
日本語 台湾語（漢字） 教会ローマ字 

1、あいさつ   
Ái-sá-chuh 
 

1、空港→宿（ホテル） 機場到飯店 Ki-tiuN5 kàu p¤g-tiàm 

空港で使えるフレーズ 機場用語 Ki-tiuN5 iöng-gú 

～はどこですか？ ～在何位 ？ ～t„ tó-üi ? 

------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- 

来訪歓迎 歡迎光臨 Hoan-gêng kong-lîm 

台湾 臺灣 Tâi-ôan 

中華民国 中華民國 
Tiong-hôa bîn-kok 

 

日本 日本 J…p-pún 

中国   
Tiong-kok 

 

成田国際空港 成田国際機場 Sêng-tiân kok-chè-ki-tiû° 

桃園国際空港 桃園国際機場 Thô-h£g kok-chè-ki-tiû° 

中正国際空港 中正国際機場 Tiong-chèng kok-chè-ki-tiû° 

中正空港 中正機場 Tiong-chèng ki-tiû° 

松山空港 松山機場 Siông-san ki-tiû° 

空港 
機場 

または飛機場 

Ki-tiû° 

または Hui-ki-tiû° 

ゲート 登機門 Teng-ki-m£g 

入国審査 入境檢査 
J…p-kéng kiám-cha 

 

税関 海關 
Hái koan 

 



荷物検査 行李檢査 Kiám-cha hêng-lí 

インフォメーション 詢問處 sûn-m¤g-chhù 

電話 電話 Tiän-öe 

電話ボックス 電話亭 Tiän-öe- têng 

トイレ 便所（洗手間） Piän-só・ 

喫煙スペース 吸煙區 
Chiãh-hun khu 

 

バス乗り場 公車站 Kong-chhia-chäm 

バス乗り場 巴士站 Bá-suh-chäm 

警察 警察 
Kèng-chhat 

 

警察署 警察局 Kèng-chhat-kiõk 

銀行 銀行 Gîn-hâng（南部） 

銀行 銀行 Gûn-hâng（北部） 

郵便局 郵局 Iû-kiõk 

両替所 換幣處 Öa°-chî°-ê-só・-chäi 

免税店 免税商店 Bián-sòe siong-tiàm 

免税店 免税店 Bián-sòe tiàm 

      

移動する時使えるフレーズ     

私は～に乗りたいのですが-- 我想要坐～ Góa siu° beh chë～ 

------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- 

飛行機 飛機 
Hui-ki 

 

列車（汽車） 火車 Hóe-chhia(南部） 

列車（汽車） 火車 Hé-chhia(北部） 



電車 電車 
Tiän-chhia 

 

自動車 汽車 
Khì-chhia 

 

自家用自動車   
Chü-ka iöng khì-chhia 

 

バス（公共の） 公共汽車 
Kong-kiöng khì-chhia 

 

バス（公共の） 公車 
Kong-chhia 

 

バス 巴士 
Bá-suh 

 

タクシー 計程車 
Kè-thêng-chhia 

 

航空会社     

-------------------------------------     

中華航空 中華航空公司 
Tiong-hôa hâng-khong kong-si 

 

エバエアー 長榮航空公司 
Tióng-êng hâng-khong kong-si 

 

シンガポール航空 新加坡航空公司 
Sin-ka-pho･ hâng-khong kong-si 

 

空港リムジン     

------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- 

  台汽客運 Tâi-khì-kheh-ün 

  長榮通運 Tióng-êng thong-ün 

  飛狗巴士 
Hui-káu bah-suh 

 



  大有巴士 
Täi-iú bah-suh 

 

      

私は～に行きたい 我想要去～ Góa siü° beh khì～ 

-------------------------------------     

台北市内 台北市内 Tâi-pak chh„-läi 

台北市内 台北市區 
Tâi-pak chh„-khu 

 

台北駅 台北車頭 Tâi-pak chhia-thâu 

台北駅 台北車站 Tâi-pak chhia-chäm 

困った時使うフレーズ     

ここは、どこですか？ 此是何位 ？ Chia s„ tó-üi ? 

これはなんですか？   

Che s„ sím-m…h ? 

または Che s„ siám- m…h ? 

または Che s„ siá° ? 

なぜですか？   

Àn-chóa° ? 

または Ûi sím-m…h ? 

または Ûi siám-m…h ? 

助けて(救急救命時） 救命 Kiù-miä 

助けて 請[イ尓]給我□忙 Chhiá° lí kä góa pang-bâng 

手伝って 請[イ尓]鬥相共 

Chhiá° lí tàu-sa~-käng 

または Chhiá° lí kä góa 

tàu-sa°-käng 

      

ホテルで使えるフレーズ     

私はホテルを捜しています 我在找飯店 Góa teh chhë p¤g-tiàm 

今晩泊まれますか？ 今晩有房間無？ Eng-àm ü pâng-keng bô（0）? 



