


What is U-GAKU ?
これまでの留学の常識を覆す「安心・安全・低価格」で 
「初級者でも、短期間で楽しく英語を話せるようになる」 

全く新しい留学のカタチ
「U-GAKU」とは、これまでの英語留学の弱点を克服した、全く新しい国内留学のサービスです。 

最大効率化された画期的な学習カリキュラムに、世界有数のリゾート地であり、国内で最も外国人率が高い、 
”日本の隠れた英語圏ニセコ”という最高の学習環境を掛け合わせ、安全・安心な環境で、 

英語初級者が短期間で楽しみながら英語を話せるようになるという、これまでの留学の常識を覆す内容となっています。 
英語の習得はもちろん、世界中の人々が憧れ、愛してやまない、ニセコの大自然の中での生活を通じ、 

ただのストイックな英語修行でもなく、留学と名ばかりの思い出作りでもない、 
U-GAKUにしか実現できない全く新しい国内留学の経験をご提供いたします。



弱点を抜き出し効率よくアプローチ！ 
パーソナライズ英語カリキュラム

• プレイスメントテスト 
レベルのみでなく具体的な弱点を抜き出し、可視化 
多角的な分析で学習のムダとムラを防止 

• 画期的学習ツール 
世界120ヵ国以上が使用ツールで学習を最大効率化 
プレイスメントテスト結果を反映させたプラン作成

英語初級者でも、短期間で話せるようになる！ 
画期的学習システム×”日本の隠れた英語圏ニセコ”

1. U-GAKUの特徴

「予習・レッスン・話す・復習」で 
確実に身につける！多角的学習サイクル

カリキュラム全面監修者は、 
フィリピン・セブ島留学事業創業者

• 予習・レッスン・話す・復習の学習サイクルで定着 

• グループレッスンでインプット、情報量アップ 

• マンツーマンレッスンでアウトプット、会話量アップ

U-GAKUでは英語留学のスペシャリストを監修者
として迎え、専門知識と経験を反映させてこだわ
りのカリキュラムを構築しました。留学で本当に
英語が身につくのか不安な方にも納得いただける

