば 35 風呂場 Bathroom 浴室 목욕탕
675 ふろんと 13 フロント Front desk 前台 프런트
676 へありきっど ヘアリキッド Hair lotion 发露 헤어로션
677 へいかんじかん 閉館時間 Closing time 闭馆时间 폐관시간
678 へいかんちゅう 閉館中 Closed 闭馆中 폐관 
679 へいじつ 平日 Weekdays 平日 평일
680 へいてん 閉店 Closed 关闭 폐점
681 べっかん 別館 Annex 附馆 별관
682 ぺっと ペット Pet 宠物 애완동물
683 ぺっとか ペット可 Pets allowed 允许宠物入内 애완동물 동반가능
684 ぺっとふか 107 ペット不可 No pets 宠物不得入内 애완동물 동반금지
685 ぺっとぼとる ペットボトル Plastic bottle 塑料瓶 페트 병
686 ぺっともちこみきんし 107 ペット持ち込み禁止 No pets 宠物不得入内 애완동물 동반금지
687 べつりょうきん 別料金 Separate charge 单独收费 개별요금
688 べびーかーしようきんし 103 ベビーカー使用禁止 No baby carriages 禁止使用婴儿车 유모차 사용금지
689 へりこぷたー 42 ヘリコプター Helicopter 直升飞机 헬리콥터
690 へりぽーと 42 ヘリポート Heliport 直升飞机场 헬기장
691 へんあつき 変圧器 Transformer 变压器 변압기
692 ぺんきぬりたて ペンキ塗りたて Wet paint 油漆未干 페인트주의
693 へんきゃくぐち 返却口 Return slot 归还口 반환구
694 へんきゃくればー 返却レバー Return lever 归还控制杆 반환레버
695 ほいくえん 保育園 Nursery school 保育园 탁아소
696 ほいくしつ 30 保育室 Day-care center 保育室 보육센터 
697 ぽいすてきんし 97 ポイ捨て禁止 No littering 不许乱丢垃圾 쓰레기 투척금지
698 ぼうはんかめらさどうちゅう 防犯カメラ作動中 Security camera in use 正在使用保安摄录机 보안카메라 작동중
699 ぼうはんべる 防犯ベル Security alarm 安全警报 보안경보
700 ぼでぃそーぷ ボディソープ Body soap 浴液 바디샴푸
701 ほてる 15 ホテル Hotel 旅馆 호텔
702 ほんかん 本館 Main building 主馆 본관
703 ほんじつきゅうぎょう 本日休業 We are closed today 今日停业 금일휴업
704 まえうりけん 前売券 Advance sale ticket 预售票 예매표
705 まえばらい 前払い Advance payment 预付款 선불
706 まちあいしつ 19 待合室 Waiting room 等候室 대합실
707 まちあわせばしょ 20 待ち合わせ場所 Waiting area 等待场所 만남의 장소
708 まっすぐ まっすぐ Straight 笔直往前 직진
709 まどぐち 窓口 Window 窗口 창구
710 まんしつ 満室 No vacancy 房间客满 만실
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711 まんしゃ 満車 Full 车辆客满 만차
712 まんせき 満席 Full 席满 만석
713 みーてぃんぐぽいんと 20 ミーティングポイント Meeting point 等人处 만남의 장소
714 みぎ 右 Right 右 오른쪽
715 みぎがわつうこう 右側通行 Pass on the right 右侧通行 우측통행
716 みぎがわにおたちください 118 右側にお立ちください Please stand on the right 请靠右侧站立 우측에 서십시요
717 みぎへまがる 右へ曲がる Turn right 右转 우회전 하시요
718 みず 水 Water 水 물
719 みずのみば 36 水飲み場 Drinking fountain 饮水处 식수대
720 みせ 61 店 Store 店铺 가게
721 みなと 41 港 Port 港 항구
722 みなみ 南 South 南 남쪽
723 みなみぐち（入口） 南口 South entrance 南入口 남쪽 입구
724 みなみぐち（出口） 南口 South exit 南出口 남쪽 출구
725 みほん 見本 Sample 样本 견본
726 みやげ 土産 Souvenir 礼品 선물
727 みやげものうりば 61 みやげ物売り場 Souvenir shop 礼品店 특산물 가게
728 むりょう 無料 Free 免费 무료
729 めーるあどれす 23 メールアドレス E-mail address 电子邮件地址 이메일 주소
730 めにゅー メニュー Menu 菜单 메뉴
731 めんぜい 免税 Tax-free 免税 면세
732 めんぜいてん 免税店 Tax-free store 免税店 면세점
733 めんぜいひん 免税品 Tax-free goods 免税品 면세품
734 めんるい 麺類 Noodles 面条 면류
735 もうどうけん 盲導犬 Guide dog 导盲犬 맹인견
736 もうどうけんか 盲導犬可 Guide dogs allowed 导盲犬可入 맹인견 동반가능
737 もえないごみ 燃えないゴミ Nonburnable garbage 非燃垃圾 불연성 쓰레기
738 もえるごみ 燃えるゴミ Burnable garbage 可燃垃圾 가연성 쓰레기
739 もーにんぐこーる モーニングコール Wake-up call 叫醒电话 모닝 콜
740 もくようび 木曜日 Thursday 星期四 목요일
741 もちかえり 持ち帰り Take-out 外带 포장
742 もちだしきんし 持ち出し禁止 Do not remove 禁止带出 반출금지
743 やきゅうじょう 69 野球場 Baseball stadium 棒球场 야구장
744 やくてん 63 薬店 Drug store 药店 약국
745 やっきょく 63 薬局 Pharmacy 药房 약국
746 ゆ 湯 Hot water 热水 온수
747 ゆうえいきんし 104 遊泳禁止 No swimming 禁止游泳 수영금지
748 ゆうえんち 遊園地 Amusement park 游乐园 유원지