1 泊いくらですか？ 住一晩愛若多（多少）錢？ 
Tòa ch…t-àm ài göa-chöe(löa-chöe) 

chî° ? 

1 泊いくらですか？ 一晩若多（多少）錢？ Ch…t-àm göa-chöe(löa-chöe) chi° 5?  

もう少し安くしてもらえませんか？ 會 tàng 算較俗否 ? Ë-tàng s¢g khah siõk böe（0） ? 

私は 3 泊するつもりです。 我想要住三工（日） Góa siü° beh tòa sa°-kang(jit) 

------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- 

シングル 單人房 Tan-jîn-pâng 

ツイン 双（雙）人房 Siang(Sang)-jîn-pâng 

和室（日本風） 日本式 J…t-pún-sek (Tha tha mih) 

ホテル 飯店 P¤g-tiàm 

安いホテル   Siõk ê p¤g-tiàm 

安いホテル 旅社 Lú-siä 

満室 客満 Kheh-bóan 

フロント 櫃臺 Küi-tâi 

非常口 緊急出口 Kín-kip chhut-kháu 

      

2、あいさつ（する） 相借問 Sio(SaN)-chioh-mng7 

あいさつで使えるフレーズ     

おはよう 賢早 Gâu-chá 

こんにちは 
[イ尓]好 

または[イ尓]好[イ尓]好 

Lí-hó 

または Lí-hó,lí-hó 

こんばんわ 晩安 
Bóan-an 

 

おやすみなさい   
Góa beh lâi khì khùn a(0） 

または An-bîn 

お元気ですか？ [イ尓]好無？ Lí-hó bô （0）? 



ご飯は食べました？（元気にしてい

る？） 
食飽未？ 

Lí chiãh-pá bë（0）? 

または Chiãh-pá bë（0） ? 

または Chiãh-pá böe（0） ? 

最近いそがしい？ 最近忙不忙？ Chòe-kün ë bô-êng böe（0） ? 

最近いそがしい？   Chòe-kün sim-m…h khóan ? 

最近いかがですか？ 最近好無？ Chòe-kün hó bô（0）？ 

このごろいそがしい？ 近来按怎？ Kün(k„n)-lâi àn-chóa° ?  

このごろ商売はいかがですか？ 近来生理好無？ Kün(k„n)-lâi seng-lí hó bô（0）？ 

このごろ景気はいかがですか？ 近来景氣好無？ Kün(k„n)-lai kéng-khì hó bô（0）？ 

私は山田といいます（と呼ばれてい

る） 
我叫做山田 Góa kiò-chòe San-tiân 

私は山田です（名前） 我姓山田 Góa sì° San-tiân 

私は山田です 我是山田 Góa s„ San-tiân 

はじめまして 初見面 Chho･ kì°-b„n 

どうぞよろしく 請多多指教 Chhiá° to-to chí-kàu 

ありがとう 
多謝 

または多謝多謝 

To-siä 

または To-siä ,to-siä  

ありがとう 感謝[イ尓] Kám-siä lí（0） 

どういたしまして 不會不會 
Böe,böe 

または Böe lah(0）, böe lah(0） 

どういたしまして [口那]有[口那]有 Ná ü ,ná ü 

遠慮しないで (不)免客氣 (˜)Bián-kheh-khì 

遠慮する（遠慮深い） 客氣 Kheh-khì 

遠慮する 細膩 Sòe(sè)-j„ 

ごくろうさま 辛苦辛苦 Sin-kho･2 ,sin-kho･2 

お疲れさまでした 辛苦了 Sin-kho･2 lah(0） 



すみません（ごめんね） 
歹勢 

または歹勢歹勢 

Phái°-sè 

または Phái°-sè,phái°-sè 

すみません（悪いね） 真歹勢 Chin-phái°-sè 

すみません（失礼） 
失禮 

または失禮失禮 

Sit-lé 

または Sit-lé sit-lé 

すみません（申し訳ない） 對不住 Tùi-put-chü 

すみません（申し訳ない） 對不起 Tùi-put-khí 

よろしくお願いします 拝託[イ尓] Pài-thok lí（0） 

お手数かけます 麻煩[イ尓] Mâ-hôan lí（0） 

いいねえ 真好 Chin-hó 

どうしようもないよ 無法度 Bô-hoat-tö・ 

気にしないで（かまわないで） 無要緊 Bô-iàu-kín 

気にしないで（かまわないで） 無要緊無要緊 

Bôan（5）-kín, bôan（5）-kín 

（5）声は特殊な転調により変声し

ない 

大丈夫ですか？ 有要緊無？ Ü iau-kìn bô（0） 

いただきます 多謝無客氣 To-siä,bô-kheh-khì 

ごちそうさまでした   Chiãh-pá a(0）  

いそいで 較緊[口列] 
Khah-kín leh 

 

ちょっと待って（ください） 小等一下 

Chhiá° lí sió-tán ch…t（0）-ë（0） 

または Chhiá° tán ch…t（0）-ë(0) 