内容となっています。



治安もライフラインも心配無用

• 世界的リゾート地の守られた治安 

• 整備されたインフラとライフライン 

• 自炊も可能な健康的な食生活環境 

• 安全な世界的リゾート地

安心・安全・低価格。 
留学のボトルネックを解消する、ニセコの土地柄と宿泊施設。

2. U-GAKUの特徴

心身のストレスも最小限 宿泊先は厳選された 
高水準の人気施設

• 長時間のフライトなし 

• 時差による心身の不調なし 

• 現地で買物でき荷物は最小限 

• 危険地域など特別な警戒不要

• 厳選された人気施設での宿泊 

• 清潔で快適な生活 

• 親切なスタッフ対応 

• 万が一の時には日本語で安心



パウダースノーと遊ぶ！ 
冬のアクティビティ

究極のウィンタースポーツ向きのシャンパン・パウダース

ノーがふんだんに積もるニセコは、世界中からスキーヤーと

スノーボーダーたちが集結する、世界的なウインタースポー

ツの名地です。スキーやスノーボードはもちろん、スノー

モービルなど、ニセコでしか体験できない雄大な自然の中で

のダイナミックなアクティビティを楽しめます！

しっかり学んで、思い切り遊ぶ！ 
「楽しい留学」を実現するニセコのアクティビティと名観光地。

3. U-GAKUの特徴

気持ちいい！美味しい！ 
温泉とグルメ

毎週休みがプチ旅行！ 
すぐに行ける観光地

大自然に囲まれたニセコは、美味しい空気と美しい絶景、ま

た近辺には国際的レベルの温泉が集結しており、名湯が疲れ

た頭と体を芯からほぐして温めてくれます。グルメに関して

は、海の幸・山の幸はもちろん、高感度な住人を満足させる

名店が揃っており、寿司や蕎麦、ピザ、パンケーキなどバラ

エティ豊かなグルメを堪能できます。

札幌・小樽は世界的な観光地で、すすきのやラーメン横丁、

藻岩山、小樽運河、おたる水族館など、数日では周りきれな

いほどの名所と名店が軒を連ねています。ニセコはどのどち

らへも好アクセスで、週末はプチ旅行のように観光を楽しめ

ます。



外国人率No.1で英語が飛び交う！“日本の隠れた英語圏”ニセコ

“日本の隠れた英語圏”ニセコとは？

町内の全人口約5,000人に対し、年間外国人宿泊者数約28万人のニセコは町中に英語の看板が溢れ、スーパーなどの店員さんも、道行く人も
海外の方ばかりの”日本で最も外国人率が高い街”です。生活をするだけで英語のシャワーを浴び、英会話の実践ができるという、海外留学

の利点を満たしているため、国内でありながら、英語の定着を強固なものにすることが可能です。

日本で最も外国人率が高い街 
 “ニセコ”

町中に英語の看板が溢れ、 
英語使用がスタンダード 実践的な英語を学ぶ場



料金について

※お支払いはお振込・クレジットカードがご利用可能です。 
※別途、契約料¥20,000がかかります。

Special Price
＼無料オンライン個別相談参加で、どちらのプランでも今なら！／

¥50,000OFF

1ヶ月コース 2週間コース
通常料金 無料オンライン 

個別相談参加 合計

4人部屋 ¥259,800(税込) ¥50,000OFF ¥209,800(税込)

2人部屋 ¥279,800(税込) ¥50,000OFF ¥229,800(税込)

1人部屋 ¥309,800(税込) ¥50,000OFF ¥259,800(税込)

通常料金 無料オンライン 
個別相談参加 合計

4人部屋 ¥185,980(税込) ¥50,000OFF ¥135,980(税込)

2人部屋 ¥195,980(税込) ¥50,000OFF ¥145,980(税込)

1人部屋 ¥215,980(税込) ¥50,000OFF ¥165,980(税込)



1ヶ月コース(料金について)

こんなあなたにおすすめ！

1ヶ月コース

01.

03.

長期の海外留学に 行けなくなった方
02.

学校の休みや長期休暇がある方

英語学習に最大限の 時間を使いたい方

料金

※別途、契約料¥20,000がかかります。

料金に含まれるもの

・テキスト費用 

・オンライン英会話費用 

・wi-fi利用料

・宿泊費用 

・レッスン費用 

・学習管理ツール費用

通常料金 無料オンライン 
個別相談参加 合計

4人部屋 ¥259,800(税込) ¥50,000OFF ¥209,800(税込)

2人部屋 ¥279,800(税込) ¥50,000OFF ¥229,800(税込)

1人部屋 ¥309,800(税込) ¥50,000OFF ¥259,800(税込)



1ヶ月コース(スケジュール)

お申し込みor無料オンライン 
個別相談、お申し込み

契約書お手続き プレイスメントテスト実施

ご参加までの流れ

2021年8月3日集合日

U-GAKU (2021年8月渡航)のスケジュール

2021年8月4日授業 
開始日 2021年8月30日現地 

出発日

出発！

スケジュール



2週間コース(料金について)

こんなあなたにおすすめ！ 料金

料金に含まれるもの

2週間コース

01.

03.
開催時期に用事が外せないあり、

留学したい方
1ヶ月の長期休暇は取れないけど、

1ヶ月の共同生活に不安のある方
02.

