Words and Phrases / 単語リスト集
Greetings
あいさつ
aisatsu

Shopping
買い物
kaimono

Banks
銀行
ginko

Thank you.

ありがとう ございます。
arigato gozaimasu.

Excuse me / Sorry.

ごめんなさい。
gomennasai.

Do you speak English?

英語 を 話せ ます か。
eigo o hanasemasu ka?

Where is the toilet?

トイレ は どこ です か。
toire wa doko desu ka?

Can I exchange money here?

ここ で 両替 でき ます か。
koko de ryogae dekimasu ka?

I don't understand.

分からない です。
wakaranai desu.

What is the exchange rate?

為替レート は いくら です か。
kawase reto wa ikura desu ka?

Goodbye.

さようなら
sayonara.

Can I use my credit card to
withdraw cash?

クレジットカード で 現金 を 下ろす こと が できま
す か。
kurejitto kaado de genkin o orosu koto ga dekimasu ka?

Please (offering).

どうぞ
dozo.

How long does it take?

どれ くらい かかり ます か。
dore kurai kakarimasu ka?

Yes / No.

はい／いいえ
hai / iie.

Open / Closed

営業中／準備中
eigyo chu / junbi chu

Welcome

いらっしゃいませ。
irasshai mase.

Do you accept
credit cards?

クレジットカード は 使え ます か。
kurejitto kaado wa tsukae masu ka?

How much is this?

これ は いくら ですか。
kore wa ikura desu ka?

Do you have ...?

... は ありますか。
... wa arimasu ka?

Post office
郵便局
yubin kyoku

... で 送って ください。
... de okutte kudasai.

Please send it by ...
Airmail

航空便
koku bin

Stamp

切手
kitte

Sea mail

船便
funa bin

Postage
fee

郵便料金
yubin ryoukin

Postal
card

はがき
hagaki

Express
mail

速達
sokutatsu

Envelope

封筒
futo

Registered
mail

書留
kakitome

Parcel

小包
kozutsumi

Fragile

壊れ やすい
koware yasui

鎮痛剤
chin tsu zai

Anti-inflammatory patch

湿布薬
shippu yaku

Mouthwash

うがい薬
ugai gusuri

Headache

頭痛
zutsu

I can't eat meat / pork / 私は 肉／豚肉／魚／エビ が 食べられ ません。
fish / prawn.
watashi wa niku / butaniku / sakana / ebi ga taberare masen.

Stomach ache

腹痛
fukutsu

Could we have the bill お勘定 を お願い します。
please?
okanjo o onegai shimasu.

Thermometer

体温計
taionkei

Can we see the menu?
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メニュー を 見せて ください。
menu o misete kudasai.

Pharmacy
薬局
yakkyoku

WORD AND PHRASES
単語リスト

Painkiller

Restaurants and pubs
飲食店
inshoku ten
WORD AND PHRASES
単語リスト

Words and Phrases / 単語リスト集

-127-

Words and Phrases / 単語リスト集
Hospital
病院
byoin

I'm ill.

体調 が 悪い です。
Taicho ga warui desu.

It hurts here.

ここ が 痛い です。
koko ga itai desu.

I feel nauseous.

吐き気 が します。
hakike ga shimasu.

How much is this?

Words and Phrases / 単語リスト集
Numbers
数
kazu

1 ichi

2 ni

3 san

4 shi / yon

5 go

6 roku

7
nana / shichi

8 hachi

9 kyu

10 ju

20 niju

30 sanju

これは いくら ですか。
kore wa ikura desu ka?

40 yonju

50 goju

60 rokuju

70 nanaju

I have a headache /
stomach ache

頭／おなか が 痛い です。
Atama/ Onaka ga Itaidesu.

80 hachiju

90 kyuju

100 hyaku

300
sanbyaku

I'm allergic to...

私は ... アレルギー です。
watashi wa ... arerugi desu.

1,000 sen

10,000
ichi man

1,000,000
hyakuman

－ 10
mainasu ju

Petrol stand
ガソリンスタンド
gasorin sutando

Unit Conversion Table / 単位換算表

Please fill the tank.

満タン に して ください。
mantan ni shite kudasai.

I'd like ... litres.

... リットル を お願い します
... rittoru o onegai shimasu.

I want 2000 yen worth of petrol.

2,000 円分 を お願い します。
ni sen yen bun o onegai shimasu.

Length / 長さ
inch / インチ

Weight / 重さ
1 inch = 2.54 cm

ounce / オンス

1 cm = 0.3937 inch

pound / ポンド

1 ounce = 28.35 g

1 foot = 30.48 cm

1 pound = 16 ounce = 0.45 kg

yard / ヤード

1 yard = 91.4 cm

gram / グラム / g

1 mile = 1.609 km

kilogram / キログラム / kg

foot / フィート

1 gram = 0.035 ounce

The battery is dead.

バッテリー が なくなり ました。
batteri ga nakunari mashita.

mile / マイル

1 kg = 2.2 pound = 35.27 ounce

タイヤ が パンク しました。
taiya ga panku shimashita.

Square Measurement / 面積

I have a flat tire.

square yard / 平方ヤード

Volume / 体積
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1 square yard = 0.836 ㎡

gallon / ガロン

工事中
koji chu

acre / エーカー

1 US gallon = 4 quart = 3.785

square mile / 平方マイル

1 acre = 4047 ㎡ = 0.4 ha

Entrance

入口
iriguchi

Toilets

トイレ／お手洗い
toire / otearai

Exit

出口
deguchi

Men

男
otoko

No Entry

立入禁止
tachi iri kinshi

Women

女
onna

1 ㎡ = 10.76 square feet

Prohibited

禁止
kinshi

Charge /
Free of charge

有料／無料
yuryo /
muryo

1 ha = 10,000 ㎡

Danger

危険
kiken

Hot / Cold
(ocjects)

熱い／冷たい
atsui /
tsumetai

litre / リットル /

1 litre = 0.264 US gallon
1 litre = 0.22 UK gallon

1 square mile = 2.59 k㎡

Temperature / 温度

square meter / 平方メートル / ㎡

℃ (Centigrade or Celsius / 摂氏）

hectare / ヘクタール / ha

= (℉ - 32)÷1.8
℉ (Fahrenheit / 華氏）

UNIT CONVERSION
単位換算表
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Signs
看板
kanban

No smoking / 禁煙／喫煙
Under
Smoking
kinen / kitsuen construction

= (℃ ×1.8) + 32
－ 20 ℃ = － 4℉ － 10℃ = 14℉

10℃ = 59℉

20℃ = 68℉
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