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STEP 1
フレーズ紹介



フレーズ（例: Can I have a ●●, please?）
例文（Can I have a latte, please?）
和訳（カフェラテをもらえますか？）

① シチュエーションに応じた様々なフレーズを次
のフォーマットで紹介しています。

※フレーズだけで会話が成立するときはフレーズ
と例文が同じ内容になっています。

②リスニングを想定して、様々なバリエーション
を用意しています。聞き覚えのあるフレーズを増
やしましょう。

③スピーキングに関して言うと、たくさんあるフ
レーズのどれか一つを覚えれば、コミュニケーシ
ョンを取ることができます。どれを覚えようか
悩んだときは、STEP2以降のロープレで出てくる
言い回しを覚えることがおすすめです。

HOW TO
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ご来店時の挨拶 / 注文確認のフレーズ

1) What can I get for you?
▶What can I get for you?
（何にされますか? / 何をお持ちしますか?）

2) What can I get started for you?
▶Hi, what can I get started for you?
（こんにちは、何になさいますか?）

3) What would you like?
▶Hello, what would you like?
（こんにちは。何をご注文されますか?）
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4) Can I get/have a ●●, please?
▶Can I get a decaf latte, please?
（カフェイン抜きのラテをもらえますか？）

5) I'll have a ●●, please. 
▶I'll have a croissant, please. 
（クロワッサンをください）

6) I'd like ●●, please. 
▶I'd like an ice cafe latte.
（アイスカフェラテをください）
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注文時のフレーズ
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種類やサイズを尋ねるフレーズ

7) What kind of ●● would you like?
▶What kind of coffee would you like?
（どの種類のコーヒーがよろしいですか？）

8) Do you want it/that hot or cold?
▶Do you want it hot or cold?
（ホットとアイス、どちらがよろしいですか？）

9) What size (would you like)? 
▶What size would you like? 
（どのサイズがご希望ですか？）
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10) ●●, please.
▶Small/Medium/Large, please.
（Sサイズ/Mサイズ/Lサイズをお願いします）

11) I'll take a ●●.
▶I'll take a tall/grande/venti.
（トール/グランデ/ヴェンティサイズにします）

12) Can I get a ●●, please?
▶Can I get a 12 oz cup, please?
（12オンスのカップでお願いします）

[備考] 一般的なカフェでは, SMLサイズが一般的です。
スタバでは「Short」「Tall」「Grande」「Venti」などが
使われています。1ozは約30mlです。

E E I M A R I  E N G L I S H
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サイズを伝えるフレーズ
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注文の詳細を確認するフレーズ

13) Anything else?
▶Anything else?
（他にご注文はありますか?）

14) For here or to go?
▶For here or to go?
（こちらでお召し上がりですか？お持ち帰りですか? ）

15) Will that be all?
▶ Will that be all?
（以上でよろしいですか?）
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E E I M A R I  E N G L I S H
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追加注文をする/しないときのフレーズ

16) Can I get a ●● as well?
▶Hmm, can I get a blueberry muffin as well?
（えっと、ブルベリーマフィンももらえますか？）

17) That's all for now.
▶Nope, that's all for now.
（いいえ、今のところは以上です）

18) I'll take/get it.
▶I'll take it.
（それにします）

[備考] I'll take it. は何か定員さんから説明を受けた後、それ
にすると伝えるときに使うことが多いです。おすすめを受けた
り、値段を聞いた後にさらっと言えるとよいですね！



19) Would you like any toppings on ...?
▶Would you like any toppings on your hot
chocolate?
（ホットチョコレートのトッピングはいかがですか？）

20) Would you like ●● on ... ?
▶Would you like any caramel or 
chocolate sauce?
（キャラメルソースやチョコレートソースを
トッピングしますか？）
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トッピングを確認するフレーズ
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E E I M A R I  E N G L I S H
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「●●抜きで」とお願いするフレーズ

21) Can I have ●● without ...?
▶Can I have a latte without any sugar?
（ラテを砂糖抜きでもらえますか？）

22) Can you make ●● decaf?
▶Can you make my Americano decaf?
（アメリカーノをノンカフェインにしてもらえますか？）