全期間参加できない方

・テキスト費用 

・オンライン英会話費用 

・wi-fi利用料

・宿泊費用 

・レッスン費用 

・学習管理ツール費用

※別途、契約料¥20,000がかかります。

通常料金 無料オンライン 
個別相談参加 合計

4人部屋 ¥185,980(税込) ¥50,000OFF ¥135,980(税込)

2人部屋 ¥195,980(税込) ¥50,000OFF ¥145,980(税込)

1人部屋 ¥215,980(税込) ¥50,000OFF ¥165,980(税込)



2週間コース(スケジュール)

スケジュール

2021年8月3日集合日

U-GAKU (2021年8月前半渡航)のスケジュール

2021年8月4日授業 
開始日 2021年8月16日現地 

出発日

2021年8月17日集合日

U-GAKU (2021年8月後半渡航)のスケジュール

2021年8月18日授業 
開始日 2021年8月30日現地 

出発日



U-GAKUはご参加者様が安心して留学生活を送り、授業に集中していただけるよう宿泊施設にも徹底してこだわっています。 
設備・衛生面・サービス・周辺の環境など、あらゆる面で厳格な審査基準を設けたうえで選定を行っております。

〒044-0081　 
北海道虻田郡倶知安町字山田193-22 
HP：http://www.absoluteniseko.com/

ショッピングスポットやニセコマウンテンリゾート グラ
ン・ヒラフやニセコ ビレッジまで好アクセスの位置にあ
り、休日のお出かけやアクティビティを存分に楽しんでい
ただけます。コンビニがすぐ近くにあり、生活がしやすい

点も人気のポイントです。

施設例

1.施設紹介 ̶ アブソリュート ニセコ “ABSOLUTE NISEKO”̶

アブソリュート ニセコ

ABSOLUTE NISEKO



U-GAKUはご参加者様が安心して留学生活を送り、授業に集中していただけるよう宿泊施設にも徹底してこだわっています。 
設備・衛生面・サービス・周辺の環境など、あらゆる面で厳格な審査基準を設けたうえで選定を行っております。

〒044-0081　 
北海道虻田郡倶知安町字山田155－416 
HP：http://www.a1niseko.com/

ショッピングスポットやニセコマウンテンリゾート グラ
ン・ヒラフやニセコ ビレッジまで好アクセスの位置にあ
り、休日のお出かけやアクティビティを存分に楽しんでい
ただけます。コンビニがすぐ近くにあり、生活がしやすい

点も人気のポイントです。

施設例

1.施設紹介 ̶ エーワン ニセコ “A1 Niseko”̶

エーワン ニセコ

A1 Niseko



1. U-GAKU 限定特典

Green Farm Cafe BURTON NISEKO  Taproom

アクセス：北海道虻田郡倶知安町山田190-4 

北海道”ニセコ"の地域住民の皆様や留学関係者を始め、数多くの方々が、U-GAKUの想いに共感してくださり、 
私達だけでは用意できないような、数多くの限定特典をご用意することができました。

＼ニセコ内の人気ショップ連携キャンペーン実施中！／

カフェ

アクセス：北海道虻田郡倶知安町山田190-13-1F アクセス：北海道虻田郡倶知安町山田190-13-3F

バー

全商品 20%OFF
アウトドアブランド

全フード・ドリンク 10%OFF 全メニュー 15%OFF 
※英単語fermentationを使った英文をスタッフに言う



2. U-GAKU 限定特典

Taj Express Hirafu The Flying Fish YAMASUKE

北海道”ニセコ"の地域住民の皆様や留学関係者を始め、数多くの方々が、U-GAKUの想いに共感してくださり、 
私達だけでは用意できないような、数多くの限定特典をご用意することができました。

＼ニセコ内の人気ショップ連携キャンペーン実施中！／

アクセス：北海道虻田郡倶知安町山田190-21 アクセス：北海道虻田郡倶知安町山田190-21アクセス：北海道虻田郡倶知安町字山田190-21 

インドカレースタンド フィッシュ&チップス専門店 サンドイッチスタンド

全種カレー￥100 引き ¥1000 以上購入で￥100 引き
フィッシュ&チップス　3つ購入でポテトフライ（大盛り）サービス 
フィッシュ&チップス　4つ購入でオニオンリング（大盛り）サービス 
フィッシュ&チップス　5つ購入でイカフライ（大盛り）サービス



3. U-GAKU 限定特典

北海道”ニセコ"の地域住民の皆様や留学関係者を始め、数多くの方々が、U-GAKUの想いに共感してくださり、 
私達だけでは用意できないような、数多くの限定特典をご用意することができました。

