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カテゴリー 日本語 英語フレーズ

モール お手洗い  / スーパー  / 両替所 はどこですか。 Where is a restroom / grocery store / money exchange?

スーツケースを預ける場所はモール内にありますか。 Is there a place where I can leave my suitcase in the mall ?

モールのカフェは何時からやっていますか。 What time does the café in the mall open?

このお店は何時に閉店しますか。 What time does this store close?

お土産屋さんはどこにありますか。 Where is a souvenir shop?

美味しいハロハロはどこで食べれますか。 Where can I eat a delicious halo halo?

一つ小さい (大きい)サイズはありませんか。 Do you have any one smaller (larger) size?

この素材は何ですか。 What is this material?

これは本物ですか、それとも偽物ですか。 Is this real or a fake?

これは手作りですか。 Is this handmade?

新しい物をください。 Please give me a new one.

もう少し安くしてください。 Please make it a little cheaper.

試着してみてもいいですか。 Can I try it on?

ごめんなさい。ただ、（商品を）見てるだけなんです。 I am sorry but I am just looking at (the products).

他のお店ももう少し見てみますね I'll look at other stores a little more.

これにします。 (これください ) I'll take this. (I'll take this.)

いくらですか。 How much is it?

お会計はどこでやりますか Where do I pay?

プレゼント用です。ラッピングしてください。 This is a gift. Please wrap it up.

交換(返品)したいです。 I would like to exchange (return).

クレジットカードは使えますか。 Can I use a credit card?

レシートください。 Please give me a receipt.

レストラン・カ
フェ

7時にSAITOで予約しました。 I have a reservation under SAITO at 7:00.

あちらのテーブルと同じ物をください。 I'll have the same as the table over there.

お会計をお願いします。 Please give me a check.

お皿を下げていただけますか。 Could you please take the plates away?

クレジットカードは使えますか。 Can we use a credit card?

このお店のイチオシは何ですか。 What is the restaurant's recommendation?

このクーポンを使いたいですが。 I would like to use this coupon.

これは私が注文したものではないです。 This is not what I ordered.

サービスウォーターください。（フリーの水のこと） Please give me service water. (tap water)

1点、サービスの水についてですが、アメリカでは無料の水は水道水で特別に言わなければい
けないときはTap waterと言いますが、たいていはWaterで無料の飲み水（水道からの水）がも
らえます。（Mineral water, sparkling waterなどの有料のものもありますが。）

サイドディッシュは何がありますか。 What are the side dishes?

タバコを吸う場所はありますか？ Is there any place to smoke?

ティッシュを持ってきていただけますか。 Could you please bring some tissues?

デザートはいりません。 I don't need any deserts.

どこでお会計をすればいいですか。 Where do I pay the bill?

タマゴアレルギーなので、タマゴ抜きでお願いします。 I am allergic to eggs, so please do not use eggs.

ビールを2本お願いします。 We would like two bottles of beer, please.（Two bottles of beer, please.）

ビールをもう1本ください。 One more beer, please.

ポークBBQ１つください。 Please give me one pork BBQ.  (One pork BBQ, please.)

マンゴーシェイクください。ただ、砂糖はいれないでください。 Please give me a mango shake without sugar.

ミネラルウォーターください（ボトルの水のこと） Please give me a bottled mineral water.



フィリピンセブ島観光よく使う英語フレーズ【110選】by マナビジン.xlsx

レストラン・カ
フェ

メニューをみさせてもらえますか。 Can I see a menu?

もう少しオーダー待っててください Please wait for a little bit more (for an order)?

もう少し焼いてもらっていいですか？ Could you please grill a little bit more?

もっと温めて (冷やして)いただけますか。 Could you make it hotter (cooler)?

塩分は控えめにしてください。 Please use less salt.

個室はありますか。 Do you have a private room?

後からもう一人くるんです。 Another one is coming later.

残りはテイクアウトでお願いします。 I will take out the rest.  (Please put the rest in a doggie-bag.)

水のおかわりもらえますか。 Can I have another glass of water?   (Can I have a refill of water?)

席は空いてますか。 Are there any seats available?   (Do you have any tables?)

注文してもいいですか。 Can I place an order?   (Can I order?)

