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飲食店版

Restaurants

Staﬀ

Customer お客様から

スタッフから

何名様ですか？
How many people are in your party?
お煙草は吸われますか？
Do you smoke?
テーブル席です。
It is a seat at a table.
座敷です。
It is a Japanese-style seat called“tatami.”
窓際です。
It is a window seat.
満席です。あと約○分でご案内できます。
No more seats are available at the moment.
I will be back in 〇 minute(s) to guide you to
your seat.
ご案内しますので、お待ちください。
Please wait a moment. I will guide you later.
順番にご案内いたします。
I will guide you as soon as we get a seat for
you.
ご注文はお決まりですか ?
Are you ready to order?
○○は先にお持ちしますか？
後にお持ちしますか？
Would you like me to serve 〇〇 before or
after the meal?
○○はおかわり自由です。お申し付けください。
You may have free refills of 〇〇 . Please feel
free to ask us.

おかわりは○○円です。
You need to pay ○○ yen for a second
serving.
大盛りは＋○○円です。
You need to pay an extra charge of ○○ yen
for a large serving.
セットのドリンクはこちらからお選びください。
Please choose any of the drinks listed here.
Your drink is included in the price of the
meal.
作るのに○分ほどお時間いただきますがよろしいですか？
It will take about 〇 minutes to prepare the
meal. Is that all right?

予約しました。
I have a reservation.
○○は入っていますか？
Does this contain 〇〇 ?
○○は抜いてください。
Could you leave out 〇〇 ?
仕切られた部屋はありますか？
Do you have a separate room?
テイクアウトできますか？
Can I have my order to go?
残ったものを持ち帰りできますか？
Can I have a doggie bag?

砂糖・ミルクは必要ですか？
Would you like to have sugar or milk?

水をください。
Can I have some water?

○○は食べられますか？
Are you able to eat 〇〇 ?

メニューをください。
Can I see the menu, please?

お通しです。
Please enjoy appetizers.
(No extra charge required)

あれと同じものをください。
Can I have the same food as that one?

飲み方はロックですか？／水割りですか？
／お湯割りですか？／炭酸割りですか？
How would you like to drink whisky?
On the rock?/With water?
/With hot water/With soda?

注文した料理が届きません。
My order has not come yet.

ラストオーダーは○○時です。
Last orders are taken at 〇〇 o’clock.
ご注文の品は全てそろいましたか？
Have we served all the dishes you ordered?

どんな料理ですか。
What kind of food is it?

スプーンとフォークをください。
Can I have a spoon and a fork?
注文した料理と違います。
This is not my order.
領収書をください。
Can I have a receipt?
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