＼ニセコ内の人気ショップ連携キャンペーン実施中！／

魂 -Tamashii 旭川ラーメン登山軒

アクセス：北海道虻田郡倶知安町山田170-136

ダイニング・バー

アクセス：北海道虻田郡倶知安町字山田191-31

旭川ラーメン

全ドリンク￥500（税込）で何杯も提供 トッピング or 大盛りサービス

アクセス：北海道虻田郡倶知安町山田190-13-2F

ダイニング・バー

BAR  MUSU

5%OFF 
20%OFF全メニュー

(17:00～19:00)



4. U-GAKU 限定特典

北海道”ニセコ"の地域住民の皆様や留学関係者を始め、数多くの方々が、U-GAKUの想いに共感してくださり、 
私達だけでは用意できないような、数多くの限定特典をご用意することができました。

＼ニセコ内の人気ショップ連携キャンペーン実施中！／

ニセコ山麓ジンギスカン

アクセス：北海道虻田郡倶知安町山田179-53-2F アクセス：北海道虻田郡倶知安町山田191-30

全メニュー10%OFF

Jojo's cafe

カフェ・レストラン ジンギスカン専門店

全メニュー10%OFF



5. U-GAKU 限定特典

＼ニセコ内の人気ショップ連携キャンペーン実施中！／

Rhythm Japan Niseko

スキー・スノーボード専門ブランド

アクセス：北海道虻田郡倶知安町字山田190-21

②キャンセル無料 / 事前支払いなし 

③アーリーピックアップ・アフターリターンが無料 
　（レンタル開始の前日15:00以降＆レンタル終了の翌日11:00までレンタル可能） 

④「店舗」「ベースエリア」間を無料シャトル送迎 

⑤宿泊施設（Absolute Niseko）までレンタルアイテムを無料で回収

①レンタル料金30%0FF(事前予約)
予約ページ レンタルパック一覧表

※Premium・Standard 
両方とも30%OFF

※参加者限定割引コードは、 
ご到着後にお伝えします。



授業プログラム

U-GAKUのカリキュラム

U-GAKUでは、学習と休息のバランスを考慮したプログラムとなっ
ており、1日のカリキュラムは、初級者の方が短期間で英語を習得
できるよう「レベル別グループレッスン」「マンツーマンレッス
ン」「自習（予習・復習）」のサイクルを取り入れております。

グループ学習により、マンツーマンレッス
ンよりもインプットする情報量が格段に増
える。自分とは違う表現方法を学んだり、
フレーズや単語のストックができる。

レッスン 内容 時間 目的・メリット

• スピーキング 
• リーディング 
• ライティング

 レベル別 
グループレッスン 

(対面)
3.0h

マンツーマン
レッスン 

(オンライン)

自習

最終目的である「話す」の実践を一人で行
い、話そうと思っても出てこなかった表現
などの課題を見つけられる。実際の習得度
合いや次回の課題を明確にできる。

• スピーキング 0.5h

【予習】自分の課題を明確にしておくこと
で、授業の効率を最大化できる。 

【復習】自習の時間を取り入れ、落ち着い
て見直すことでレッスンで習ったことの習
得を確実にできる。

• 予習 
• 復習 
• 各レッスンの
ホームワーク

2.5h

• 1日あたり3.5時間レッスン＋3.5時間の課題自習の合計7時間 

• 4技能（聞く・話す・読む・書く）を総合的に学習するサイクル 

• 自習時間を取り入れ、レッスンでの学びを確実に習得 

• 週5日授業と2日の休日で合間のリフレッシュも可能

自習

グループレッスンマンツーマンレッスン



新型コロナウイルス感染症対策について

留学先である北海道倶知安町が北海道が独自に定めた５段階の指標「警戒ステージ」を基準として、 
北海道倶知安町の警戒ステージが４以上に引き上げられ、渡航が困難である場合や緊急事態宣言が発令された場合、 

