
Greetings Transportation 
Thank you. 
Ari ga to o (goza i masu.) 
ありがとう（ございます） 
Excuse me./Sorry! (When you want 
 someone’s atention or apologize.) 
Sumi masen. 
すみません 
See you. 
Dewa mata. 
では、また。 
Excuse me./Good bye./Sorry for 
bothering you. 
Shiturei shimasu.  失礼します。

Good bye. (Greeting at your office.) 
Otsukare sama desu. 
お疲れさまです。 

Cheers! Kanpai!  乾杯
かんぱい

！ 
After You./Please go first. 
O-saki ni doozo. 
お先

さき

にどうぞ 
Welcome. 
Irasshaimase 
いらっしゃいませ 
Congratulations! 
Omedeto gozai masu 
おめでとうございます。 
I’m leaving.  
Itte ki masu.    行ってきます 
I’m home.  

Tadaima        ただいま 

Please take me to this 
address. （You point at the address.） 
Koko ni onegai shimasu. 
ここ に お願

ねが

いします。 
Please stop here. 
Koko de i i desu. 
ここでいいです。 
May I have a receipt? 
Ryoshu sho onegai shimasu. 
領
りょう

収
しゅう

書
しょ

お願
ねが

いします。 
It’s OK to take the highway。 
Kosoku o tsu katte mo i i desu. 
高速
こうそく

を使
つか

ってもいいです。 
Is there a [    ] near here? 
chikaku ni [    ] wa arimasu ka? 
近
ちか

くに[       ]はありますか？ 

Right    Migi       右
みぎ

 
Left     Hidari    左

ひだり

 
Straight  Massugu まっすぐ 
Go [right], please. 
[Migi] ni onegai shimasu. 

[ 右
みぎ

 ] に お願
ねが

いします。 
Where are we? 
Koko wa doko de su ka? 
ここはどこですか？ 
How much does it cost  
to [      ]? 
[  ] made ikura desu ka? 
[  ]まで いくらですか？ 
I’d like to go to [     ]. 
[  ] ni iki tai n de su ga. 
[   ]に 行

い

きたいんですが。 
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Emergencies Useful phrases 
Your address (Please write yourself) 

Tokyo-to                        
Your phone number(Please write yourself) 

                                 
 
Police  Keisatsu 警察

けいさつ

  110  
 03-3814-4151 English available 
Thief!  dorobou!  泥棒

どろぼう

! 
 
Ambulance & Fire   119 
Ambulance kyukyu-sha  救 急 車

きゅうきゅうしゃ

 
Fire        Kaji     火事

か じ

 
Sick / ILL  Byouki  病気

びょうき

 

Hurry up! Isoi de！ 急
いそ

いで！ 
Help me! Tasukete！助

たす

けて 
Accident! Jiko desu.  

事故です。 
           
Police officer O-mawari san 

お廻
まわ

りさん 
Police box Kouban 交番

こうばん

 
 
Please come immediately. 
Sugu kite kudasai. 
すぐ 来

き

てください。 
 

I see. / I understand. 
Wakari mashita. 
わかりました。 
I don’t understand. 
Wakari masen. 
わかりません。 
Please say it again. 
Moo ichi-do onegai shimasu. 
もういちどお願

ねが

いします。 
Is it O.K? Daijobu desu ka? 

大丈夫ですか？ 
It is not O.K. 
(You can’t do it. We don’t have it.) 
Dame desu.  だめです。 
 
 

Check, please. 
O-kaikei  onegai shimasu. 
お会

かい

計
けい

お願
ねが

いします。 
Where can I pay? 
O-shiharai wa doko desu ka? 
お支

し

払
はら

いはどこですか？ 
May I use a credit card? 
Kaado demo ii desu ka? 
カードでもいいですか？ 
For here  Kochira de. 

     こちらで。 
To go  Mochi kaeri masu. 
      持

も

ち帰
かえ

ります。 
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Sightseeing Restaurant／Café 
Adult  otona   大人 
Child   kodomo  子ども 
Two adults and one child, 
please. (When you buy tickets.) 
Otona  ni-mai, kodomo ichi –
mai, kudasai. 
大人
お と な

2 枚、子
こ

ども 1枚
まい

ください 
May I take a picture? 
Shashin o tottemo i i desu ka?. 
写真
しゃしん

を取ってもいいですか？ 
Please take my picture. 
Shashin o totte kudasai.. 
写真
しゃしん

を取ってください。 

Can I enter with my shoes? 
Kutsu no mama de ii desu ka?. 
靴
くつ

のままで いいですか？ 
Where is a bathroom (toilet)? 
Toire wa doko desu ka? 
トイレはどこですか？ 
What time do you open /close? 
Nanji kara/made desu ka？ 
何時
な ん じ

から[まで]ですか？。 
It’s wonderful. 
Suteki desu ne.  すてきですね。 

I [don’t] have a reservation.  
Yoyaku ga arimasu.[arimasen] 
予約
よ や く

があります[ありません] 
Non-smoking seat, please. 
Kinen-seki onegai shimasu 
禁
きん

煙
えん

席
せき

お願
ねが

いします 
I’ll have [food/drink]. 
[  ] onegai shimasu. 
[  ] を お願

ねが

いします。 
Do you have [food/drink]? 
[  ] wa arimasu ka? 
[  ] は ありますか？ 
I cannot eat [food]. 
[    ] ga taberare masen. 
[  ] が 食

た

べられません。 

Water  O-mizu   お水
みず

 
English menu Eeego no Menu 
         英語

え い ご

のメニュー 
Another glass Okawari 
           おかわり 
One piece Hitotsu  ひとつ 
Two pieces Futasu  ふたつ 
Three pieces Mittsu  みっつ 
One person Hitori  一人 
Two people Futari  二人 
Three people San-nin  三人 
It’s delicious! 
Oishii desu.    おいしいです。 
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Shopping Sizes 
Please show it to me.  
Sore o misete kudasai. 
それを、見

み

せてください。 
Do you have a bigger/ smaller 
one? 
Motto ookii/chiisai no arimasu 
ka.? 
もっと大

おお

きいの /小
ちい

さいのあります

か? 
Do you have another color? 
Hoka no iro wa arimasu ka? 
他
ほか

の色
いろ

はありますか? 
 
 
 

May I try it on? 
Tameshite mo ii desu ka?. 
試
ため

してもいいですか? 
I will take it.  
Kore ni shimasu.. 
これにします。 
It’s a present.  
(Please wrap it.) 
Purezento desu. 
プレゼントです。 
I don’t need a plastic bag. 
Fukuro wa iri masen. 
ふくろは いりません。 
 

Women’s shoes Japan 24 24.5 25 25.5 26 
 France 38 39 40 41 42 
 U.S.A 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 

Men' s shoes Japan 27 27.5 28 28.5 29 
 France 44 45 46 47 48 
 U.S.A 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2 

Women’s 
dresses Japan 9 11 13 15 17 

 France 38 40 42 44 46 
 U.S.A 6 8 10 12 14 

Men’ s clothes Japan L ― LL ― LLL 
 France 46 48 50 52 54 
 U.S.A 42 44 46 48 46 
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