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今すぐ使える接客英語フレーズ 

接客英語.com ライト版の本編は、パソコンでもスマートフォンでも利用できるようにウェ

ブサイト上で提供されています。ここでは、接客をするときに頻繁に使う表現のうち特によ

く使われ、覚えておくと必ず役に立つ重要フレーズを厳選して紹介します。印刷してレジの

近くなど、すぐに手に取れる場所に置いておくことをおすすめします。 

 

■「we」＝当店、当レストラン、当ホテル、会社など 

ご自分が働いているお店やレストラン、ホテルなどはすべて、「we」を使って表現します。 

We open at 9 a.m.（ウィ・オープン・アット・ナイン・エイ・エム） 

9 時に開店します。 

We close at 10 p.m.（ウィ・クローズ・アット・テン・ピー・エム） 

10 時に閉店します 

We have this in another color.（ウィ・ハヴ・ズィス・イン・アナザー・カラー） 

この商品は別の色もあります。 

■「いらっしゃいませ」 

「いらっしゃいませ」は、朝・昼・夜で使い分けます。 

朝：Good morning（グッ・モーニン） 

昼：Good afternoon（グッ・アフタヌーン） 

夜：Good evening（グッ・イーヴニン） 
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■「ありがとうございました（さようなら）」 

お客様が買い物を終えて帰られるときは、以下のように言います。 

朝・昼：Have a good day.（ハヴァ・グッ・デイ） 

よい 1 日を。 

夜：Have a good evening. （ハヴァ・グッ・イーヴニン） 

よい夜を。 

■「Here is ～.」＝「こちらは～です。」「～をどうぞ。」 

「Here is ～.」の 「～」の部分を入れ替えるだけで、「～をどうぞ。」という文を簡単に作る

ことができます。 

Here is your drink.（ヒヤー・イズ・ユア－・ドリンク） 

ドリンクをどうぞ。 

Here is your change.（ヒヤー・イズ・ユア－・チェンジ） 

おつりをどうぞ。 

「Here you go. （ヒヤー・ユー・ゴウ）/ Here you are. （ヒヤー・ユー・アー）」という表

現も「どうぞ。」という同じ意味で使えます。 

■数を聞くときは「How many?」 

人数でも物の数でも、数を聞くときはとにかく 「How many？ （ハウ・メニー）」を使いま

す。きっちり言うなら「How many are there in your party?」（何人様ですか？）などと

言いますが、「How many?」（ハウ・メニー）だけでも十分に通じます。 
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■「Just a moment, please」＝少々お待ちください。 

接客をしていると、繰り返し使うことになるフレーズです。自信をもって大きな声で言えば

必ず通じます。 

Just a moment, please.（ジャスト・ア・モーメント・プリーズ） 

少々お待ちください。 

I'll be back soon.（アイル・ビー・バック・スーン） 

すぐに戻ります 

■「Thank you for waiting.」＝お待たせしました。 

「Just a moment, please」と言って、お客様に待っていただいた後に言います。 

Thank you for waiting.（サンキュー・フォー・ウェイティング） 

お待たせしました。 

■英語を聞き取れないとき 

I beg your pardon?（アイ・ベグ・ユア・パードゥン） 

何とおっしゃいましたか。 

Would you write it down here?（ウッジュー・ライト・イッ・ダウン・ヒヤー） 

ここに書いてもらえますか。 

Could you write in block letters?（クッジュー・ライト・イン・ブロック・レターズ） 

ブロック体で書いてもらえますか。 

I will get someone who speaks English. （アイ・ウィル・ゲット・サムワン・フー・スピ
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ーク・イングリッシュ） 

英語を話せる者を連れてきます。 

I am sorry we don't have an English speaker.（アイム・ソーリー・ウィ・ドント・ハ

ヴ・アン・イングリッシュ・スピーカー） 

申し訳ありませんが、英語を話せるものがおりません。 

Could you say that again?（クッジュー・セイ・ザット・アゲイン） 

もう一度言ってもらえますか。 

Please speak more slowly.（プリーズ・スピーク・モアー・スロウリー） 

もう少しゆっくり話してもらえますか。 

Could you spell that?（クッジュー・スペル・ザット） 

スペルを教えてもらえますか。 

■「Certainly / Sure」＝かしこまりました。 

「Certainly」の方が丁寧な表現です。 

Could you tell me the way to the hotel?（クッジュー・テル・ミー・ザ・ウェイ・ツー・

ザ・ホテル） 

ホテルまでの道を教えていただけますか。 

Certainly.（サートゥンリー） 

承知しました。 
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■道を聞かれたとき 

I'll explain using a map.（アイル・エクスプレイン・ユージング・ア・マップ） 

地図で説明します。 

Please have a look at this map. （プリーズ・ハヴァ・ルック・アット・ズィス・マップ） 

この地図を見てください。 

We are here now.（ウィ・アー・ヒヤー・ナウ） 

私たちは今、ここにいます。 

That road over there is this road on the map.（ザット・ロード・オーヴァー・ゼア・イ

ズ・ズィス・ロード・オン・ザ・マップ） 

そこにある道路は、地図ではこの道路です。 

The place you are looking for is here on the map.（ザ・プレイス・ユー・アー・ルッキ

ング・フォー・イズ・ヒヤ－・オン・ザ・マップ） 

お探しの場所は、地図ではここです。 

■「Would you like ～?」＝～はいかがですか？ 

Would you like a copy of the map?（ウッジュー・ライク・ア・コピー・オヴ・ザ・マッ

プ） 

地図のコピーはいかがですか（ほしいですか）。 

Would you like a menu for the children?（ウッジュー・ライク・ア・メニュー・フォー・

ザ・チルドレン） 
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お子様用のメニューをお持ちしましょうか？ 

など、「～」の部分を入れ替えるだけでいろいろな表現を作れます。 

■「Shall I ～?」＝～しましょうか？ 

「～しましょうか？」と提案する表現です。 

Shall I take you to your room?（シャル・アイ・テイク・ユー・ツー・ユア・ルーム） 

「お部屋までご案内致しましょうか？」 

Shall I bring one in a different color?（シャル・アイ・ブリング・ワン・インナ・ディフ

ァレント・カラー） 

色違いをお持ちしましょうか。 

■「May I ～?」＝～してもいいですか？ 

「Shall I～?」は提案する表現でしたが、「May I ～?」は許可をもらうときの表現です。 

May I have your name?（メイ・アイ・ハヴ・ユア・ネーム） 

お名前をおしえていただけますか？ 

May I ask your room number?（メイ・アイ・アスク・ユア・ルーム・ナンバー） 

ルームナンバーをお聞きしてもいいですか？ 

 

ここでは発音をカタカナで表現していますが、正しい発音は接客英語.com の教材サイトか

オーディオ CD で確認してください。 