または Sió-tán ch…t（0）-ë（0） 

気をつけて行ってね 較細膩[口列] Khah sòe-j„ leh(0） 

気をつけて行ってね（注意する） 較注意[口列] Khah chù-ì leh(0） 

気をつけて行ってね（用心深い） 較小心[口列] Khah sió-sim leh(0） 

気をつけて行ってね（ゆっくり） 慢慢仔行 Bän-bän-á-kiâ° 



さようなら（そろそろ行かなくては） 我要來去[口阿] 
Góa beh lâi-khì a(0） 

または Góa beh lâi-khì ah(0）               

さようなら（お先に→先に行く） 我要先走 Góa beh seng kiâ° 

さようなら（先に帰る） 我要轉來去 Góa beh t¡g-lâi（0）-khì（0） 

さようなら 再見 Chài-kiàn 

さようなら 再見 Chài-chián 

さようなら（船、飛行機、等） 順風 
Sün-hong 

 

さようなら（歩く、等） 順行 Sün-kiâ° 

ではまた（ではまた会いましょう）   Bô,chiah koh kì°-b„n 

ではまた～で(地名）会いましょう   Bô,chiah koh t„ Tâi-ôan kì°-b„n 

バイバイ 眉眉 
Bye Bye 

 

      

呼びかけ     

男   Lâm 

男   
Cha-po･ 

または Ta-po･ 

女   Lú 

女   Cha-bó・ 

子ども   
Gín-á 

または Sió pêng-iú 

男性（一般に） 先生 
Sian-sin° 

 

女性（一般に） 小姐 Sió-chiá 

おじさん   O･-li-sáng 



おばさん   O･-bah-sáng 

おじさん、おばさん（兼用で呼ぶ時）   A-sáng 

      

3、自己紹介 自我介紹 Chü-ngo･2-kài-siäu 

自己紹介で使えるフレーズ     

私は田中といいます（名前） 我叫做田中 
Góa kiò-chòe TA°AKA 

 

お名前は？ [イ尓]貴姓？ Lí kùi-sì° ? 

いくつですか？ [イ尓]幾歳？ Lí kúi-hè ? 

私は 20 さいです 我二十歳 Góa j„-chãp-hè 

私は日本人です 我是日本人 Góa s„ J…p-pún-lâng 

私は台湾人です 我是臺灣人 Góa s„ Tâi-ôan-lâng 

あなたは台湾人ですか？   Lí s„ Tâi-ôan-lâng si-bô（0）？ 

私は台湾語はできません（話せませ

ん） 
  Góa böe-hiáu kóng Tâi-ôan-öe 

私は中国語ができません（話せませ

ん） 
  Góa böe-hiáu kóng Tiong-kok-öe 

あなたは日本語ができますか？（話

せますか？） 
  Lí ë-hiáu kóng j…p-pún-öe böe（0）？ 

英語で話していいですか？   Thang ëng Eng-gú kóng bô（0）？ 

英語で話していいですか？   Kám ë-sái kóng Eng-gú böe（0）？ 

（聞いて）分からない   
Thia° bô 

または Góa thia° bô 

（見て）分からない   
Khòa° bô 

または Góa khòa° bô 

（聞いて）分かります   
Thia° ü 

または Góa thia° ü 



（見て）分かります   
Khòa° ü 

または Góa khòa° ü 

分かりました 我了解 Góa liáu-kái 

分かりました   Góa chai-iá° 

分かりません   Góa bô liáu-kái 

分かりません   Góa ˜ chai-iá° 

分かりましたか？   Ü liáu-kái bô ? 

分かりましたか？   Lí kám chai-iá° ? 

ゆっくり話して下さい   Chhiá° (lí) kóng khah-bän leh(0） 

もう一度言って下さい   
Chhiá° (lí) koh kóng 

ch…t-pái(ch…t-piàn) 

書いてみて下さい   Chhiá° lí siá 

書いて私に見せてください   Chhiá° lí siá hö・ góa khòa° 

ここに書いて私に見せてください   Chhiá° lí siá t„ chia hö・ góa khòa°  

お会いできてよかったです   Kì° tiõh lí chin hoa°-hí 

あなたのおかげで台湾が好きになり

ました 
  

Kai-chài ü lí hö・ góa  

lú-lâi-lú-ài Tâi-ôan 

地図を描い（書い）て私に見せてくだ

さい 
  Chhiá° lí öe të-tô・ hö・ góa khòa° 

今、何時ですか？   Chit-má kúi-tiám ? 

あと 10 分 更十分 
Koh chãp-hun 

 

あと 1 時間 更一點鐘 
Koh ch…t-tiám-cheng 

 

      

お仕事は？   Lí chiãh sím-m…h thâu-lö・ 



お仕事は？ [イ尓]的工作是甚麼？ Lí ê khang-khòe s„ sím-m…h ? 

