
旅行
外食

外食 - 入り口で
日本語 フインランド語
_[人数]_
用のテーブルを_[時間]_から予約したいです。

Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_ henkilölle.

予約をする場合

_[人数]_　用のテーブルをお願いします。 Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos.
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? Hyväksyttekö luottokortin?
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? Onko teillä kasvisruokaa?
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? Onko teillä kosher-ruokaa?
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? Onko teillä halal-ruokaa?
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。

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä ___
pelin?

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 フインランド語
メニューを見てもいいですか? Voisinko nähdä ruokalistan?

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。 Anteeksi, haluaisimme tilata.
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? Mitä suosittelet ruokalistalta?
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
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自家製料理はありますか。 Onko teillä talon erikoista?
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? Onko teillä paikallista erikoisuutta?
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?

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___?

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?

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

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?

En voi syödä ___. Onko tässä ___?

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。 Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos.
前菜をオーダーする場合

前菜をオーダーしたいです。 Haluaisimme tilata alkupaloja.
前菜をオーダーする場合

サラダ salaatti
料理

スープ keitto
料理

肉 liha
食物

豚肉 porsas
肉の種類

牛肉 nauta
肉の種類
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鶏肉 kana
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

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä.

肉の焼き加減を注文する場合

海産食品 merenelävät
食物

魚 kala
食物

パスタ pasta
料理

塩 suola
 

こしょう pippuri
 

マスタード sinappi
 

ケチャップ ketsuppi
 

パン leipä
 

バター voi
 

おかわりお願いします！ Saisinko lisää juomaa, kiitos?
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 Kiitos, se riittää
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 Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos.
デザートを注文したい場合

___を頂きたいと思います Haluaisin ___, kiitos.
デザートを注文する

アイスクリーム jäätelö
デザート

ケーキ kakku
デザート

チョコレート suklaa
デザート

クッキー keksejä
デザート

食事お楽しみください！ Hyvää ruokahalua!
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 フインランド語
_[飲み物]_をください Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos.

飲み物をオーダーする

スパークリングウォーター kivennäisvettä
飲み物

静水 lähdevettä
飲み物

ビール oluen
飲み物
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ワインボトル pullon viiniä
飲み物

コーヒー kahvin
飲み物

お茶 teen
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?

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia?

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 フインランド語
支払いを済ませたいです Saisimmeko laskun, kiitos?

支払いをしたいと言いたい場合

別々に支払いたいです Haluaisimme maksaa erikseen.
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 Minä maksan koko laskun.
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 Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen.
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 Voit pitää vaihtorahat.
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！ Ruoka oli herkullista!
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！ Kiitokset kokille!
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 フインランド語
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料理が冷めている Ruokani on kylmää
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 Tämä ei ole kypsää.
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 Tämä on ylikypsää.
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

En tilannut tätä, tilasin ___.

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 Tämä viini on avattu aikaisemmin
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 Tilasimme yli puoli tuntia sitten.
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 Juomani ei ole kylmä.
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 Juomani maistuu kummalliselta.
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。 Tilasin juomani ilman jäitä.
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 Yksi ruokalaji puuttuu.
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 Tämä on likainen.
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 フインランド語
これに___は入っていますか? Onko tässä ___?

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? Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___?
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。

Minulla on monia allergioita. Jos saan allergisen
reaktion, taskussani / laukussani on lääkettä.

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 pähkinä / maapähkinä
食物アレルギー

ごま/ヒマワリの種 seesaminsiemen / auringonkukansiemen
食物アレルギー

卵 kananmuna
食物アレルギー

海鮮/魚/貝/えび merenelävät / kala
食物アレルギー

小麦粉/小麦 jauho / vehnä
食物アレルギー

牛乳/乳糖/乳製品 maito / laktoosi /maitotuotteet
食物アレルギー

グルテン gluteeni
食物アレルギー

大豆 soija
食物アレルギー

豆科植物/豆/さや/トウモロコシ palkokasvit / pavut / herneet / maissi
食物アレルギー

きのこ sienet
食物アレルギー
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フルーツ/キウィ/ココナッツ hedelmät / kiivi /kookos
食物アレルギー

チャイブ/玉ねぎ/ニンニク ruohosipuli / sipuli / valkosipuli
食物アレルギー

アルコール alkoholi
食物アレルギー
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