749 ゆうこうきげん 有効期限 Expiration date 有效期限 만기일
750 ゆうごはん 夕ご飯 Dinner 晚餐 저녁식사
751 ゆうしょく 夕食 Dinner 晚餐 저녁식사
752 ゆうしょくつき 夕食付き Dinner included 含晚餐 저녁식사 포함
753 ゆうせんせき 優先席 Priority seating 专座 우선석
754 ゆうびん 23 郵便 Mail 邮政 우편
755 ゆうびんきって 郵便切手 Stamp 邮票 우표
756 ゆうびんきょく 郵便局 Post office 邮局 우체국
757 ゆうびんぽすと 郵便ポスト Mailbox 邮箱 우체통
758 ゆうりょう 有料 Fee required 收费 유료
759 ゆうりょうちゅうしゃじょう 49 有料駐車場 Paid parking 收费停车场 유료주차장
760 ゆうりょうといれ 6 有料トイレ Pay toilet 收费卫生间 유료화장실
761 ゆきさき 行き先 Destination 目的地 목적지
762 ゆきどまり 行き止まり Dead end 死巷 막다른 곳
763 ゆびはさまれちゅうい 指挟まれ注意 Watch your fingers 小心夹手指 손 조심
764 ようこそ ようこそ Welcome 欢迎 환영
765 ようじ 楊枝 Toothpick 牙签 이쑤시개
766 ようしき 洋式 Western-style 西式 서양식
767 ようしつ 洋室 Western-style room 西式房间 서구식 방
768 ようしょく 洋食 Western-style meal 西餐 양식
769 ようちえん 幼稚園 Kindergarten 幼儿园 유치원
770 ようよやく 要予約 Reservations required 需要预约 예약필수
771 よくしつ 35 浴室 Bathroom 浴室 욕실
772 よびだし 呼出し Call 呼出 호출
773 よやく 予約 Reservation 预约 예약 
774 よやくせき 予約席 Reserved seat 预约席 예약석
775 よんれつならび 122 四列並び Line up in fours 请排4列队 네줄로 서기
776 らいす ライス Rice 米饭 밥
777 らうんじ 19 ラウンジ Lounge 休息室 라운지
778 りくじょうきょうぎじょう 67 陸上競技場 Track 田径赛场 육상 경기장
779 りさいくる 38 リサイクル Recycle 回收 재활용
780 りさいくるひんかいしゅうしせつ 38 リサイクル品回収施設 Recycling facilities 废品回收站 재활용품 수거시설
781 りはつしつ 64 理髪室 Barber 理发室 이발소
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782 りよう 64 理容 Barber 理发室 이발소
783 りょうがえ 21 両替 Change 兑换 환전
784 りょうがえおことわり 両替お断り No change 谢绝兑换 환전불가
785 りょうがえじょ 21 両替所 Exchange counter 兑换处 환전소
786 りょうきん 料金 Fee 费用 요금
787 りょうきんひょう 料金表 Fee table 价目表 요금표
788 りょうじかん 領事館 Consulate 领事馆 영사관
789 りょうしゅうしょ 領収書 Receipt 收据 영수증
790 りょかん 15 旅館 Japanese inn 旅馆 여관
791 りょこうがいしゃ 旅行会社 Travel agency 旅行社 여행사
792 りょこうだいりてん 旅行代理店 Travel agent 旅行代理 여행대리점
793 りんす リンス Rinse 护发素 린스
794 るーむさーびす ルームサービス Room service 客房服务 룸 서비스
795 れいぞうこ 冷蔵庫 Refrigerator 冰箱 냉장고
796 れいぼう 冷房 Air conditioner 冷气设备 냉방
797 れきしてきけんぞうぶつ 77 歴史的建造物 Historical monument 历史建筑物 역사적 건축물
798 れくりえーしょんるーむ レクリエーションルーム Recreation room 娱乐室 레크레이션 룸
799 れすとらん 56 レストラン Restaurant 餐馆 레스토랑
800 れんたかー 45 レンタカー Rental car 租车 렌터카
801 れんたかーしょっぷ 45 レンタカーショップ Rental car office 租车公司 렌터카 영업소
802 れんらくさき 連絡先 Contact information 联络处 연락처
803 ろーぷうぇい 47 ロープウェイ Ropeway 空中缆车 케이블카
804 ろくおんきんし 録音禁止 No recording 禁止录音 녹음금지
805 ろせんず 路線図 Train line map 路线图 노선도
806 ろっかー ロッカー Locker 锁柜 보관함
807 ろてんぶろ 露天風呂 Outdoor bath 露天浴室 노천탕
808 ろびー ロビー Lobby 大厅 로비
809 わいん ワイン Wine 葡萄酒 와인
810 わしき 和式 Japanese-style 日式 일본식
811 わしつ 和室 Japanese-style room 日式房间 일본식 방
812 わしょく 和食 Japanese meal 日餐 일식
813 わすれもの 忘れ物 Lost items 遗失物品 분실물
814 わすれものとりあつかいじょ 14 忘れ物取扱所 Lost-and-found 遗失物品寄存处 분실물 센터
815 わりこみきんし 割り込み禁止 No cutting in line 禁止插队 새치기금지
816 わりばし 割箸 Disposable chopsticks 一次性筷子 나무젓가락
817 わりびき 割引 Discount 折扣 할인
818 わりびきけん 割引券 Discount ticket 折扣券 할인권
819 わりまし 割増し Increased fare 加价 할증요금
820 われもの われもの Fragile 易碎品 깨지기 쉬운 물건
821 われものちゅうい われもの注意 Fragile 小心易碎品 파손주의 
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