23) Can I get a decaf ●●?
▶Can I get a decaf latte, please?
（ノンカフェインのラテをもらえますか？）



24) We're out of ●●.
▶I'm sorry, we're out of almond milk. 
（すみませんが、アーモンドミルクは品切れです。）

25) We sold out of ●●.
▶I'm sorry, but we sold out of the 
blueberry muffins for today.
（すみませんが、本日のブルーベリーマフィンは
売り切れてしまいました）
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在庫切れを伝えるフレーズ
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支払いに関するフレーズ

26) How much (is ●●)?
▶How much is the chocolate cake?
（チョコレートケーキはいくらですか？）

27) Do you take ●●?
▶Do you take Apple Pay?
（Apple Payで払えますか？）

28) Is this coupon still good?
▶Is this coupon still good?
（このクーポンはまだ使えますか？）
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金額を伝えるときのフレーズ

29) It's $●●.
▶It's $8.50.
（８ドル５０セントです。）

30) That'll be $●● altogether.
▶That'll be $15 altogether.
（合計で15ドルになります）

31) Your total comes out to $●●.
▶Your total comes to $15.
（合計で15ドルになります）
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Great job!

この先は他にも覚えておくと便利な
フレーズや例文を一覧形式で紹介し
ていきます。

カフェでの体験を楽しめるよう、い
ろいろなフレーズに馴染んでいきま
しょう！



32) Hi there!
▶こんにちは！

33) Do you have wifi? - Yes, we do. 
▶WiFiはありますか？ - はい、あります。

34)  What's the name of the wifi
network?
▶WiFiのネットワーク名は何ですか？

35) Our wifi network is called
"●●".
▶WiFiのネットワーク名は●●です。

36)  Is there (free) wi-fi?
▶（無料の）Wi-Fiはありますか？
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カフェで使えるフレーズ集



37) Is there a (power) outlet?
▶コンセントはありますか？

38)  We have some power outlets
under the counters.
▶電源はカウンターの下にあります。

 
39) Feel free to use any of them.
▶どれでもご自由にご利用ください。

40) Thank you so much for your
help.
▶助けてくれて本当にありがとうございます。

41)  I really appreciate it. 
▶感謝しています。
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カフェで使えるフレーズ集
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42) Excuse me.
▶すみません。

43)  Are you still open? 
▶まだお店はあいていますか。

44) We're open until 9pm tonight.
▶夜９時まで営業しています。

45) I'm sorry, we're closed for the
day.
▶ごめんなさい、本日の営業は終了しています。

46) We're closing very soon.
▶まもなく閉店の時間です。

カフェで使えるフレーズ集



47) Do you guys carry tea?
▶お茶って置いてますか？

48)  Of course!
▶もちろんです。

49) Last call is in 10 minutes.
▶あと10分でラストオーダーです。

50) Unfortunately, we’re done for
the day. 
▶残念ですが、本日の営業は終了しています。
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カフェで使えるフレーズ集
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51) Where is the restroom?
▶お手洗いはどこですか？

52) The restroom is at the back 
of the cafe.
▶お手洗いはカフェの奥にあります。

53) I'm so sorry, I just spilled my
coffee.
▶本当にごめんなさい。コーヒーをこぼしました。

54)  Is there anything I can do to
help clean it up?
▶きれいにするために手伝えることはありますか？

55) I feel bad for making a mess.
Please let me help.
▶散らかして申し訳ないです。手伝わせてください。

カフェで使えるフレーズ集



56) Will you be paying with cash 
or card?
▶現金で払いますか？クレジットで払いますか？

57) Insert or tap your card on the
machine when you're ready.
▶準備ができたらカードを機械に入れるか
タップしてください。

58) You're all set.
▶完了です。

59) Sorry, our system is slow.
▶すみません、システムが重いです。

60) Do you want your receipt?
▶レシートは必要ですか？
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カフェで使えるフレーズ集カフェで使えるフレーズ集
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61) I'm not sure what to order. 
▶何を注文するか決まっていません。