何をしているの？（お仕事は？）   

Lí teh chòe sím-m…h täi-chì ? 

または 

Lí teh chòe sím-m…h kang-chok ? 

-------------------------------------     

ビジネスマン 上班族 Siöng-pan-chõk 

医師 醫生 
I-seng 

 

記者 記者 Kì-chiá 

アルバイト 打工 
Phah-kang 

 

OL 

 
粉領族 Hún-niá-chõk 

銀行員 銀行員 Gûn-hâng-ôan 

デザイナー 設計師 
Siat-ké-su 

 

事務員   Sü-bü-ôan 

社長   
Láu-pán 

または Siä-tiú° 

店の主人 頭家 
Thâu-ke 

 

公務員 公務員 Kong-bü-ôan 

弁護士 律師 

Lýt-su 

または Piän-hö･-su 

 

カメラマン 撮影師 
Hip-siöng-su 

 

学生 學生 Hãk-seng 



 

教師 老師 
Läu-su 

 

作家 作家 
Chok-ka 

 

無職 無頭路 Bô thâu-lö・ 

-------------------------------------     

出張 出張 
Chhut-tiu° 

 

出張 出差 
Chhut-chhe 

 

旅行 旅遊 Lú-hêng 

職業   Chit-giãp 

失業   Sit-giãp 

-------------------------------------     

父   Pá-pa(0） 

母 媽媽 Má-ma(0） 

きょうだい 兄弟姉妹 Hia°-t„ chí-bë 

子供   Gín-á 

友人 朋友 Pêng-iú 

しんせき 親戚 Chhin-chiâ° 

-------------------------------------     

私は～に行った事があります   Góa bat khì ～ 

あなたは～に行った事があります

か？ 
  LÍ bat khì～bô ? 

-------------------------------------     



台湾 臺灣 Tâi-ôan 

日本 日本 J…p-pún 

アメリカ 美國 
Bí-kok 

 

マレーシア 馬來西亞 
Má-lâi-se-a 

 

フィリピン 菲律賓 
Hui-lýt(l…p)-pin 

 

インド 印度 Ìn-tö・ 

インドネシア 印度尼西亞 
Ìn-tö･-nîse-a 

 

ホンコン 香港 Hiong-káng 

中国 中國大陸 Tiong-kok-täi-liõk 

ドイツ 徳國 
Tek-kok 

 

カンコク 韓國 
Hân-kok 

 

シンガポール 新加坡 Sin-ka-pho･ 

タイ 泰國 
Thài-kok 

 

ベトナム 越南 Õat-lâm 

スペイン 西班牙 Se-pan-gâ 

フランス 法國 
Hoat-kok 

 

イギリス 英國 
Eng-kok 

 

オランダ 荷蘭 Hô-lân 



マカオ 澳門 Ò-m£g 

-------------------------------------     

結婚しています   
Kiat-hun a 

 

結婚していますか？   Lí kiat-hun bë（0）? 

まだ結婚していません   
Góa iáu-böe(iáu-bë) kiat-hun 

 

子供がいます   Góa ü gín-á 

子供がいますか？   Lí ü gín-á bô（0）? 

ボーイフレンドがいます   Góa ü lâm-pêng-iú 

ガールフレンドがいます   Góa ü lú-pêng-iú 

一人もいません 無半的人 Bô pòa° ê lâng 

独身です 獨身 Tõk-sin (á) 

      

2、移動・観光     

1、街に出る     

街に出た時使えるフレーズ     

私は～に行きたい 我想要去 Góa siü° beh khì ～ 

～はどこですか？ ～在何位？ ～T„-tó-üi ? 

-------------------------------------     

駅 火車頭 Hé-chhia-thâu 

駅 車頭 Chhia-thâu 

バス停 公車站 Kong-chhia-chäm 

バス停 巴士站 Bá-suh-chäm 

MRT の駅 捷運站 Chiãp-ün-chäm 



空港 機場 
Ki-tiû° 

または Hui-ki-tiû° 

銀行 銀行 Gûn-hâng 

郵便局 郵局 Iû-kiõk 

市場 市場 Chh„-tiû° 

映画館 電影館 Tiän-iá°-kóan 

劇場 戯院 Hì-„° 

けいさつ 警察局 Kèng-chhat-kiõk 

ホテル 飯店 P¤g-tiàm 

公園 公園 Kong-h£g 

本屋 書店 Chheh-tiàm(南部） 

本屋 書店 Chu-tiàm（北部） 

薬局 薬局 Iõh-kiõk 

コンビニ 便利商店 Piän-l„ siong-tiàm 

寺 寺 S„ 

寺院 寺院 S„-„° 

寺廟 寺廟 S„-biö 

廟 廟 Biö 

病院 病院 P„°-„° 

病院 病院 Pë°-„° 

病院 醫院 I-„° 

スーパー 超級市場 Chhau-kip chh„-tiû° 

デパート 百貨公司 
Pah-hè kong-si 

 

トイレ 便所 Piän-só・ 



-------------------------------------     

2、方角     

東 東 
Tang 

 

東 東 
Tong 

 

西 西 
Sai 

 

西 西 
Se 

 

南 南 Lâm 

北 北 
Pak 

 

東西南北 東西南北 
Tang-sai lâm-pak 

 

-------------------------------------     

ここはどこ？ 此是何位？ Chia s„ tó-üi ?   

