レストランにて①
何名様でしょうか？

How many?

１

（ハウメニ？）

２

３

(数字)名です。
A party of(数字).
（ア・パーリーオヴ・
(数字)）

予約はされておりますか？

Do you have a reservation?

（ドゥーユー・ヘヴァ・リザベイション？）

１．《予約あり、又はご案内できる場合》

お名前をお伺いいたします。

May I have your name, please? （メイアイ・ヘヴュアネイム・プリーズ？）
●●●（名前)

ようこそ(レストラン名)へ！
Welcome to（店名）Mr. ●●●（名前).
(ウェウカム・トゥー・(店名)・ミスター、もしくは ミズ●●●）
《満席の場合》

Sorry, all tables are taken. （ソーリー、オー・テーボーズ・アー・テイクン）
《待ち時間を知りたい場合》

How long is the wait? （ハウロン・イズダウェイッ？ ）
約5分
About 5 minutes

10分
10 minutes

20分
20 minutes

30分以上
More than 30 minutes

（アバウッ・ファイヴ・ミニッツ）

（テンミニッツ）

（トゥウェニーミニッツ）

（モアダンターティミニッツ）

喫煙席と禁煙席、どちらになさいますか？

Smoking or non-smoking?

（スモーキン・オー・ノンスモーキン？）

喫煙席
smoking table
（スモーキングテイボ－）

禁煙席
non-smoking table
（ナンスモーキンテイボ－）

《お客様から窓側の席があるか聞かれる場合》

Do you have a table by the windows (available)?
（ドゥーユーヘヴ・テイボー・バイダ・ウィンドウ（アヴェイラボー）？

景色の良いお席はいかがですか？
How about a table with fine view? （ハウ・アバウタ・テイボー・ウィｄ・ファイン・ヴュー?）
《席へのご案内》こちらへどうぞ

This way, please.

（ディスウェイ・プリーズ）

席についてから
《メニューを渡すとき》

Here is the (drink) menu. （ヒアイズダ・（ドリンｋ）メニュー）
《食べ物(飲み物)のオーダーを取るとき》

What would you like to drink(eat)? （ワッ・ウジューライッ・トゥー・ イーｔ(ドリンｋ)？）
《注文するとき》●●をください。

I’d like to have(メニュー名).
（アイｄ・ライｋトゥー・ヘヴ(メニュー名)）

《注文したいメニューがあるか尋ねるとき》●●はありますか？

Do you have(メニュー名)?
（ドゥー・ユー・ヘヴ(メニュー名)？)

レストランにて②
《何個ほしいか聞く場合》

How many would you like?

（ハウメニー・ウジューライｋ？）

オーダーの準備はできましたか？
Are you ready to order？ （アーユー・レディトゥ・オーダー？）
１．はい、お願いします。

2.まだです。

3.もう少し待って下さい。

Yes, Please.

Not yet.

Just a moment .

（イエス・プリーズ）

《2.3だった場合》
わかりました。また参ります。
OK. I’ll be back. （オーケィ・アイウ・ビー・ベック）
《食べ物(飲み物)のラストオーダーを取るとき》

（ナッイェッ）

（ジャスタ・モーメンッ）

※赤字部分のみでも通じます。

Our kitchen is closing soon, would you like anything else to eat(drink)?
（アワキッチンイズ・クロージンスーン。ウジューライｋ・エニティング・エウス・トゥー・イーｔ(ドリンｋ)？)

お皿をお下げしてもよろしいでしょうか？
May I take your plate? （メイアイ・テイキュア・プレイｔ？）
《支払いを部屋につけるか聞く場合》

Would you like to charge it to your room?
（ウジューライットゥー・チャージットゥー・ユア・ルーｍ？）
《お客様から部屋につけたいと言われる場合》

Can you charge it to my room?（キャニュー・チャージットゥー・マイ・ルーｍ？）

物販店にて
何かお探しですか？
May I help you? （メイアイ・ヘウピュー？）
《混雑時などに声をかけられた場合》少々お待ちください。
I’ll be with you soon.（アイウビー・ウィデュー・スーン）

ゆっくり見てください。

Please take your time.（プリーズ・テイキュア・タイｍ）
よくお似合いです!