一切の手数料をいただかず振込まれた留学費用の全額を返金いたします。

U-GAKUの取り組み ご参加者様へのお願い

・宿泊施設での消毒液の設置 

・宿泊施設の定期的な消毒 

・宿泊施設スタッフのマスク着用・手洗い・検温・健康チェックの徹底 

・学習スペースの定期的な換気 

・学習スペースの制限 

・定員設定 

(※万が一、留学期間中に陽性者が出た場合は 

　オンライン授業へ変更となります。)

・プログラム開始前からの2週間の健康管理 

・消毒・マスク着用・手洗いの徹底 

・睡眠や食事など、健康的な生活 

・味覚や嗅覚に変化があった場合のお申し出 

・PCR検査の実施と結果のご送付 

（※陽性の場合はキャンセル扱いとなります。 

　その場合、留学費用の全額返金をいたします。）

新型コロナウイルスによる特例キャンセル規定



How long is the wait?
Check, please.
What does it taste like? 
How does it taste? 
Excuse me.
I’m looking for can of coke. 
I’m just looking. Thank you.
I’ll think about it. 

待ち時間はどれくらいですか？
お会計お願いします。
どんな味なの？
味はどう？
すいません。
コーラを探してます。
見てるだけです。ありがとう。
考えます。

付録特典：日常で使える英語フレーズ

レストランで使えるフレーズ
Let’s see what we have here.
They all look good.
What are you going to have? 
I think I’ll have Classic boxer.
I’ll have the same. 
Can I have a cup of coffee?
Two coffees, please. 
I’ll take this. 
Dose it have any prawn in it? 
She has an allergy to prawn.
Do you have San miguel light?
This is not what I ordered. 
We’re still waiting for our 

I’ll pay by card.　

Von overload.
I’ll pay in cash. 

A table for 2.

なにがいいかな。

支払いを別々にできませんか？

全部美味しそうだね。
なににする？
クラシックボクサーにしようかな。
同じのにしよう。
コーヒーください。
コーヒー２つ下さい。
これください。
エビって入ってます？
彼女エビアレルギーなんです。
サンミゲルライトありますか？
これ注文したのと違います。
ボンオーバーロードが
まだ来てないんですが。
現金で払います。
カードで払います。

二人です。
Can we pay separately?



付録特典：日常で使える英語フレーズ

補足：I’ll take thisについて

I’ll take this.（これください。）は、話の流れの中で使います。例
えばイカ が嫌いだとすれば店員に、Does it have any calamari in 
it?（イカは入って ますか？）と訪ねます。店員がイカは入ってませ
んと教えてくれたら、 Then, I’ll have this.（それなら、これくださ
い。）となります。  
通常ファーストフードでの注文では、Can I have a banana 
bread, please. （バナナブレッドひとつください。）のようにCan 
I have~?のフレーズを つかいます。a banana bread, please.（バ
ナナブレッドをひとつくださ い。）のように、~, please. の表現を
よく使えます。  
また、ハンバーガーを注文しているときなどにチーズ、トマト,ベー
コンを 抜きたい場合は、Can I have a Von overload without 
bacon? （ベーコン抜 きのボンオーバーロードひとつお願いしま
す。）のようにwithout ~で表現 できます。

補足：what ~について

I think this isn’t what I ordered.（これは私が頼んだものと違うと
思いま す。）のようにwhatを「こと、もの」として使った表現はレ
ストラン以外 でも便利な表現です。  

what I mean（私の言ってる意味）という名詞として、(Do) You 
know what I mean? 意味わかる？とも使えますし、what you 
need（あなたの必要な もの）という名詞してIt’s just what you 
need.（それはちょうどあなたが必 要なものだよ。）というように
様々な場面で使えます。



where are we now?
We are on page 2.
a handout.
I’ll go first/ahead.
You go first.
It’s your turn.
Is this wrong?
Is this correct?