どこへ行きますか？ [イ尓]要去何位? Lí beh khì tó-üi ? 

道に迷った！ 我迷路了！ Góa bê-lö・ lah ! 

歩いてどのくらいですか？ 

(時間） 
  Ài kiâ° löa-kú ? 

だいたい○○分くらいです 大約 
Täi-iok ○○hun 

 

だいたい○○分くらいです 大概 
Täi-khài ○○hun 

 

だいたい 40 分くらいです 大約四十分 
Täi-iok sì-chãp-hun 

 

-------------------------------------     



かいもの   Bóe m…h-kiä° 

さんぽ 散歩 Sàn-pö・ 

私は散歩に行く 我要去散歩 Góa beh khì sàn-pö・ 

お酒を飲む 飲酒   

ちょっと一杯いかが？   Lí ê lim-chiú böe（0） 

お茶を飲む 飲茶 Lim-tê 

飲食 飲食 Lim-chiãh 

仕事 上班 
Siöng-pan 

 

授業(学校） 上課 Siöng-khò 

友達に会いに   Beh kì° pêng-iú  

ぶらぶら   
Kiâ°-kiâ° leh 

 

街をぶらぶら散歩する   Sàn-pö・ kiâ° koe-lö・ 

3、位置関係     

まえ、前面 頭前 Thâu-chêng 

後ろ、裏 後壁 
Äu-piah 

 

うしろ 後面 Äu-b„n 

うえ 頂面 Téng-b„n 

うえ 頂高 Téng-kôan 

した 下面 Ë-b„n 

した、底 下脚 
Ë-kha 

 

みぎ側 正旁（右辺） Chià°-pêng 

ひだり側 倒旁（左辺） Tò-pêng 



正面、表 正面 Chià°-b„n 

裏面 側面 Tò-b„n 

中央 中央 
Tiong-ng 

 

中心 中心 
Tiong-sim 

 

内、内側 内面 Läi-b„n 

外、外側 外面 Göa-b„n 

内、中、奥 内底 Läi-té 

上にあがる 起去 Khí-khì 

下にさがる 落来 Lõh-lâi 

出る 出去 Chhut-khì 

入る 入来 J…p-lâi 

4、道路 道路 Tö-lö・ 

むこう側 對面 Tùi-b„n 

こっち側 這邊 Chit-pêng 

あっち側   Hit-pêng 

前 頭前 Thâu-chêng 

まっすぐ 直行 T…t-kiâ° 

まっすぐ、まっすぐ(曲がらないで） 直直 T…t-t…t 

右折 曲正旁 Oat-chià°-pêng 

左折 曲倒旁 Oat-tò-pêng 

U ﾀーン 曲倒轉 Oat-tò-t¡g 

-------------------------------------     

一方通行   Tan-hêng-tö 



信号 信号 Sìn-hö 

信号 靑紅燈 
Chhi°-âng-teng 

 

赤信号 紅燈 
Âng-teng 

 

青信号 靑燈 
Chhi°-teng 

 

-------------------------------------     

ここ   
Chia 

 

あそこ   
Hia 

 

どこ？ 何位？ Tó-üi? 

-------------------------------------     

すごく遠い   Chin-h¤g 

ちょっと遠い   
Khah-h¤g ch…t-sut(0)-a 

 

遠い   H¤g 

それほど遠くない   Bô löa-h¤g 

近い   K„n（南部） 

近い   Kün(北部） 

とても近い   Chin-kün 

5、乗り物 交通機關 
Kau-thong Ki-koan 

 

乗り物に乗る時使えるフレーズ     

どこに行きますか？ （イ尓）要去何位？ (Lí)Beh khì tó-üi? 

～に行く 我要去～ Góa beh khì～ 



～行きの切符はどこで買えます

か？ 
  

Beh kàu(=khì) ～ ê phiò t„ tó-üi 

bóe ? 

⑥枚ください 給我六張 
Hö･ góa lãk-tiu° 

 

いくらですか？ 若多錢？ 

Göa-chöe chî° ? 

(=Löa-chöe chî° ?) 

(=Jöa-chöe chî° ?) 

どのくらい時間がかかりますか？ 愛若多時間？ Ài göa-chöe sî-kan ? 

次のバス（汽車）は何時ですか？ 後班車幾點？ Äu-pang-chhia kúi-tiám ? 

～行きのバス（火車）はどこから

出ますか？ 
  

Kàu～ê bá-suh(hé-chhia) tùi tó-üi 

chhut-hoat ?  