62) Can I see the menu?
▶メニューを見れますか。

63) What do you recommend?
▶おすすめはなんですか？

64) Do you have any specials today?
▶本日のおすすめはありますか？

65) Well, our specialty is our house
blend coffee.
▶ええと、おすすめはハウスブレンド（コーヒー）
です。

カフェで使えるフレーズ集



66) Could you please make 
my latte extra hot?
▶ラテをかなり熱くしてもらえませんか？

67) I'm sorry, but this latte is not
hot enough.
▶すみませんが、このラテの熱さは十分じゃ
ありません。

68) Could you please reheat it?
▶温め直していただけますか？

69) Would you like to add any
flavors to your latte?
▶ラテに何かフレーバーを追加されますか？

70) I think I'll go with hazelnut.
▶ヘーゼルナッツも一緒にもらえればと思います。
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カフェで使えるフレーズ集
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71) Can I get a refill on my coffee?
▶コーヒーのおかわりをもらえますか？

72) Would you like the same type of
coffee or something different?
▶同じ種類にしますか？別の種類にしますか？

73) Same please.
▶同じのでお願いします。

74) I'll be right back with your
refill.
▶おかわりを持って戻りますね。

75) Is it possible to get my coffee
in a to-go cup?
▶持ち帰りのカップでコーヒーをもらうことは
できますか？

カフェで使えるフレーズ集



76) I’m allergic to peanuts.
▶私はピーナッツアレルギーです。

77) Could you please tell me which
items have peanuts in them, so I
can avoid them?
▶避けられるよう、どのメニューにピーナッツが入っ
ているのか教えていただけませんか。

78) Do you have any gluten-free
options?
▶グルテンフリーのものは何かありますか？

79) We have a gluten-free quiche
and a gluten-free muffin.
▶グルテンフリーのキッシュとマフィンがあります。

80) Oh, that's great!
▶それはすばらしいです！

Cafe｜22

カフェで使えるフレーズ集
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81) Is there a student-discount?
▶学生割引はありますか？

82) Is there outdoor seating?
▶屋外の席はありますか？

83) I really enjoyed my last visit. 
▶前回来た時はとてもよかったです。

84) We’re happy to have you back!
▶またきてもらえて嬉しいです！

85) Is there anything I can help you
with?
▶何かお手伝いできることはありますか？

86) I have some feedback I’d like to
give.
▶ここでの体験へのフィードバックがあります。

カフェで使えるフレーズ集



87) Excuse me, but my coffee 
tastes burnt.
▶すみませんが、コーヒーが焦げた味がします。

88) I hate to complain, but my 
coffee is cold.
▶苦情を言いたくないですが、私のコーヒーが
冷たいんです。

89) I think something might be off
with this coffee - it tastes sour.
▶このコーヒーは何かがおかしいかもしれません。
すっぱいんです。

90) Could I speak with the manager,
please?
▶マネージャーとお話できますか？

Cafe｜24

カフェで使えるフレーズ集
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91) I ordered a latte, but this 
looks more like a cappuccino.
▶ラテを頼みましたが、これはカプチーノみたいです。

92) I asked for soy milk, but 
I think I got regular milk instead.
▶ソイミルクをお願いしましたが、通常のミルクが
入っていると思います。

93) Let me take a look and see 
what I can do.
▶調べて何ができるか、考えさせてもらえますか？

94) If it's not too much trouble, 
could you make a new one?
▶もしあまりにも問題でなければ、
新しいのを作ってもらえますか。

95) Absolutely, I'll get right on it.
▶もちろんです。すぐにとりかかります。

カフェで使えるフレーズ集



96) This latte art is beautiful!
▶このラテアートは芸術的ですね！

97) This mocha is fantastic!
▶このモカは最高です！

98) This is the best coffee I've 
ever had. 
▶これは今まで飲んだ中で最高のコーヒーです。

99) I'm glad you like it! 
▶喜んでもらえてうれしいです！

100) Have a good day!
▶よい一日を！
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カフェで使えるフレーズ集



STEP 2
ロープレ



STEP2�:�HOW�TO�ロープレ

STEP1で覚えたフレーズをベースに、ロープ
レ英会話に挑戦しましょう。セリフが入って
いるので、お客さんになりきって音読をして
みましょう。

【PR】こちらの素材を用いた発音矯正（アメ
リカ英語）も行っております。レッスンでの
矯正、録音いただいた音声に対する添削な
ど、いくつかのオプションがありますので、
ご興味のある方は「えいまり 英語」でご検索
のうえ、お問い合わせくださいませ。



What can I get for you?