いまどのページ？ いまどこですか？
2ページ目です。
配布資料
わたし先やります。
お先どうぞ。
あなたの番ですよ。
間違ってますか？
正しいですか？

付録特典：日常で使える英語フレーズ

授業中に使えるフレーズ
Can you take me to Mactan airport,
please. 
How long does it take to get there?　
How much will it be?
Could you stop by Shopwise?
Drop me off here, please.
Is there any change?

マクタン空港までお願いします。

そこまでどれくらいかかりますか？
いくらかかりますか？
ショップワイズに寄ってもらえますか？
ここで降ろしてください。
お釣りください。

補足
Can you take me to Mactan airport, please. （マクタン空港まで
お願いし ます。）はCan youを抜いて、take me to~, please. か 
to~, please.とも使います。

タクシーで使うフレーズ

How do you spell~? 
Could you say that again? 
It’s peace of cake.

このスペルなんですか？
もう一回言ってください。
楽勝だよ。

補足
You go first. （お先どうぞ。）は授業以外でも、例えばお店の列に
並んで いるとき、バスに乗るときにお年寄りがいたときなどにも使
えます。After you.とGo ahead.も同じく「お先にどうぞ。」の意味
です。



How’s it going?
What’s up?
It’s on me. 　
I’ll buy you a coke.
What are you up to tonight? 
Are you free tonight?
You wanna hang out tonight?
Let’s hang out then.
I hung out with him last night.
It’s up to you.
It depends on you.
Got it.（I got it.）
Got it.（You got it.）

Anytime.

Sure.
My pleasure.

No way!!　

調子はどう？

ググって見るよ。

最近どう？
おごるよ。
コーラおごるよ。
今夜の予定は？
今夜ヒマ？
今夜あそばない？
それなら遊ぼうよ。
昨日の夜は彼とあそんだよ。
（あなたに）まかせるよ。
あなた次第だよ。
わかりました。
わかりました。
もちろん
どういたしまして。
いつでもどうぞ。

ありえない！
I'll google it.

付録特典：日常で使える英語フレーズ

日常的に使えるフレーズ
I made it.
I made it from scratch.
It doesn’t make sense.　
That make sense.
I’ll make sure if he knows about it. 
I’ll make sure if he knows about it. 
I can’t make it. 
Good for you.
I’ll show you. 　
Can I get you something? 
Can I get you ~ ?
Can I get you a cup of coffee.
That’s what I thought.

Don’t rush me. 

I knew it.
That’s friends are for

You know what I mean?

やった！

ゆっくりでいいよ。

手作りです。
意味が分からない。
なるほど。
彼が知ってるか確認します。
いけるよ。
行けない。
よかったね。
案内しますよ。
何かあげようか？
～を持ってきてあげようか？
コーヒーもってきてあげようか？
そうだと思った。
やっぱりね。
そのための友だちだよ。
せかさないで。

私の言いたいことわかる？
Take your time. 



I can’t hear you well. よく聞こえません。

付録特典：日常で使える英語フレーズ

日常的に使えるフレーズ
Seriously? 
Exactly.
Don't be shy.
How come she was so angry?
How come he didn’t come?
I guess so.
I think so.
Cool.
Exactly.
Totally.
Awesome.
Could be. 
Not too bad.

Lucky you.

I can’t complain.
Kind of. 

I have bad connection here.

マジで？

私もそう思うよ。

その通り。
ためらわないで、恥ずかしがらないで
なんで彼女あんなに怒ってたの？
なぜ彼はこなかったの？
多分そう思うよ。
そう思います。
いいね。
その通り。
まったくその通り。
それいいね。
そうかもね。
悪くないね。
文句は言えないね。
そんな感じ。
よかったね。

電波が悪いです。
I’m with you.