何分？ 愛幾分？ Ài kúi-hun ? 

何時間？ 愛幾點鐘？ Ài kúi-tiám-cheng ? 

そうでしょ？   Tiõh ˜-tiõh ? 

買いまちがい   Bóe ˜-tiõh 

合計   Lóng-chóng 

売る   Böe 

買う   Bóe 

乗る 坐 Chë 

乗る 塔 
Tah 

 

高速道路 高速公路 Ko-sok-kong-lö・ 

-------------------------------------     

列車 火車 
Hé(Hóe)-chhia 

 

バス 巴士 
Bá-suh 

 



バス（公共の） 公共汽車 
Kong-kiöng khì-chhia 

 

高速バス 公路局巴士 
Kong-lö･-kiok bá-suh 

 

市内バス   
Chh„-läi bá-suh 

 

タクシー 計程車 
Kè-thêng-chhia 

 

MRT 

 
捷運 

Chiãp-ün 

Chiãt-un 

Chie yun(中国語） 

地下鉄 地下鐵 
Të-hä-thih 

 

地下鉄 地鐵 
Të-thih 

 

船 船 Chûn 

飛行機 飛機 
Hui-ki 

 

-------------------------------------     

きっぷ 車票 Chhia-phiò 

バスカード   Kong-chhia-khá 

前売り券   Ü-siû-phiò 

回数券   Hôe-sò・-phiò 

売り切れ   Böe-liáu a(0） 

定期券 月票 Gçh-phiò 

往復きっぷ 來回票 Lâi-hôe-phiò 

立席券   Khiä-phiò 



豪華バス 豪華巴士 
Hô-hoa bá-suh 

 

キャンセル 退票 Thòe-phiò 

タクシーに乗る時使えるフレーズ     

ここに行きたいんですが、お願い

します！ 
  Góa siu° beh khì chia,to-siä ! 

（場所）に行きたいんですが、お

願いします！ 
我想要去（場所）、多謝！ Góa siu° beh khì（場所）,to-siä ! 

おります 下車！ Lõh-chhia ! 

ここでいいです   Kàu chhia, hó a(0）  

ここでいいです   Kàu chhia, tiõh hó 

渋滞 塞車 
That-chhia 

 

ここはどこですか？   Chia s„ tó-üi ? 

トイレはどこですか？ 便所在何位？ Piän-só・ t„ tó-üi ? 

～はまだですか？ 

（まだつかないんですか？） 
  ○○ Iáu-böe kàu-üi s„-bô（0） ? 

⑥まだです   Iau-böe kàu 

⑥もうすぐ着きます 将要到阿 Teh beh kàu a(0） 

⑥着きました 到位阿 Kàu-üi a(0） 

⑥着きました 到（着）阿 Kàu a(0） 

⑥すでに着きました   I 2-keng kàu a(0） 

⑥もうすぎました   I 2-keng kè（0） khì（0） a(0） 

-------------------------------------     

～に着いたら教えてください 

（私に知らせてください） 
  Kàu ○○ ê sî, chhiá° kä góa kóng 



一人で行けます、ありがとう   Góa ka-k„ ë khì, to-siä 

6、台北 台北 
Tâi-pak 

 

注；台北市内の地図は台湾旅行記

の中に有ります 
    

1、主なホテル     

圓山大飯店 

グランド 
  Î°-soa°-á töa-p¤g-tiàm 

環亜大飯店 

アジアワールド・プラザ 
  Khôan-a töa-p¤g-tiàm 

福華大飯店 

ハワード・プラザ 
  Hok-hôa töa-p¤g-tiàm 

凱悦大飯店 

グランド・ハイアット 
  Khái-iãt töa-p¤g-tiàm 

2、主な場所     

⑥孔子廟   Khòng-chú-biö 

⑥市立美術館   Chh„-lip  bí-sut-kóan  

⑥行天宮   
Hêng-thian-kiong 

 

⑥龍山寺   Liông-san-s„ 

⑥総統府   Chóng-thóng-hú 

⑥新光三越   Sin-kong sam-õat 

⑥中正紀念堂   Tiong-chèng  kì-liäm-t£g 

⑥大安森林公園   Täi-an  sim-lîm-kong-h£g 

⑥台湾大学   Tâi-ôan-täi-hãk 

⑥市立棒球場   Chh„-l…p pâng-kiû-tiû° 

⑥國父紀念館   Kok-hü kì-liäm-kóan 



⑥台北市政府   Tâi-pak chh„-chèng-hú 

⑥世界貿易中心   
Sè-kài bö･-çk-tiong-sim 

 

3､MRT 

 
    

A,圓山   Î°-soa°-á 

B,民権西路   Bîn-kôan se-lö・ 

C,雙連   Siang-liân 

D,中山   
Tiong-san 

 

E,MRT 台北   
MRT Tâi-pak 

 