何にしますか？



Can I get a decaf latte?

カフェイン抜きの
ラテをもらえますか？

Read aloud!



What size 
would you like?

どのサイズになさいますか?



Read aloud!

Large, please. 
Lサイズをください。



Anything else?

他にご注文はありませんか?



How much is
the chocolate cake?

チョコケーキはいくらですか?

Read aloud!



It's $7.

7ドルです。



I'll take it.
それください。

Read aloud!



That'll be 
$15 altogether.

全部で15ドルになります。



Do you take Apple Pay?
Apple Payで払えますか?

Read aloud!



Of course, your latte and
chocolate cake will be
ready in just a minute.

もちろんです。
ラテとチョコケーキは
あと1分でお渡しできます。



Thank you!

Read aloud!



STEP 3
瞬間英作文



HOW�TO｜STEP�3��瞬間英作⽂

STEP 2（ロープレ）の内容で瞬間英作文を行いま
しょう。日本語と少しの英語をヒントに、正しい
文を考え、話してみましょう。

声を出すのが難しい場合は、空いているところに
答えを書いたり、頭の中で文を考えるだけでも問
題ありませんよ！



何にしますか？
What _________________?

このフレーズを頭に思い浮かべた後、
次のページで答えを確認しましょう。



何にしますか？
What can I get for you?



Cafe�Ordering｜Phrase�002

このフレーズを頭に思い浮かべた後、
次のページで答えを確認しましょう。

Can __________________?
カフェイン抜きのラテをもらえますか？



Cafe�Ordering｜Phrase�002

Can I get a decaf latte?

カフェイン抜きのラテをもらえますか？



どのサイズになさいますか?
What ______________?

このフレーズを頭に思い浮かべた後、
次のページで答えを確認しましょう。



どのサイズになさいますか?
What size would you like?



このフレーズを頭に思い浮かべた後、
次のページで答えを確認しましょう。

Lサイズをください。
______, please. 



Lサイズをください。
Large, please. 



他にご注文はありませんか?
___________?

このフレーズを頭に思い浮かべた後、
次のページで答えを確認しましょう。



他にご注文はありませんか?
Anything else?



このフレーズを頭に思い浮かべた後、
次のページで答えを確認しましょう。

________ is
the chocolate cake?

チョコレートケーキはいくらですか?



How much is
the chocolate cake?

チョコレートケーキはいくらですか?



それは7ドルです。
It's _________.

このフレーズを頭に思い浮かべた後、
次のページで答えを確認しましょう。



それは7ドルです。
It's $7.



このフレーズを頭に思い浮かべた後、
次のページで答えを確認しましょう。

それください。
I'll ______.



それください。
I'll take it.



That'll be
___________________.

全部で15ドルになります。

このフレーズを頭に思い浮かべた後、
次のページで答えを確認しましょう。



That'll be 
$15 altogether.

全部で15ドルになります。



このフレーズを頭に思い浮かべた後、
次のページで答えを確認しましょう。

Apple Payで払えますか?
_________ Apple Pay?



Do you take Apple Pay?
Apple Payで払えますか?



おまけ
ロープレ実践編



HOW�TO｜ロープレ実践編

これまでに学んできた内容の総復習です。実
際の会話を想定した練習をしたいとき、こち
らのファイルをご活用ください。

習った内容を思い出して、適切な答えを英語
で話してみましょう。

※こちらは応用編です。難しく感じる場合はSTEP2
やSTEP3の練習を繰り返した後、再挑戦ください。

[PR] ご質問があるときは、レッスン前にLINEをお送
りくださいませ！質問放題プランだとレッスン後で
もお伺いいただくことが可能です。



What can I get for you?



Answer!



What size 
would you like?



Answer!



Anything else?



Answer!



It's $7.



Answer!



That'll be 
$15 altogether.



Answer!



Of counter, your latte
and chocolate cake will be
ready in just a minute.



Thank you!

Read aloud!


