
お客さま用

場   所

私は英語を話せませんので、
このシートを利用して

お話をさせていただきます。

該当する質問に
指をさしてください。

メニューをください。

はい いいえ

Because I don’t speak English well,
let me use this chart to communicate.

Please point at the applicable question Yes. No.
yen

Can I have a menu. Please give me
a large portion.

Do you have a
anything else?

Can I have a spoon
/fork?

Can I have the
check, please? Can I pay by ～？

Do you have a
bigger/smaller size?

What do you
recommend?

How much is this?
Please give me

what you
recommend?

Do you have a
cheaper one?

I’d Like two
［three,etc.］
of those.

Can I have a glass
of water?

Can I have a plate? Can I have the check
separately please?

大盛りをください 他に何かありますか？ スプーン/フォークは
ありますか？

￥
dollar
$

AM PM hours
～時

minutes
～分

meters
メートル

kilometers
キロメートル

お会計をお願いします

おすすめ料理は
なんですか？

大きい/小さいサイズの
ものはありますか？

お水をください。

Train
station

Tourist
Information Office Movie Theatre Drugstore

取り皿はありますか？
別々にお会計を
お願いします。

ドル（$）

クレジットカード

おすすめをください。 これはいくらですか？
駅

これと同じものを
～個ください。

もっと安い
ものはありますか？

支払いに～は使えますか？

US dollar

Credit card

０

１０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０

１００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００ ７００ ８００ ９００

１０００

１００００

２０００ ３０００ ４０００ ５０００ ６０００ ７０００ ８０００ ９０００

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

観光案内所 映画館 薬局 お土産屋 レストラン 中華料理店

トイレ 郵便局 公園 100円ショップ ファーストフード店 寿司店 居酒屋

警察署 博物館 本屋 コンビニ 日本料理店 洋食店 焼肉店

病院 銀行（ATM） CDショップ カメラ店 ラーメン店 そば・うどん店 喫茶店

英語  English飲食店用

Souvenir
Shop Restaurant Chinese

Restaurant

Restroom Post Office Park 100-yen
Shop

Fast-Food
Restaurant Sushi Japanese-style

PUB

Police Station Museum Bookstore Convenience
Store

Japanese
Cuisine

Western
Dishes Korean BBQ

Hospital Bank（ATM） CD shop Camera
Shop Ramen Soba/Udon

Noodles Coffee Shop

■八代商工会議所



■八代商工会議所

飲食店用
店員用

飲み物

いらっしゃいませ。 メニューはこちらです。 いいえ、ありません。 申し訳ございません。 売り切れ（品切れ）です。 何人前注文されますか？

何人様ですか？ おすすめ料理です。 表示価格は（税込/税抜）の価格です。
牛肉 魚

鶏肉

卵

乳製品

甲殻類

こちらへどうぞ。 食べられない食材は
ありますか？

ない 値引きはできません。 料金は～円になります。

喫煙・禁煙
どちらの席をご希望ですか？

ご注文が決まりましたら
お呼びください。

はい、～は使えます。

いいえ、～は使えません。 お支払いは現金ですか、
クレジットカードですか？

お支払いは現金のみです。

ここは喫煙席です。 少々、お待ちください。 こちらにサインを
お願いします。

ここは禁煙席です。 はい、あります。 ありがとうございました。

Water
水

Soft drinks
ソフトドリンク

Beer
ビール

Wine
ワイン

Sake
日本酒

Japanese green tea
日本茶

Shochu
焼　酎

Whisky
ウイスキー

Oolong tea
ウーロン茶

Milk
牛　乳

Coffee
コーヒー

Tea
紅　茶

Hello！
may I help you? This is the menu. No we don’t

have that. I’m sorry. That is sold out
（out of stock）.

How much would
you like to order?

How many people
in your party?

It is a
recommended dish.

A price is tax indicated/税込
A price is do not include tax/税抜

Chicken Crustacea

Beef Fish

Come this way. Is there any thing
you cant eat?

The hope of your seat?
smoking seat/

non-smoking seat

Please let me know
When you are ready

to order.

Dairy product

Egg

Yes, you can
use～.

This is a
smoking section.

Please wait a
moment.

Please write your
signature here please.

This is a
non-smoking section. Yes, we have That. Thank you

very mush.

There is not. I cannot reduce
the price. It cost～yen.

No,you can’t
use～.

Is the payment cash?
Is it credit card?

The payment is
only cash.

英語  English
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