
H30商工観光課 ②お買い物編

お客様が来店された時は、「Good morning! / Good afternoon! /Good 

evening!」や「Hello, how are you today?」、などと言っていただければ双

方気持ちがよいですね。その後の対応は様々想定されますが、まずは身

近な商品の単語を覚えたり使ったりして英語に慣れていきましょう。 

② お買い物編 

店内で販売している商品は英語で何と言いますか？ 
お土産店での単語 

覚えた単語なら聞き取りやすいですよ。  

分類など 

ガラス工芸 

glasswork 

食品 

food products 

家具 

furniture 

陶磁器 

pottery/ceramic 

伝統工芸品 

traditional craft products 

冷凍食品 

frozen foods 
加工食品 

proccessed foods 

農産物 

farm products 

海産物 

marine products 

説明する時の単語 

お土産 

souvenirs  

工芸品 

craftworks 

特産品 
special products/local specialties 

商品 

products 

こちらはいかがですか？ 

How about this one? 

人気の 

popular 

～を探す 

looking for ～ 

お勧めの～ 

recommended～ 

地元の 

local 

珍しい商品 

rare products 

○○模様の 

○○patterned, ○○print 

手作りのグッズ 

handmade goods 
特価 

special price 

割引く / 割引 

discount 

○○形の 

○○-shaped 

木製の 

wooden 

貝 

seashell 

屋久杉 

Yaku-sugi cedar 

サンゴ 

coral 

天然石 

gemstone 

地元の果物で作られたワイン 

wine made from local fruits 

サンゴで作られたランプ 

a lamp made of coral  

★ made of ～は、元の原料と変化せず、何で作られて
いるか見てわかるもの 

★made from～は、原材料が別のものに変化し、別の
ものになったもの 

商  品 

携帯ストラップ 

cell-phone strap 

ボールペン 

ballpoint pen 

キーホルダー 

key ring 

耳かき 

earpick 

孫の手 

backscratcher 

靴べら 

shoehorn 

花瓶 

flower vase 

サバ節 

dried mackerel 

芋焼酎 'Shochu', Japanese spirit made 

from sweet potatoes  

湯呑 

teacup 

あぶらとり紙 

oil blotting paper 

茶碗 

rice bowl 

急須 

teapot 

お箸 

chopsticks 

箸置き 

chopstick rest 

箸箱 

chopstick case 

灰皿 

ashtray 

徳利 

Japanese 'sake' server 

配膳盆 

serving tray 

おちょこ 

'sake' cup 
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H30商工観光課 ②お買い物編

売り場や商品分類など 

○○売り場 

○○ section （* ○○コーナーは和製英語です。） 

鮮魚売り場 

fish section 

野菜売り場 

vegetable section 

肉売り場 

meat section 

日用品 

daily necessities 

低脂肪牛乳 

law-fat milk 

缶詰 

canned foods 

インスタント食品 

instant foods 

豆腐製品 

tofu products 

スーパーマーケットでの単語 

惣菜売り場 

deli section 

パン売り場 

bread section 

乳製品売り場 

dairy products section 

冷凍食品売り場 

frozen food section 

加工食品 

proccessed foods 

自販機 

vending machine 

飲み物 

beverages 

豆乳 

soymilk 

ノンカフェインコーヒー 

decaf coffee 

店内表示など 

買い物かご 

(shopping) basket 

ショッピングカート 

shopping cart 

買い物袋 

carry bag 

ビニールの買い物袋（レジ袋） 

plastic grocery bag 
ポイントカード 

loyalty card 

見本商品 

sample 

試食/試飲 

tasting 

保冷剤 

ice pack(s) 

原材料 

Ingredients 

要冷蔵 

keep refrigerated 

自動ドア 

automatic door  

賞味・消費期限 

expiration date 

通路 

aisle 

陳列棚 

shelf 

在庫切れ 

out of stock/sold out 

商品単語 
ほうれん草 

spinach 

白菜 

chinese cabbage  

きゅうり 

cucumber 

ニラ 

leek 

大根 

radish 

ブリ 

yellowtail 

イカ 

squid  

エビ（小） 
shrimp 

タコ 

octopus 

ハマチ 

young yellowtail 

エビ（大） 
prawn 

鯵（アジ） 
horse mackerel 

鯛（タイ） 
sea bream 

鯖（サバ） 
mackerel        

鰹（カツオ） 
bonito 

サンマ 

saury 

飛び魚 

flying fish 

おにぎり 

rice ball 

生クリーム 

fresh cream 

スパゲッティ 

pasta 

たけのこ 

bamboo shoot 

ししとう 

sweet green pepper 

ピーマン 

 green pepper 

なす 

eggplant 

大豆 

soybeans 

ヘチマ 
sponge cucumber 

ゴーヤ 

bitter gourd 

枝豆 
green soybeans 

爪切り 

nail clippers 

日焼け止め 

sunscreen 

バンドエイド 

band aid 

ごみ袋 

trash bag 

乾電池 

battery 

洗濯用洗剤 

laundry detergent 

食器用洗剤 

dishwashing detergent 

歯ブラシ 

toothbrush 

歯磨き粉 

toothpaste 

虫よけスプレー 

insect repellent spray 

アルミホイル 

aluminum foil 

キッチンペーパー 

paper towel 
爪楊枝 

toothpick 

懐中電灯 

flashlight 
レジ袋は必要ですか？ 

Do you need a 
plastic grocery bag? 