F,台大醫院   Tâi-täi i°-„° 

G,中正紀念堂   Tiong-chèng kì-liäm-t£g 

H,古亭   Kó・-têng 

I,中山國中   
Tiong-san kok-tiong 

 

J,南京東路   Lâm-kia° tang-lö・ 

K,忠孝復興   
Tiong-hàu hõk-heng 

 

L,大安   
Täi-an 

 

M,科技大樓   Kho-ki töa-lâu 

六張犁   Lãk-tiu°-lôe 

4、台湾鉄路管理局(台鉄） 臺灣鐵路管理局   

1、萬華 （[舟孟][舟甲]） 
Bän-hôa 

（=Bang-kah) 



2、台北   
Tâi-pak 

 

3、松山   
Siông-san 

 

5、空港(国内線）     

松山空港 松山機場 Siông-san ki-tiû°   

6、主な夜市（4 大夜市）     

1、士林夜市   Sü-lîm iä-chh„ 

2、寧夏路夜市   Lêng-hä-lö・ iä-chh„ 

3、饒河街夜市   Jiâu-hô-koe iä-chh„ 

4、通化街夜市   Thong-hòa-koe iä-chh„ 

7、主な通り     

1、延平北路   Iân-pêng pak-lö・ 

2、重慶北路   Tiông-khèng pak-lö・ 

3、承徳路   Sêng-tek-lö・ 

4、中山北路   Tiong-san pak-lö・ 

5、林森北路   Lîm-sim pak-lö・ 

6、新生北路   Sin-seng pak-lö・ 

7、松江路   Siông-kang-lö・ 

8、建國北路   Kiàn-kok pak-lö・ 

9、復興北路   Hõk-heng pak-lö・ 

10、敦化北路   Tun-hòa pak-lö・ 

11、光復北路   Kong-hõk pak-lö・ 

12、中華路   Tiong-hôa-lö・ 

13、延平南路   Iân-pêng lâm-lö・ 



14、重慶南路   Tiông-khèng lâm-lö・ 

15、中山南路   Tiong-san lâm-lö・ 

16、林森南路   Lîm-sim lâm-lö・ 

17、金山南路   Kim-san lâm-lö・ 

18、新生南路   Sin-seng lâm-lö・ 

19、建國南路   Kiàn-kok lâm-lö・ 

20、復興南路   Hõk-heng lâm-lö・ 

21、敦化南路   Tun-hòa lâm-lö・ 

22、光復南路   Kong-hõk lâm-lö・ 

23、基隆路   Ke-lâng-lö・ 

24、民族東路   Bîn-chõk tang-lö・ 

25、民権東路   Bîn-kôan tang-lö・ 

26、民生東路   Bîn-seng tang-lö・ 

27、南京東路   Lâm-kia° tang-lö・ 

28、長安東路   Tiông-an tang-lö・ 

29、八徳路   Pat-tek-lö・ 

30、市民大道   Chh„-bîn töa-tö 

31、忠孝東路   Tiong-hàu tang-lö・ 

32、仁愛路   Jîn-ài-lö・ 

33、信義路   Sìn-g„-lö・ 

34、愛国東路   Ài-kok tang-lö・ 

35、和平東路   Hô-pêng tang-lö・ 

36、羅斯福路 
羅斯[福→ネの代わりに示]

路 
Lô-su hok-lö・ 

37、民族西路   Bîn-chõk se-lö・ 



38、民権西路   Bîn-kôan se-lö・ 

39、民生西路   Bîn-seng se-lö・ 

40、南京西路   Lâm-kia° se-lö・ 

41、長安西路   Tiông-an se-lö・ 

42、忠孝西路   Tiong-hàu se-lö・ 

43、愛国西路   Ài-kok se-lö・ 

44、和平西路   Hô-pêng se-lö・ 

8、地区 地區 
Të-khu 

 

1、東区 東區 
Tang-khu 

 

2、公館地区 公館地區 
Kong-kóan të-khu 

 

3、西門町   
Se-m£g-teng 

 

4、迪化街(問屋街） 迪化街（大賣街） Tçk-hoa-koe(Töa-böe-koe) 

9、川 河 hô 

淡水川 淡水河 Täm-chúi hô 

      

3、娯楽 娯樂 Gö・-lõk(Thit-thô) 

1、リラックス・遊ぶ     

人称代名詞     

私 我 Góa 

私たち 阮 
Góan 

または Gún 

私たち [口自] Lán 



あなた [イ尓] Lí 

あなたたち 恁 Lín 

彼、彼女 伊 
I 

 

彼ら、彼女ら 殷 
In 

 

指示代名詞     

これ 這個 Chit ê 

あれ、それ 彼個 Hit ê 

この 這 
Che 

 

その、あの 彼 
He 

 

これら 遮 Chia ê 

それら、あれら 遐 Hia ê 

ここ 遮 
Chia 

 

そこ、あそこ 遐 
Hia 

 

遊ぶ時使うフレーズ     

～に行きたい 我想要去～ Góa siü° beh khì○○ 

一緒に～へ行きませんか？   
Kap góa khì ○○ hó bô（0）？ 

(=Lán lâi khì ○○ hó-bô（0）？） 

いくらですか？ 若多錢？ 
Göa-chöe-chî° ? 

