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प्रदीप नमस्ते । プラディープ こんにちは。

ट्रवेल एजेंट नमस्ते । आइए, बैठिए । 旅行業者 いらっしゃいませ。どうぞおかけくださ
い。

प्रदीप मुझे ददल्ली से इलाहाबाद जाना ह ै। プラディープ デリーからアラーハーバードへ行きたい
のですが。

मैंने सुना ह ैदि वहााँ ति हवाई जहाज़ 

जाती ह ै।

そこまでは飛行機が飛んでいると聞きま
した。

ट्रवेल एजेंट जी हााँ, हवाई जहाज़ िानपुर से होिर 

जाती ह ै।

旅行業者 はい。飛行機はカーンプル経由で飛ん
でいます。

प्रदीप दितने घंटे लगते हैं ? プラディープ 何時間かかりますか？

ट्रवेल एजेंट लगभग ढाई घंटे । 旅行業者 約２時間半ですね。

प्रदीप और दितने रुपए लगेंगे ? プラディープ それで、いくらかかるでしょうか？

ट्रवेल एजेंट समय िे अनुसार िुछ फ़िक  ह ैलेदिन 

िोई पााँच हज़ार रुपए लगेंगे ।

旅行業者 時期によって若干ちがいますが、だいた
い5000ルピーかかりますね。

प्रदीप यह तो ज़्यादा महाँगा ह ै। プラディープ それは高すぎます。

ट्रवेल एजेंट तब तो टे्रन से आना-जाना िैसा 

रहगेा ?

旅行業者 それでは、列車で往復するのはいかが
でしょう？

हवाई जहाज़ से टे्रन सस्ती पड़ती ह ै। 飛行機よりも列車のほうが安くつくもの
です。

ब्रह्मपुत्र मेल रात िो साढे ग्यारह बजे 

ददल्ली से छूटती ह ैऔर अगली सुबह 

आि पचपन पर इलाहाबाद पहाँचती 

ह ै।

ブラフマプトラ・メール便ですと夜の11時
半にデリーを出て、翌朝8時55分にア
ラーハーバードに到着します。

प्रदीप दिर तो यही अच्छी ह ै। プラディープ それなら、こちらがいいです。

एि बात और । それから、もうひとつ。

मुझे होटल िी भी बुकिग िरनी ह ै। ホテルの予約もしたいのです。

मैंने इंटरनेट से सचक दिया । インターネットで調べました。

इस होटल में दो ददन िे ललए ससगल 

रूम िी बुकिग िीलजए ।

このホテルに2日間シングルで予約をお
願いします。

ट्रवेल एजेंट बहत अच्छा, साहब । 旅行業者 かしこまりました。

旅行代理店のカウンターで
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आपिी बुकिग हो चुिी ह ै। 予約が済みました。

िुल लमलािर आपिे आि हज़ार रुपए 

हए ।

合計で8000ルピーになります。

प्रदीप यह ललजीए । プラディープ では、これを。

ट्रवेल एजेंट धन्यवाद । 旅行業者 ありがとうございます。

यह रहा आपिा ठटिट और रसीद । こちらが切符と領収証になります。

प्रदीप धन्यवाद । プラディープ ありがとう。

ट्रवेल एजेंट शुभ यात्रा ! 旅行業者 よいご旅行を！

प्रदीप नमस्ते । プラディープ すみません。

मेरा नाम प्रदीप िुमार ह ै। プラディープ・クマールと申します。

ठरसेप्शलनस्ट नमस्ते । フロント いらっしゃいませ。

ज़रा दो लमनट । 少々お待ちください。

अच्छा, श्री प्रदीप िुमार जी ! はい、プラディープ・クマール様ですね。

आपिो आज से दो ददन िे ललए डबल 

रूम में िहरना ह ैन ?

本日から2日間ダブルルームにご宿泊
ですね。

प्रदीप क्या िहा आपने ? プラディープ 何とおっしゃいましたか？

मैंने ससगल रूम िी ही बुकिग िी । 私はシングルを予約したのですよ。

आप अच्छी तरह से जााँच िर लीलजए । ちゃんと調べてください。

ठरसेप्शलनस्ट अजीब बात ह ै... フロント おかしいですね…

आज तो िोई ससगल रूम खाली नहीं 

ह ै।

今日はどのシングルも空いていません。

प्रदीप िोई अजीव बात नहीं ह ै। プラディープ おかしいも何もありませんよ。

बस तुमने गलती िी ह ै। そちらが間違えただけでしょう。

अच्छा, मैनेजर िो बुलाओ । じゃ、支配人を呼びなさい。

ठरसेप्शलनस्ट िीि ह,ै ऐसा िीलजए दि आप ससगल 

रूम िे दाम पर डबल रूम में 

िहठरएगा ।

フロント 分りました。シングルの料金でダブルに
お泊りください。

प्रदीप तब तो िीि ह ै। プラディープ それなら、結構。

ठरसेप्शलनस्ट धन्यवाद । フロント ありがとうございました。

प्रदीप धन्यवाद । プラディープ ありがとう。

ホテルのフロントで
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