
旅行
外食

外食 - 入り口で
日本語 アラビア語
_[人数]_
用のテーブルを_[時間]_から予約したいです。

أود حجز طاولة ل_[عدد الناس]_عند_[الوقت]_.
予約をする場合

_[人数]_　用のテーブルをお願いします。 طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك.
テーブルに案内してもらいたい場合

クレジットカードは使えますか? هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟
クレジットカードで支払えるか聞く場合

ベジタリアンの食事はありますか? هل تقدمون طعاما نباتيا؟
ベジタリアンの食事があるか聞く場合

コーシャの食事はありますか? هل تقدمون طعاما حالل؟
コーシャの食事があるか聞く場合

ハラールの食事はありますか? هل تقدمون الطعام الحالل؟
ハラールの食事があるか聞く場合

スポーツをテレビで見れますか?___のゲーム
を見たいです。

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في مشاهدة
مباراة_____.

食事中または食事後にスポーツをテレビで見たい場合

外食 - 食事をオーダーする
日本語 アラビア語
メニューを見てもいいですか? هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟

メニューを見たいと言う場合

すみません。オーダーしてもいいですか。 عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك.
オーダーする準備ができていることをウェイターに伝える場合
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メニューでおすすめのものは何ですか? ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟
ウェイターに何かおすすめできるものはないか聞く場合

自家製料理はありますか。 هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟
店に自家製料理があるか聞く場合

郷土料理はありますか? هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟
メニューに郷土料理があるか聞く場合

____のアレルギーです。これには____が含ま
れていますか?

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

特定の材料のアレルギーであることを伝える場合

私は糖尿病です。これには糖分または炭水化
物が含まれていますか?

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر أو
الكربوهيدرات؟

糖尿病であるため、食事に糖分または炭水化物が含まれているか聞く場合

____を食べれません。これには____が含まれ
ていますか?

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في هذا
الطبق؟

特待の食べ物を食べれないことをウェイターに知らせる場合

_[料理]_をください。 أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك.
前菜をオーダーする場合

前菜をオーダーしたいです。 نرغب في طلب المقبالت من فضلك.
前菜をオーダーする場合

サラダ السلطة
料理

スープ الحساء
料理
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肉 اللحم
食物

豚肉 لحم الخنزير
肉の種類

牛肉 اللحم البقري
肉の種類

鶏肉 الدجاج
肉の種類

私の肉はレア/ミディアム/ウェルダンに焼いて
ください

أود بأن يكون اللحم مطهوا بشكل
بسيط/متوسط/جيد.

肉の焼き加減を注文する場合

海産食品 طعام البحر
食物

魚 السمك
食物

パスタ المعكرونة
料理

塩 ملح
 

こしょう فلفل
 

マスタード الخردل
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ケチャップ الكاتشب
 

パン الخبز
 

バター الزبدة
 

おかわりお願いします！ أرغب في إضافة المزيد، من فضلك!
おかわりをお願いする場合

ありがとうございます、これで十分です شكرا لك، هذا كاف.
ウェイターに食べ物を盛る/食飲み物を注ぐのを止めるよう、言う場合

デザートを注文したいです نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من فضلك.
デザートを注文したい場合

___を頂きたいと思います أود أن أطلب________ من فضلك.
デザートを注文する

アイスクリーム البوظة
デザート

ケーキ الكعكة
デザート

チョコレート شوكوال
デザート

クッキー الكعك
デザート
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食事お楽しみください！ استمتع بوجبتك!
相手が食事を楽しめるように願う場合

外食 - 飲み物をオーダーする
日本語 アラビア語
_[飲み物]_をください أود تناول _[مشروب]_ من فضلك.

飲み物をオーダーする

スパークリングウォーター مياه فوارة
飲み物

静水 مياه عادية
飲み物

ビール جعة
飲み物

ワインボトル زجاجة نبيذ
飲み物

コーヒー قهوة
飲み物

お茶 شاي
飲み物

私はアルコールをのみません。これにはアル
コールが入っていますか?

