
旅行
外食

外食 - 入り口で
日本語 ハンガリー語
_[人数]_
用のテーブルを_[時間]_から予約したいです。

Szeretnék foglalni egy asztalt _[hány főre]_ _[idő]_.

予約をする場合

_[人数]_　用のテーブルをお願いします。 Egy asztalt szeretnék _[emberek száma]_ főre.
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? Lehet kártyával fizetni?
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? Vannak vegetáriánus ételeik?
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? Vannak kóser ételeik?
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? Vannak halal ételeik?
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。

Közvetítenek sporteseményeket? Szeretnénk nézni a
________ meccset.

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 ハンガリー語
メニューを見てもいいですか? Kérhetnék egy étlapot?

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。 Elnézést, szeretnénk rendelni.
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

メニューでおすすめのものは何ですか? Mit ajánlana az étlapról?
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

ページ 1 22.05.2023



旅行
外食

自家製料理はありますか。 Van valamilyen házi specialitásuk?
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? Van valamilyen helyi specialitásuk?
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?

Allergiás vagyok __________-ra/re. Ez tartalmaz
_______-t?

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?

Diabéteszes vagyok. Ebben van cukor vagy szénhidrát?

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?

Nem eszem ______-t. Van ebben ______?

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。 Szeretnék rendelni egy _[étel]_
前菜をオーダーする場合

前菜をオーダーしたいです。 Szeretnénk előételt is rendelni.
前菜をオーダーする場合

サラダ Saláta
料理

スープ Leves
料理

肉 Hús
食物

豚肉 Sertés
肉の種類

牛肉 Marha
肉の種類
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鶏肉 Csirke
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

A húst véresen/közepesen átsütve/teljesen átsütve
kérném.

肉の焼き加減を注文する場合

海産食品 Tengeri ételek
食物

魚 Hal
食物

パスタ Tészta
料理

塩 Só
 

こしょう Bors
 

マスタード Mustár
 

ケチャップ Ketchup
 

パン Kenyér
 

バター Vaj
 

おかわりお願いします！ Szeretnék még egy pohárral. / Újratöltené a poharamat?
おかわりをお願いする場合
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ありがとうございます、これで十分です Köszönöm, ez elég.
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 Szeretnénk desszertet rendelni.
デザートを注文したい場合

___を頂きたいと思います Szeretnék egy _______.
デザートを注文する

アイスクリーム Fagylalt
デザート

ケーキ Torta / sütemény
デザート

チョコレート Csokoládé
デザート

クッキー Sütemények / teasütemények
デザート

食事お楽しみください！ Jó étvágyat!
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 ハンガリー語
_[飲み物]_をください Kérnék egy _[ital]_-t.

飲み物をオーダーする

スパークリングウォーター Ásványvíz
飲み物

静水 Szénsavmentes víz
飲み物

ビール Sör
飲み物
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ワインボトル Egy üveg bor
飲み物

コーヒー Kávé
飲み物

お茶 Tea
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?

Nem iszom alkoholt. Van ebben alkohol?

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 ハンガリー語
支払いを済ませたいです Fizetni szeretnénk.

支払いをしたいと言いたい場合

別々に支払いたいです Külön szeretnénk fizetni
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 Én fizetem az egészet.
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 Meghívlak egy ebédre/vacsorára.
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 Tartsa meg a visszajárót.
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！ Nagyon finom volt minden!
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！ Adja át a dicséretemet a szakácsnak!
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 ハンガリー語
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料理が冷めている Hideg az étel.
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 Nincs megfelelően megfőzve.
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 Túl van főzve.
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

Én nem ezt rendeltem, én _____-t rendeltem.

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

ワインはすでに悪くなっている A bor dugóízű!
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 Több, mint fél órája rendeltünk.
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 Ez az ital nem elég hideg.
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 Fura íze van az italomnak.
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。 Én jég nélkül kértem az italomat.
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 Még egy étel hiányzik.
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 Ez koszos.
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 ハンガリー語
これに___は入っていますか? Van ______ ebben?

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
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この料理を____なしで作っていただけますか? El tudnák készíteni ezt az ételt ________ nélkül?
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。

Allergiás vagyok. Amennyiben allergiás rohamom lenne,
a gyógyszerem a táskámban/zsebemben van.

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

ナッツ/ピーナッツ Dió / mogyoró
食物アレルギー

ごま/ヒマワリの種 Szezámmag / napraforgómag
食物アレルギー

卵 Tojás
食物アレルギー

海鮮/魚/貝/えび Tengeri herkentyűk/hal/kagyló/garnélarák
食物アレルギー

小麦粉/小麦 Liszt / búza
食物アレルギー

牛乳/乳糖/乳製品 Tej / laktóz / tejtermékek
食物アレルギー

グルテン Glutén
食物アレルギー

大豆 Szója
食物アレルギー

豆科植物/豆/さや/トウモロコシ Hüvelyesek / bab / borsó / kukorica
食物アレルギー

きのこ Gomba
食物アレルギー
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フルーツ/キウィ/ココナッツ Gyümölcs/kiwi/kókusz
食物アレルギー

チャイブ/玉ねぎ/ニンニク Snidling/hagyma/fokhagyma
食物アレルギー

アルコール Alkohol
食物アレルギー
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