1. 환영

いらっしゃいませ irasshaimase

____ ( ~명), 테이블이요.

한국말 메뉴판 있어요?
흡연석 있나요?
나는 ________ 하겠습니다.
똑같은 것으로 주세요.
웰던(well-done) 미디엄(medium)
레어(rare)
나는 ___ 에 알레르기가 있습니다.
우리 저 쪽 테이블에 앉아도 되나요?
일행을 기다리고 있어요.
추천메뉴가 있나요?
매운가요?
양이 얼마나 되죠?
포크(젓가락) 주세요.
정말 맛있어요!

포장되나요?
얼마나 기다려야 되죠?
계산서 주세요.
이 돈보다 작은 단위로 바꿔주세요.
___에 어떻게 가는지 알려주세요.
화장실 사용할 수 있나요?
화장실이 어디에 있죠?

＿＿＿mei des.
～名です。
kankokugo no menyu wa arimas ka?
韓国語のメニューはありますか？
Kitsuen seki wa arimas ka?
喫煙席はありますか？
＿＿＿＿ wo kudasai.
～をください。
Onaji mono kudasai.
同じものをください。
Weru-dan/midiam/re-a
ウェルダン/ミディアム/レア
＿＿＿＿ ni arerugii ga arimas.
～にアレルギーがあります。
Acchi ni suwatte iides ka?
あっちに座っていいですか？
Machiawase des.
待ち合わせです。
Osusume wa?
おすすめは？
Karai deska?
辛いですか？
Dorekurai no ookisa deska?
どれくらいの大きさ（量）ですか？
Fooku(o-hashi) wo kudasai.
フォーク（お箸）をください。
Totemo oishii des!
とてもおいしいです。
Teiku auto menyu arimas ka?
テイクアウト・メニューはありますか？
Dore kurai machimas ka?
どれくらい待ちますか？
Chekku onegai shimas.
チェック（お会計）お願いします。
Ryougae shite kudasai.
両替してください。
～made no michi wo oshiete kudasai.
～までの道を教えてください。
Toire wo kashite kudasai.
トイレを貸してください。
Toire wa doko desuka?
トイレはどこですか？

Tadaima manseki des.
只今満席です。
Zenseki kinen des.
全席禁煙です。
Onomimono wa (ikaga deska)?
お飲み物は（いかがですか）？
Shoushou omachi kudasai.
少々お待ち下さい。
Nani ni itashimashou?
何に致しましょう？
Ijyou desuka? / hoka ni wa?
以上ですか？／他には？
Sugu ni modori mas.
すぐに戻ります。
Kochira wa sa-bisu des.
こちらはサービスです。
Suteeki no yaki kagen wa?
ステーキの焼き加減は？
Otooshi des.
お通しです。
Oodaa yoroshii deska?
オーダー宜しいですか？
Okawari wa ikaga deska?
おかわりはいかがですか？
Sugu ni omochi shimasu.
すぐにお持ちします。
Sumimasen, shina-gire des.
すみません、品切れです。
Saki barai des.
先払いです。
（Oshokuji wa）Osumi deska?
（お食事は）お済みですか？
Oshiharai wa reji de onegai shimas.
お支払いはレジでお願いします。
Kurejitto ka-do wa tsukaemasen.
クレジットカードは使えません。
Otsuri to reshiito des.
お返しとレシートです。
Mou sukoshi shizuka ni shite kudasai.
もう少し静かにしてください。

젓가락= 箸/ hashi
접시=取り皿/ tori zara
그릇=お椀/owan

水/mizu =물

お茶/Ocha =차

ナプキン/napukin =냅킨

熱い/Atsui =뜨거운

温かい/atatakai
=따뜻한

冷たい/tsumetai=찬

コショウ/koshou =후추

しょうゆ/Shouyu=간장

포크=フォーク/fooku

塩/shio =소금

죄송하지만, 레스토랑이 가득 찼습니다.
이 식당은 금연입니다.
무엇인가 마시지 않겠습니까?

指差して
しゃべってみるじゃん

잠시만요.
어떤것 드실래요?
또 다른것은요?
곧 돌아오겠습니다.
이것은 무료서비스입니다.
스테이크는 어떻게 구워드릴까요?
이것은오토시입니다.
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주문하시겠습니까?

당신은 리필을 드시겠습니까?

물론 이죠!
はい/もちろん/
わかりました。
(hai/mochiron/
wakarimashita.)

금방 나옵니다.
품절입니다.
사전에 납부하시기 바랍니다.
다 마치셨나요?
카운터에서 돈을 내세요.
우리는 신용 카드를 수락하지 않습니다.
여기 거스름돈과 영수증 있습니다.
좀 조용히 해 주시겠어요?
오 토시에 대하여

오토시는 자리에 앉으신 후 바로
제공해 드리는 작은 안주입니다.
오토시에는 곱창조림, 큰실말 초무침,
콩비지 요리 등이 일반적이지만, 그
외에도 각 레스토랑에서 정성을 다해
제철 요리를 제공해 드리는 경우가
있습니다. 무료 서비스는 아니며
좌석요금을 대신합니다. 레스토랑
종업원의 서비스에 대한 ‘사례(팁)’로
생각해 주십시오.

미안 해요,하지만
우리가 그렇게 할
수 없습니다.
恐れ入りますが
それはできません。

뭐?
なに?
(nani)

다시 한번
もう一度
(mouichido)

좋아해
好き(suki)

싫어요
嫌い(kirai)

예.
はい(hai)

아니오.
いいえ(iie)

お通しについて

숟가락=スプーン/supuun
칼=ナイフ/naifu

お通しは着席時すぐに出される小鉢のことです。
お通しはもつ煮、もずく酢、卯の花などが一般
的ですが、お店によって工夫をこらした季節も
のを出す場合もあります。無料サービスではな
くテーブルチャージ代わりです。レストラン・ス
タッフへの「お礼（チップ）」と考えて下さい。

ゆびリンガル 韓国語版 飲食店編 ver2.4 Copyright (c) 2008-2013 Acima Corporation 複写厳禁 無断転載禁止