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في هذا؟
アルコールが入っているか聞きたい場合

外食 - 支払い
日本語 アラビア語
支払いを済ませたいです نرغب في الدفع من فضلك.

支払いをしたいと言いたい場合
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別々に支払いたいです نرغب في الدفع بشكل منفصل
ウェイターに皆、個人で支払うことを伝えたい場合

私がまとめて支払います سأدفع مقابل كل شيء.
ウェイターに自分がまとめて皆の分を払うことを伝えたい場合

ランチ/ディナーは私のおごりです سأدعوك إلى الغداء/العشاء.
相手を食事に誘い、支払いも自分がすると言う場合

おつりはいりません احتفظ بالفكة.
ウェイターにおつりはチップとして受け取るよう、伝えたい場合

とてもおいしい料理でした！ الطعام كان لذيذا!
食事に対して満足したことを伝えたい場合

シェフに称賛の言葉を贈ってください！ أرسل تحياتي إلى الطاهي!
食事に対してとても満足であることを伝えたい場合

外食 - 文句
日本語 アラビア語
料理が冷めている طعامي بارد.

料理が冷めていることに対して文句を言う場合

この料理はしっかり調理されていない الطعام لم يطه بشكل صحيح.
調理時間が短かすぎること対して文句を言う場合

これは焦げている لقد طهي أكثر من الالزم.
調理時間が長すぎること対して文句を言う場合

私はこれをオーダーしていません。___をオー
ダーしました

لم أطلب هذا، لقد طلبت_____.
出された料理がオーダーしたものと違っていることを伝える場合
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ワインはすでに悪くなっている هذا النبيذ ملوث بالفلين.
ワインがすでに駄目になっていることを伝える場合

もうすでに３０分以上前にオーダーしました لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة.
料理が出る待ち時間が長すぎることに対して文句を言う場合

この飲み物は冷たくありません هذا الشراب ليس باردا.
飲み物が温かいことに対して文句を言う場合

この飲み物は変な味がする مشروبي ذو طعم غريب.
飲み物が変な味であることを伝えたい場合

氷なしの飲み物をオーダーしました。 لقد طلبت مشروبي من دون ثلج.
氷なしの飲み物をオーダーしたにも関わらず、氷が入った飲み物が出てきたことを伝えたい場合

料理が一つまだ来ていない يوجد طبق مفقود.
オーダーしたものがすべて運ばれてきていないことを伝えたい場合

これは清潔ではない هذا ليس نظيفا.
あなたの皿/カトラリー/グラスが清潔でないことを伝えたい場合

外食 - アレルギー
日本語 アラビア語
これに___は入っていますか? هل يوجد _____ في هذا؟

特定の料理に自分がアレルギーを持つ材料が含まれているか聞く場合

この料理を____なしで作っていただけますか? هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟
料理を調理する際に自分がアレルギーの材料を抜いて作れるか聞く場合

私はアレルギーを持っています。もし反応し
たときは、私のバッグ/ポケットから薬を探し
てください。

لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل، يرجى
إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

自分がアレルギーを持っていることを周りに伝え、緊急の場合には薬を自分に与えるよう伝える場合
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ナッツ/ピーナッツ الجوز/الفستق
食物アレルギー

ごま/ヒマワリの種 بذور السمسم/بذور دوار الشمس
食物アレルギー

卵 البيض
食物アレルギー

海鮮/魚/貝/えび طعام البحر/سمك/محار/قريدس
食物アレルギー

小麦粉/小麦 الطحين/القمح
食物アレルギー

牛乳/乳糖/乳製品 حليب/الكتوز/ألبان
食物アレルギー

グルテン الجلوتين
食物アレルギー

大豆 الصويا
食物アレルギー

豆科植物/豆/さや/トウモロコシ النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة
食物アレルギー

きのこ الفطر
食物アレルギー

フルーツ/キウィ/ココナッツ الفواكه/الكيوي/جوز الهند
食物アレルギー
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チャイブ/玉ねぎ/ニンニク الثوم المعمر/البص/اللثوم
食物アレルギー

アルコール الكحول
食物アレルギー
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