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food and drink

you may want to say... you may hear…

	 かしこまりまし
た。

kashiko mari mashita Certainly.  

	 こちらです。 kochira des Here it is.

	 氷とレモンをお入
れしますか?

kohri to remon o oire 
shimas ka

Would you like ice 
and lemon?

	 水割りになさいま
すか?

mizu wari ni nasai 
mas ka

Would you like 
some water?

	 コーラ、ジュー
ス、レモネード、
アイスティー、ア
イスコーヒーがご
ざいます。

kohra, juusu,  
remo neido, aisu tii, 
aisu koh hii ga gozai 
mas

We have coke, 
juices, lemonade, 
iced tea and iced 
coffee.

bars and cafés

Can we see the  

wine list, please?
ワインリストを見せ
てもらえますか?

wain risuto o misete 
morae mas ka

What wines do  

you have?
どんなワインがあり
ますか?

don na wain ga 
arimas ka

We’ll have the  

house red/white, 
please.

ハウスワインの赤/白
をお願いします。

hausu wain no aka/
shiro o onegai shimas

A bottle of this  

please.
これをボトルでお願
いします。

koreo botoru de 
onegai shimas

Do you have a list  

of the sakes you 
serve?

日本酒のリストはあ
りますか?

nihonshu no risuto wa 
arimas ka

Is there a local  

sake?
地元のお酒はありま
すか?。

jimoto no osake wa 
arimas ka

Can I have some  

hot sake, please?
お酒を熱燗でもらえ
ますか。

osake o atsukan de 
morae mas ka

What beers do  

you have?
どんなビールがあり
ますか?

don na biiru ga 
arimas ka

Can I have  

draught beer?
生ビールをお願い
します

nama biiru o onegai 
shimas

I’ll have… 

a gin and tonic
a vodka and 

coke
whisky

…をお願いします。
ジントニック
ウオッカをコーラ

で割ったもの
ウイスキー

...o onegai shimas
jin tonikku
uokka o kohra de 

watta mono
ui sukii

What soft drinks  

do you have?
どんなソフトドリ

ンクがありますか?
don na sofuto dorinku 
ga arimas ka

* bars and cafés
  Traditional Japanese-style pubs izakaya 
(居酒屋) and akachohchin (赤ちょうちん) 
are identifiable by their red paper lanterns, 
which act like British pub signs.

you may want to say...

I’ll have… please 

a coffee
a white coffee
a black coffee 

a cup of tea 
a fruit/herbal 

tea

…をお願いします
コーヒー
ミルクコーヒー
ブラックコーヒー

紅茶
フルーツ/ハーブ

ティー

...o onegai shimas
koh hii
miruku koh hii
burakku de koh hii 

koh cha
furuutsu/hah bu tii

ordering your drinks
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