
 

【コピペ必須／動画付き！】 

アフターコロナ対策で今すぐ役立つ英語フレーズ 17 個！ 

 

 

アフターコロナ対策に関するサインの英語表示やお声がけに 

是非ご参考にしてください。 

 

１.大変申し訳ございませんが、ご入館前に検温させてください。 

May we take your temperature before you enter?  

Sorry for the inconvenience. 

 

2. 大変申し訳ございませんが、                   動画 QR コード               

ご入館にあたり、マスクの着用をお願いしております。 

We are requesting everyone who enters to wear a mask. Sorry for the inconvenience. 

 

3. 約１時間に１回程度で、消毒しておりますのでご安心いただければと思います。 

For your safety and peace of mind, we disinfect about once every hour. 

 

4. スタッフのマスク着用についてご了承ください。 

For your safety and peace of mind, our staff will be wearing masks. 

  

5. ハウスキーピングスタッフは消毒も合わせてクリーニングを行いますため通常よりお時

間がかかる場合がございます。ご了承ください。 

Please note that cleaning may take longer than usual since we are taking extra time to disinfect 

for your safety and peace of mind. 

 



 

 

6. お客様同士の距離を保つため、レンストランの人数制限をしております。 

ご了承ください。 

To achieve appropriate distancing between guests, we have introduced a limit to guest 

numbers entering the premises. We appreciate your understanding and cooperation. 

 

7. 大変申し訳ございませんが、このごろお風邪のような症状などご本人もしくはご周囲の

皆様に現れていることはございますか？ 

We are sorry for the inconvenience, but can you tell us if you or anyone you are associated 

with has had flu-like symptoms?  

 

8.マスクはお持ちでしょうか？お持ちでないでしたら、こちらを一人１枚まで無料で提供し

ております。 

Do you have a mask? If not, we are happy to provide one complimentary mask per person. 

 

9. お手洗いは１名様ごとのご利用となっておりますのでご安心いただければと思います。 

For guests’ safety and peace of mind, we ask that people visit the restroom facilities one person 

at a time.  

10. お手洗いなど数カ所に置かれている消毒液をご自由にお使いいただければと思います。 

Please feel free to use the hand disinfectant available in the restroom and other locations 

throughout the facility. 

  

11. お支払いなどはできるかぎり、キャッシュレスでお願いできればと思います。 

We ask for cashless payment when at all possible. We appreciate your understanding and 

cooperation. 

 

12.体調にお変わりはございませんか。 

How are you feeling? Is everything okay, health-wise? 

 

13.カフェスペースは入居のお客様に１２時から１９時まで開放しております。 

We have opened the Cafe space to guests staying here from noon until 7 p.m. 

 

14. サロンはオンライン会議やテレワークでのご利用予約も可能です。お気軽にお申し付け

ください。 

The Salon Meeting Room can be used for online meetings and remote work, please feel free 

to inquire about using this space. 



 

 

15.お客様同士の距離を保つため、席数を制限しております。ご了承ください。 

To maintain appropriate spacing between guests, we have reduced the seating numbers in the 

facility. We appreciate your understanding and cooperation. 

 

16. ウィルス感染症に関連する宿泊のキャンセルは前日までのご連絡で宿泊キャンセル料

はいただいておりません。 

For stay cancellations due to the virus, we will not charge any cancellation fee as long as we 

receive notice at least one day in advance. 

 

17.ご予約の変更を承っております。 

We are happy to receive reservation changes as required. 

 

新時代に向けて、一緒に頑張りましょう！You can Do It! 

 

Ruth 社長のフレーズ解説 YouTube 動画 

https://www.youtube.com/watch?v=XpMb_xML9nU 
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