
～が食べられません。     I cannot take～.   ทาน ............ ไม่ได้    不吃～   不吃～   ~을(를) 먹을 수 없습니다.   

 
pork  
เน้ือหมู  豬肉  

猪肉 돼지 고기 

 

lamb 
เน้ือแกะและแพะ 
羊肉 羊肉 양고기 

  

fish     
ปลา 魚   

鱼  생선 

shellfish 
หอย   貝類  

贝类 조개 

crab  
 ป ู     螃蟹   

螃蟹 게 

shrimp  
กุ้ง    蝦子  

虾子 새우 

wheat 
แป้งหรอืขา้วสาล ี 
小麥 小麦 밀 

egg    
ไข่   蛋   

蛋  계란 

dairy products  
ผลิตภณัฑ์นมเนย   乳製品  乳

制品        유제품 

nuts     
ประเภทถัว่ 堅果類    

坚果类  견과류 

buckwheat  
โซบะ      蕎麥    

荞麦  메밀 

alcohol  
แอลกอฮอล์     含酒精成分  

含酒精成 알코올 

soybeans 
ถัว่เหลือง   大豆  

大豆   콩 

rice   
 ข้าว  白米  

白米  쌀 

fork  
 ส้อม        叉子  

叉子  포크 

spoon    
ช้อน             湯匙  

汤匙   스푼 

 
knife  
มีด              餐刀  

餐刀   나이프 

chopsticks  
ตะเกียบ        筷子  

筷子  젖가락 

napkin  
กระดาษเชด็ปาก 餐巾  

餐巾     냅킨 

ash tray   
 ท่ีเข่ียบุหรี ่       煙灰缸  

煙灰缸    재떨이 

plate   
จานแบ่ง            小碟子  

小碟子   접시 

glass  
แก้ว    杯子   

杯子  컵 

 toothpick  
  ไม้จ้ิมฟัน      牙籤   

牙签    이쑤시개 

water  
น ้า      水   

开水  물 

tea 

น ้าชา     茶  

茶     차 

chair    
เก้าอ้ี           椅子  

椅子   의자 

 
beef  
เน้ือววั  牛肉  
牛肉 쇠고기 

〇〇（調味料）をください。        Please give me(name of seasoning).       ขอ ........(เครื่องปรุงรส)  
            請給我○○(調味料)    请给我○○(调味料)    〇〇(조미료)를 주십시오. 

soy sauce  
โชย ุ  醬油  

酱油  간장 

sugar  
น ้าตาล    砂糖  
砂糖  설탕 

salt 
เกลือ   鹽  
盐   소금 

pepper  
พริกไทย     胡椒  
胡椒   후추 

mayonnaise  
มายองเนส   蛋黃醬    
蛋黄酱   마요네즈 

ソース 
sauce  
ซอสวสูเตอรห์วานข้น 調味醬  
调味酱         소스 

 

ketchup 
ซอสมะเขือเทศ      蕃茄醬     
蕃茄酱    케찹    

 
chicken   

เน้ือไก่ 雞肉  

鸡肉 닭고기 

～はありますか。     Do you have ～?       มี............ไหม        有沒有～？   有没有〜？    ~는(은) 있습니까? 

 

squid / cuttlefish 
ปลาหมึก 烏賊  

乌贼 오징어  

sesame seeds   
งา       芝麻  

芝麻  참깨  

dressing   
น ำ้สลัด      沙拉醬  
沙拉酱 드레싱   

fish sauce  
น ำ้ปลำ  魚露  
鱼酱  피시소스  

chili oil 
น ้ามนัพริกเผา   辣油 
辣油      라유     

miso  
เต้ำเจีย้วมิโสะ     味噌  
日式味噌酱 된장   

wasabi  
วะซะบิ          山葵   
绿芥末  와사비  

mustard 
มสัตารด์     芥末  
黄芥末 머스터드(겨자)   

cheese  
เนยแขง็   起司  

芝士  치즈   

bonito  
ปลาแห้งขดูฝอย   柴魚  
木鱼花    가쓰오부시  

roe 
ไข่ปลา 魚卵  

鱼子 어란  

 
 

vinegar  
น ้าส้มสายชู   醋  
醋      식초  

 
shichimi spice blend  
พริกป่นชิจิมิ            七味粉  

七味辣椒粉  시치미(칠미)   

フォーク スプーン ナイフ お箸 

灰皿 イス 取り皿 ナプキン 

水 お茶 グラス つまようじ 氷 

牛肉 豚肉 鶏肉 羊肉 魚肉 

イカ エビ 貝 カニ 魚卵 

小麦 卵 大豆 米 ゴマ 

そば アルコール 乳製品 ナッツ 

塩 こしょう 醤油 砂糖 味噌 

ドレッシング 魚醤 ラー油 からし チーズ 

かつおぶし 酢 七味 わさび 

ケチャップ マヨネーズ ソース 

ice 
น ้าแขง็  冰   

冰块 얼음 
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