追加注文したいです。 I would like to order more.

マンゴーフラペチーノをください。ただ、砂糖はかなり少なめで。Please give me a mango frappuccino. But, with much less sugar.

お金は今払ったほうがいいですか？それともあとでいいですか？ Should I pay money now? Or can I do it later?

一番人気はどれですか？ Which is the most popular?

何時ぐらいが一番空いていますか？ What time of the day is the most available?

名前を覚えてくれてありがとう Thank you for remembering my name.

ホテル (ゲートで部屋番号を聞かれたら )　デイユースです。レストランに行きます。
(If you are asked for your room number at the gate) We are not staying here. 
We are going to a restaurant.

これからチェックインします。 We are going to check in now.

チェックインお願いします。 I would like to check in.  (Check-in, please.)

SAITOで予約しました。 I have a reservation under SAITO.   (I made a reservation under SAITO.)

ホテルドットコムを通じて予約をしました。 I made my reservation through hotel.com.

朝食は含まれていますか。 Is breakfast included?

朝食は何時からですか。 What time do you have breakfast?

食堂はどこですか。 Where is the dining room?

チェックイン前にお荷物も預かってもらえますか。 Can I leave my luggage with you before check-in?

デポジットはクレジットカードを使ってもいいですか。 Can I use a credit card to make a deposit?

プール（ビーチ）はどこですか。 Where is the pool (beach)?

ビーチタオルを借りたいです。 I would like to borrow a beach towel.

(プールバーで )ルームチャージでお願いします。 Please charge it to my room.

この近くにオススメレストラン（スパ）がありますか。 Are there any recommendations for restaurants (spas) nearby?

マリンアクティビティを申し込みたいですが。 I would like to sign up for a marine activity.

私がいない間に部屋の掃除を頼みたいです。 I would like to ask to clean my room while I am gone.

ランドリーを預けたいのですが。 I would like to give my laundry.

ブランケットを余分にもらえますか。 Can I have an extra blanket?

アメニティの補充をお願いします。 Please restock the amenities.

お湯が出ません。 There is no hot water.

エアコンが効きません。 The air conditioning (AC) is not working.

ルームサービスは何番ですか。 What is the number for room service?

502号室にコーヒーを２杯お願いします。
Please bring two cups of coffee to the room 502. 
(I would like two cups of coffee for the room502.)

部屋の中にカードキーを置き忘れました。 I left my card key in the room.

隣の部屋がとてもうるさいので、静かにするようにお願いできますか。The room next door is very loud, can you ask them to be quiet?

洗面台が詰まりました。 The vanity is clogged.

チェックアウトお願いします。 Check out, please. (I would like to check out.)
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ホテル

チェックアウトが 1時間遅れてもいいですか。
Is it okay if the checkout is late for an hour?  (Is it ok to check out one hour 
late?)

ルームチャージは利用しませんでした。 We did not put any charges to the room.      

タクシーを呼んでもらえますか。 Can you call a taxi for me?

タクシー
タクシー乗り場はどこですか。 Where is the taxi stand?

音楽のボリュームを下げてください。 Please turn down the volume of the music. (Please turn down the music.)

マクタン空港へ向かってください。 Please go to Mactan Airport. (Please head to Mactan Airport.)

トランクを開けてください。 Please open the trunk.

メーターを使ってください。 Please use your meter.

国際線(国内線)ターミナルです。 It is an international (a domestic) terminal.

エアコンを控えめ (強め)にしてください。 Please turn your air conditioner on low (high).

遅れているので、急いでもらえますか。 We are running late, so can you please hurry up?

あとどのくらいかかりますか。 How much longer will it take?

そこで左折してください。 Please take a left there. (Please turn left there.)

もう少しだけ進んでください。 Please go a little further. (little more)

あそこでちょっと止めてもらえますか。
Can you please stop over there for a minute? (Can you pull over there for a 
minute?)

ここで降ろしてください。 Please drop me off here.

おいくらですか。 How much does it cost? ( How much is it?)

おつりください。 Please give me the change.

細かいお金はありますか。 Do you have small change?

おつりはいりません。 Keep the change.   (You can keep the change.)