(=Löa-chöe-chî° ?) 

いくらですか？   Kúi-î° ? 

～を下さい 請[イ尓]給我～ Chhiá° lí hö・ góa ○○ 



2、遊び     

映画をみる 看電影 Khòa° tiän-iá° 

カラオケをする 唱歌 
Chhiù°-koa 

 

お茶する 飲茶 Lim-tê 

夜市散歩   Sàn-pö・ iä-chh„ 

ブラブラする   
KIâ° kiâ° le 

 

サウナ 三温暖 Sam-un-lóan 

ボーリング 保齢球 Pó-lêng-kiû 

ちょっと一杯 飲酒 Lim-chiú 

野球観戦 看棒球 Khòa° päng-kiû(iá-kiû) 

3、変身撮影     

結婚写真を撮影 翕結婚像（相） Hip kiat-hun siöng(=siòng)  

結婚記念   KIat-hun kì-liäm 

旅行記念 旅遊記念 Lú-hêng(Lú-iû) kì-liäm 

サンプル 様本 Kiàn-pún(Sam pulu) 

衣装 衣服 
Sa° 

 

カツラ 假髪 Ké-thâu-m£g 

写真を撮る時使うフレーズ     

どんな色の衣装がありますか？   Ü sím-m…h sek ê sa° ? 

見たいです   Góa siu° beh khòa° ch…t ë（0） 

～といったイメージで私を撮って

ください 
我想要翕○○ Góa siü° beh hip ch…t ê khóan siöng 

ちょっと化粧が濃すぎると思うん 我想粉抹太厚 Góa siü°,hún boah siü°-käu 



ですけど 

おしろい 粉 Hún 

つける、塗る 抹 
Boah 

 

化粧 化粧 
Hóa-chong 

 

濃すぎる 太厚 Siu°-käu 

かわいい 可愛 
Kó・-chui 

または Khó-ài 

清純 清純 Chheng-sûn 

大人っぽく 成熟 Sêng-sçk 

女らしく   
Ü cha-bó・-lâng b„ 

=Ü cha-bó・-lâng khóan 

キャリアウーマン 女強人 Lú kiông-jîn 

セクシイ 性感 Sèng-kám 

アート的に 藝術 Gë-sýt 

スリム 痩 Sán 

やさしそうな 温柔 Un-jiû 

男っぽく男らしく 有男子気概 
Ü ta-po･-lâng khì-khài 

=Ü ta-po･-lâng khóan 

4、茶藝館     

茶芸館 茶藝館 Tê-gë-kóan 

お茶っ葉 茶葉 Tê-hiõh 

杯 茶杯 
Tê-poe 

 

香りをかぐ杯 聞香杯 
Ph„°-phang-poe 

 



お茶うけ 茶點 

Tê-tiám 

=Tê-pia° 

 

5、お酒     

かんぱい 乾杯 
Kan-poe 

 

気持ちだけ飲む 随意 Sûi-ì 

ビール 麥仔酒 
Bçh-á-chiú 

=Bih-lù 

紹興酒 紹興酒 Siäu-heng-chiú 

ワイン 葡萄酒 
Phû-tô-chiú 

=Phô-tô-chiú 

6、カラオケ     

歌を歌う 唱歌 
Chhiù°-koa 

 

カラオケ   
Kha-la OK 

 

日本の歌はありますか？ 有日本話的歌無？ Ü J…t-pún-öe ê koa bô（0）？ 

あります 有 Ü 

ないです 無 Bô 

たくさんある 眞多 Chin-chöe 

カラオケボックス KTV ＫＴＶ 

１時間あたりの部屋代はいくらで

すか？ 
  

Pau pâng-keng ch…t-tiám-cheng 

löa-chöe? 

7、マッサージ     

足つぼマッサージ 脚底按摩 Kha-té àn-mô・ 

女子専用サウナ 女子三温暖 Lú-chú sam-un-lóan 



スリムマッサージ 痩身按摩 Sán-sin àn-mô・ 

健康歩道 健康歩道 Kiän-khong pö・－tö 

エステサロン 美容沙龍 Bí-iông sa-lóng 

全身マッサージ 全身按摩 Chôan-sin àn-mô・ 

4、数字とお金 數字・錢 Sò・-j„,chî° 

1、数字     

零 零 Lêng 

一 一 Ch…t 

二 二 N¤g 

三 三 
Sa° 

 

四 四 Sì 

五 五 Gö・ 

六 六 Lãk 

七 七 
Chhit 

 

八 八 
Poeh 

 

九 九 Káu 

十 十 Chãp 

十一 十一 
Chãp-it 

 

      

 