サイズの表現方法
S: Small（スモーウ）
M: Medium（ミディアム）
L: Large（ラージ）
LL: Double L （ダボーエウ）
LLL:Triple L(トリポー・エウ）

It suits you very well! （イッスーチュー・ヴェリーウェル！）
他のサイズ（色）もあります。

We have other sizes (colors), too.（ウィーヘヴ・アーダー・サイゼズ（カラーズ）・トゥー）
これにします。

I will take this(that). （アイウ・テイク・ディス（ダッ））.
申し訳ございません。割引はできません。

I’m sorry, we can’t give you any discount.
（アイｍソーリー・ウィーキャンｔ・ギビュー・エニィディスカウンｔ）

フロントにて At the reception desk
《挨拶》

Hi, Hello

チェックインをお願いします。名前は●●です。

（ハイ／ヘロー）

I‘d like to check in. My name is ●●.
（アイｄ・ライｋトゥー・チェッキン。マイ・ネイミズ●●.）

予約はされておりますか？
Do you have a reservation?

（ドゥーユー・ヘヴァ・リザベイション？）

１．《予約あり、又はご案内できる場合》

お名前をお伺いいたします。
May I have your name, please? （メイアイ・ヘヴュアネイム・プリーズ？）
●●●（名前)

ようこそ(旅館名)へ！
Welcome to（旅館名）Mr. ●●●（名前).
シングル・ダブル・ツインのお部屋が空いています。
We have Single room, Double room and Twin room available.
（ウィーヘヴ・スィンゴールーｍ・ダボルーｍ・トゥインルーｍ・アヴェイラボー）

和室・洋室のお部屋が空いています。
We have Japanese-style room and European-style room available.
（ウィーヘヴ・ジャペニーズ・スタイウ・ルーム・エン・ヨーロピアン・スタイル・ルーム・アヴェイラボー）

バス付きのお部屋です。
The room comes with a bathroom. （ダルーｍ・カムズ・ウィッ・ベｔｈルーム）
申し訳ございません。空いている部屋がございません。

I’m sorry. We have no rooms available.
（アイムソーリー・ウィーヘブ・ノールームズ・アヴェイラボー）

こちらのフォームに記入してください。
Please fill out this form.(プリーズ・フィル・アウッディス・フォーム)
お部屋の番号は●●になります。こちらが鍵です。
Your room number is ●●. Here is the room key.
(ヨア・ルームナンバー・イズ●●。ヒア・イズダ・キー)
お荷物お持ちしてもよろしいでしょうか？
Would you like me to carry your baggage?
（ウジュー・ライッミートゥー・キャリーヨア・バゲッジ？）

お部屋は２階(３階)です。

Your room is on the second(third) floor.
（ヨア・ルーム・イズ・オンダ・セカンｄ(タード)・フロー）

こちらへどうぞ！ This way, please.(ディスウェイ・プリーズ)
≪ご案内後≫ご滞在をお楽しみください！

Have a nice stay! （ヘヴァ・ナイス・ステイ！）

お会計時

Payment
《支払いしたいとき》
Check, please.（チェッｋ・プリーズ） 又は Bill, please.（ビウ・プリーズ）

お支払はどのようにしますか？

How would you like to pay? （ハウ・ウジューライットゥー・ペイ？ ）
現金ですか、それともカードですか？
Cash or Credit card?（キャッシュ・オー・クレディッカーｄ？ ）

●●カードは使えますか？
Do you take ●●？ （ドゥーユーテイｋ ●●？ ）
当店ではビザ、マスター、アメリカンエキスプレスを取り扱っております。

We accept Visa, Master, and American Express.
（ウィー・アクセプッ・ヴィザ・メスター・エン・アメリカン・イクスプレス）

●●円でございます。
That’ll be ●●yen. （ダウビー・・・イェン）

VISA

Master
Card

UC

NICOS

American
Express

JCB

DC

銀聯

領収書は必要ですか？
Would you like the receipt? （ウジューライｋ・ダ・レスィーｔ？）
はい、お願いします。
Yes, Please.

別れ際の挨拶

（イエス、プリーズ）

いいえ、結構です。
That’s OK. (デッツ・オーケィ。)
That’s all right. (デッツ・オーライッ。)

《昼の場合》

Thank you very much. Have a nice day!(テンキュー・ベリー・マッチ。
ヘヴァ・ナイス・ディ！)

《夜の場合》

Thank you very much. Have a nice evening!(テンキュー・ベリー・マッチ。
ヘヴァ・ナイス・イヴニン！)

《お客様がこのまま帰国される場合》

Thank you very much. Have a nice trip back!(テンキュー・ベリー・マッチ。
ヘヴァ・ナイス・チュリップ・ベック！)

《お客様から何かをお願いされる時》
Can you …? （キャユー・・・？） 又は Could you?（クジュー・・・？）
《できる場合》
Sure!（シュア！）

《できない場合》

I’m sorry, we can’t. （アイｍ・ソーリー。ウィー。キャーン！）

《何を言っているかわからなく、もう一度言ってもらう時》
Could you say that again？ （クジュー・セイダラ・ゲイン？） 又は
Excuse me? （エクス・キューズミー？）
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