レジ袋は○円になります。 

We charge ○ yen for a plastic grocery 

bag.  
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H30商工観光課 ②お買い物編
会計で 

お支払いは如何なさいますか？  

How would you like to pay? 

申し訳ございませんが、お支払いは（現金/円）の
みとなっております。 

I am sorry, but we only accept (cash/yen). 

カードか現金、どちらでお支払いされますか？ 

Would you like to pay by cash or card? 

お支払合計は、（税込み）00円です。 

Your total comes to 00 yen (with tax).  

お釣りとレシートはこちらです。 

Here is your change and the receipt. 

ありがとうございました。良い一日を。 

Thank you very much. Have a nice day. 

会計時に使用する単語 

カードで払う 

 pay by credit card 

支払い 

payment 

レジ 

cachier 

現金 

cash 

お釣り 

change 

値段 

price 

払う 

pay 

売り切れ 

sold out 

現金で払う 

pay in cash 

領収書 

receipt  

税込で 
including tax/with tax      

消費税 
sales tax, concumption tax 

クレジットカード 

credit card 

お手頃な値段 

reasonable price 

では使ってみましょう！ 

こちらは’耳かき’といって、耳のお掃除に
使う道具です。  

This is called 'mimi-kaki', earpick, 
a tool for removing earwax.  

こちらはお酒のボトルで’徳利’、カップは’おちょこ’と言い
ます。和食屋さんで見かけられますよ。  

This sake pitcher is called 'tokkuri' and this 
sake cup is called 'ochoko'. You may see them 
in Japanese restaurants.  

（私の）両親へのお土産に最高ですね。  
It would be a perfect souvenir for 
my parents.  

スイマセン、これは何のためのものですか？  
Excuse me, what are these for ?  

これらは日本語でなんと言いますか？  
What do you call these products in 
Japanese? 
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人気の/有名なお土産は何ですか？

客

調べてみます。

店 こちらの通路の手前側にあります。

店 ご案内いたします。

客

客

試食してみますか？

店

店

It's on the front end of this aisle.

Please pay at the cachier.

How much is this?

クレジットカードは使えますか？ Do you take credit cards?客

客

客

客

店

They are on the second aisle from the right.

Where can I find the salad dressing?

It's on this aisle, on your left.

店 買い物袋はお持ちですか？

店 レジ袋代は○円になります。

すいません、売り切れです/現品限りです。

少々お待ちください。

あちらの商品などは如何でしょうか？

（少しなら）（10％）値引きできます。

お酒はおいていますか？

お会計は（税込）合計で○○円です。

申し訳ありませんがクレジットカードは受け付けておりません。

プレゼント用に包装いたしましょうか？

この通路の左側にあります。

店

店

店

店

おいくらですか？

クレジットカードで支払えますか？

少し安くしてくれますか？

(こちらを/３個）頂きます。

店

日　本　語

店 お支払いはレジでお願いします。

店

店

店

店

店

店

何をお探しですか？

特にお探しのものがございますか？

どうぞご自由にご覧ください。

ごゆっくりどうぞ。

こちらは当店でとても人気のお土産です。

客 お勧め商品は何ですか？

日用品はどこでしょうか？

客 ドレッシングはどこにありますか？

店 右から二番目の通路にあります。

店 只今在庫切れです。

客

英　語

What can I do for you? / May I help you?

Anything in particular you are looking for?

/Are you looking for something in particular?

Please feel free to look around. 

Please take your time.

What is your recommended product?

What is the (popular / famous) souvenir?

This is a really popular souvenir in our shop.

Let me check.

I am sorry, this item is out of stock.

店 こちらは屋久島の特産品/サンプルです。 This is Yakushima's special product/sample.

店 こちらをお勧めいたします。 I recommend this product.

I am sorry, this is (sold out/all we have).店

Would you like to taste this?

店 ほかの商品もご覧になりますか？ Would you like to see any other products?

店 お待たせ致しました。商品はこちらです。 Thank you for waiting, here is your purchase. 

店 ○○は何個要りますか？ How many ○○ would you like?

Can I pay by credit card?

I am sorry, but we do not accept credit cards.

Can you give me a discount, please?

I can give you a (little / 10 %) discount.

I will take (this / three).

Your total price is ○○ yen (with tax/including tax).

Would you like it gift-wrapped?

Do you need a grocery bag?

A plastic grocery bag would be ○ yen.

Just a moment, please.

How about that one?

Do you sell liquors?

Could you tell me where the household item section is?

Please follow me.
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