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第 1章

ホテル到着のその前に
～ チェックインまでの英会話 ～

contents

Hotel Plaza Athenee Paris (Paris)2

気になる空港送迎やインターネット環境は、
予約の前に聞いておきたいもの。
飛行機の到着が夜遅い場合やフライトの遅延も、
一言連絡を入れておけばスムーズです。



One & Only Cape Town (Capetown, South Africa)

第1章：ホテル到着のその前に ～チェックインまでの英会話～
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トラベラー ホテルマン

シャトルバスとWIFI 環境
出発前に確かめておこう!
シャトルバスとWIFI 環境
出発前に確かめておこう!

ホテルの設備やサービスを事前に確かめるにはメールが最も手軽ですが、時には返事
が来ないこともあります。そんな時は迷わず電話で問い合わせてみましょう。ポイント
をメモしておけば安心です。

■ 空港からのシャトルバスの有無をたずねる・手配する
Do you have a shuttle service from the airport?
空港送迎のシャトルバスはありますか？

Yes, we have complimentary shuttle.
はい、無料のシャトルサービスがあります。

Where can I catch it, and how much does it cost?
どうやって乗ったらいいのですか？ 料金は？

It’s free of charge. We will pick you up at the airport. Please let us 
know your arrival information.  
無料です。空港までお迎えにあがりますので、到着時間とフライトをお知らせください。

既にホテルを予約済みならば、送迎も予約してしまいましょう。

My arrival flight is AF774, at 6:30 pm.
フライトナンバーはAF774で、午後6：30に到着します。

まだホテルを予約していない場合は、

I haven’t booked the room yet. I’ll let you know later.
まだ予約していないので、後でご連絡します。

ホテルの回答バリエーション

Please make a phone call when you arrive, and we will pick you up.  
空港に到着したら電話をください。お迎えにまいります。

Our shuttle runs every 30 minutes. So please wait at the hotel 
sign.  
30分おきに回っていますので、ホテルのサインのところで待っていてください。

It’s $2 per person one way, $3 return.
一人片道2ドル、往復で3ドルです。

■ インターネット環境についてたずねる
Can I use the internet in my room? 
客室でインターネットができますか？

Yes, we have free WIFI in the room and lobby area.   
はい、お部屋とロビーでWIFIが無料でお使いいただけます。

ホテルによっては接続環境が異なります。

You can use WIFI in the room for $5 per hour, and $20 per day.
お部屋でWIFIが使えますが、1時間5ドル、1日20ドルです。

We have free hi-speed internet on the club floors.
クラブフロアでは、高速インターネットが利用できます。

You can use the internet via ADSL in your room.  A LAN cable is 
required.
客室はADSL接続でLANケーブルが必要です。

Can I borrow a cable?
ケーブルのレンタルはできますか？

Yes, it’s free. / Yes, it’s $2 per day.
はい、無料です。/はい、1日2ドルになります。

ホテルが運行するシャトルバスは左記のように、❶事前に要予約、❷到着時に空港か
ら電話で呼び出す、❸定期的に巡回しているもの、の3パターンがほとんど。これ
を知っておけば相手の返事もぐっと理解しやすくなります。

M
ist

er M’s Tips



いくら予約をしていても、チェックインまでには思いもかけない出来事が起こるもの。
そんな時はあれこれ悩まず、まずホテルに電話か相談を。状況に応じた善後策を講じ
れば、時間をムダにせずにすみます。

■ ホテルのシャトルバスが来ない！
I’ve been waiting for your shuttle bus for half an hour, but it hasn’t 
arrived yet.
30分ほどシャトルバスを待っているのですが、まだ来ないのですが…。

Where are you now?
今どちらにいらっしゃいますか？

At the shuttle bus stop of Terminal 1. 
ターミナル1のシャトルバス乗り場です。

The bus will be there in 10 minutes. Please wait a little while.
10分ほどでまいりますので、もう少々お待ちください。

Can I cancel it? I will take a taxi.  
タクシーで行きますので、シャトルバスはキャンセルしてください。

■ 到着が遅くなることを告げる
My name is ∗∗, and I have a reservation for tonight. I will check in 
late.
予約している＊＊ですが、チェックインが遅くなります。

My flight has been delayed, and I will arrive at your hotel around 
10 pm. Is that OK? 
フライトが遅れて到着は夜の10時くらいになります。大丈夫ですか？

No problem. We’ll keep your room. 
ええ、問題ありません。お部屋はおとりしておきます。

May I have your name, please? 
お名前を教えていただけますか？

John. 
ジョンです

Thank you, John.  Goodbye.
ありがとう、ジョン。それでは。

■ チェックイン時間より前に到着した場合
Can I check in now?
いますぐチェックインできますか？

I am sorry, the room isn’t ready yet. 
申し訳ありません。まだお部屋のご用意ができておりません。

Would you keep my baggage until check-in time? I’ ll be back in 
about 3 hours.
チェックイン時間まで、荷物を預かってもらえますか？ 3時間くらいで戻ります。

Would you call me when you’re ready to check in? The number is 
1234-5678.
準備ができたら電話をいただけますか? 番号は1234-5678です。

One & Only Palmilla (Palmilla, Mexco)

第1章：ホテル到着のその前に ～チェックインまでの英会話～
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家族経営のプチホテルやペンションのように、レセプションが24時間営業でない
施設もあります。事前に到着時間を忘れずに連絡しておくことはもちろん、到着時
にも念のため空港から電話を入れましょう。いずれの場合も電話での問い合わせ
は、相手の名前を聞くことで、伝え忘れなどを未然に防ぐことができます。
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トラベラー ホテルマン

チェックインまでに問題発生 !
ホテルに相談して善後策を
チェックインまでに問題発生 !
ホテルに相談して善後策を
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