This “Yubisashi (pointing)” sheet shows many useful expressions that tourists can use
in frequently faced situations such as restaurants, shops, trains, and so on. Please utilize
this sheet as a communication tool by “Yubisashi (pointing to the applicablephrases)”,
when you are wondering what you should say.

Restaurants

The tax on this is 5%.
Is tax included?

What are the ingredients of this
dish?

消費税が５％かかります。

It is _______ .
_______です。

この料理の素材は何ですか？

税金は含まれていますか？

beef

pork

chicken

ﬁsh

shellﬁsh

vegetable

mushroom

egg

milk

牛肉

豚肉

鶏肉

魚

貝

野菜

きのこ

卵

牛乳

How is this dish prepared?

It is steamed.

この料理の調理方法は何ですか？

蒸したものです。

roasted

boiled

fried

deep-fried

steamed

raw

焼いた

煮た

炒めた

揚げた

蒸した

生の

How long does it take to
prepare?

It takes about _______ minutes.

料理ができるまでどれくらいか
かりますか？

_______ 分ほどかかります。

・10

・15

・20

Tax is included.
税金は含まれています。

Can I buy it tax-free?

You can(can’t) purchase this
tax-free.

免税になりますか？

免税になります。
（なりません）

Can I get a receipt, please?
領収書をいただけますか？

Would you send this to my hotel?
これをホテルまで届けてもらえますか？

Would you send this to my country?

Certainly. Please give me the
address and the telephone
number of the destination.
かしこまりました。送り先の住所と
電話番号をお願いします。

Does this include drinks?

Yes, it does. (No, it doesn’t.)

これには、飲物がついていますか？

ついています。
（ついていません）

Is there a recommended dish?

This is the recommended dish.

I want to go to _______ ,
where should I get off?

_______ station.

おすすめ料理はありますか？

おすすめ料理はこちらです。

________に行きたいのですが、
どこで
降りたらよいですか？

_______駅です。

Which line should I take?

Please take _______ Line.

何線に乗ればよいですか？

_______ 線に乗ってください

Where can I get on the train
to _______ ?

Track number _______ .

日本円の現金でお支払いください。

_______ 行きの電車はどこでのればよ
いですか？

_______

Can you split this into payments?

Yes, we can. (No, we can’t.)

Will I have to change trains?

Please change at ______ station.

分割払はできますか？

はい、できます。
（できません）

乗換えがありますか？

_______ 駅で乗り換えてください。

これを自分の国へ送ってもらえますか？

Railway transportation

Commercial facilities
Yes. We accept __________
and __________ cards.

Can I use a credit card?

はい。 ___
____ カードと _______
カードが使えます。

クレジットカードは使えますか？

Please pay in cash.
VISA Master Diners

AMEX

JCB

番線です。