補足：from scratchについて

from scratch.はゼロから、はじめからという意味です。make 
from scratch ではじめからつくるという意味になるので動詞を
startに変えてstart from scratchにすれば、ゼロからはじめるにな
ります。



付録特典：日常で使える英語フレーズ

補足：How comeについて

How come~?はWhyの口語的な表現で省略形でもあります。なので
How comeのあとには How come you don’t like him?（なんで彼
のこと嫌いな の？）のように通常の文章が続きます。

補足：from scratchについて

I got itはI understand.と同じ相手が言ったことが理解できたとき
に使うフ レーズです。  
You got it.は相手から頼まれたことにOKするときに使います。例え
ば、 「スーパーに言ってシャンプー買ってきて。」と頼まれたこと
に対してYou got it.（了解。）というように使います。

補足：：What are you up to tonight?について

What are you up to tonight?は「今夜何しているの？」という意味
で使えま す。なのでWhat are you up to this weekend?だと「今
週末なにする の？」、What are you up to these days?になれば
「最近どうしてるの？」 になります。  

またHow are you doing? How’s it going?と同じようにカジュアル
な挨拶と してWhat are you up to?（何してるの？）のようにも使
えて、日本人には 馴染みがないですが、オーストラリア、ニュー
ジーランドではよく使うフ レーズです。

補足：How comeについて



Would you like to pay together?
Would you like to pay separately?
Here’s your change.
Have a good day.

ご一緒のお会計ですか？
別々のお会計ですか？
お釣りです。
いい1日を！

付録特典：日常で使える英語フレーズ

レストランの接客のときに使えるフレーズ
How many are in your group?
Do you have a rervation?
That table is reserved. 
Your table is ready.
I will take you to the table. (seat. ) 
Are you ready to order?
Whoud you like to something
to drink?
What can I get for you?
That comes with rice. 
Is that everything for now? 
Here’s your banana bread.
I’m sorry for the delay.
Enjoy your meal.
How’s everything?

That’s 99 dollars all together.

何名様ですか？
予約はありますか？
その席は予約されてます。
お席のご用意ができました。
お席までご案内します。
ご注文は決まりましたか？

お飲み物はなににしますか？

何にしますか？
それにはライスがついてます。
ご注文は以上でよろしいですか？
こちらがご注文のバナナブレッドです。
お待たせして申し訳ございません。
ごゆっくりどうぞ。
料理の味はいかがですか？

お食事はおすみですか？

全部で99ドルです。

Would you like another one?
Have you finished?



How long is the wait?
Check, please.
What does it taste like? 
How does it taste? 
Excuse me.
I’m looking for can of coke. 
I’m just looking. Thank you.
I’ll think about it. 
Dose it have any prawn in it? 
She has an allergy to prawn.
Do you have San miguel light?
This is not what I ordered. 
We’re still waiting for our 

I’ll pay by card.　

Von overload.
I’ll pay in cash. 

A table for 2.

待ち時間はどれくらいですか？

支払いを別々にできませんか？

お会計お願いします。
どんな味なの？
味はどう？
すいません。
コーラを探してます。
見てるだけです。ありがとう。
考えます。
エビって入ってます？
彼女エビアレルギーなんです。
サンミゲルライトありますか？
これ注文したのと違います。
ボンオーバーロードが
まだ来てないんですが。
現金で払います。
カードで払います。

二人です。
Can we pay separately?

付録特典：日常で使える英語フレーズ

レストラン編
Let’s see what we have here.
They all look good.
What are you going to have? 
I think I’ll have Classic boxer.
I’ll have the same. 
Can I have a cup of coffee?
Two coffees, please. 
I’ll take this. 
Dose it have any prawn in it? 
She has an allergy to prawn.
Do you have San miguel light?
This is not what I ordered. 
We’re still waiting for our 

I’ll pay by card.　

Von overload.
I’ll pay in cash. 

A table for 2.

なにがいいかな。

支払いを別々にできませんか？

全部美味しそうだね。
なににする？
クラシックボクサーにしようかな。
同じのにしよう。
コーヒーください。
コーヒー２つ下さい。
これください。
エビって入ってます？
彼女エビアレルギーなんです。
サンミゲルライトありますか？
これ注文したのと違います。
ボンオーバーロードが
まだ来てないんですが。
現金で払います。
カードで払います。

二人です。
Can we pay separately?




