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At a café 
 
Shohei is ordering in a Starbucks in Los Angeles. 
 

1. Dialogue： 
Cashier: Hi, how are you?  
Shohei:  Good. 
Cashier： What can I get for you? 
Shohei:  Can I get one tall pike? 
Cashier: Room? 
Shohei:  No. 
Cashier: What’s your name? 
Shohei:  Shohei. Shohei Otani. Just joking. Shohei. S-H-O-H-E-I. 
Cashier: (LOL) Anything else? 
Shohei:  Yeah, um, and also a Grande iced Caramel Latte 

 with skim milk and sugar-free hazelnuts. And can I 
 get two sugar donuts? Please warm them up. 

Cashier: Sure. Is that all? 
Shohei:  Yes. That’s all, thanks. 
Cashier: For here or to go? 
Shohei:  Here. 
Cashier: ＄11. 19. 
Shohei:  Okay. 
 
 
2. Check your understanding： 
1. Did Shohei order first? 
 
2. Shohei ordered a Grande something. What is it? 
 
3. Shohei ordered a food for two persons. What is it? 
  And what did he request about it? 
 
 
4. Does Shohei eat in or take out[away]? 
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3. Expressions necessary to order: 

【カフェ店員】 
❐ ご注文は？   1. What can I get for you? 
    2. What would you like today? 
❐ お名前は？   1. What’s your name? 
    2. May I have your name? 
    3. How do you spell your name? 
  <客> Shohei です。  1. Shohei＋スペリング 
    2. My name is Shohei. ＋ スペリング. 
❐ (サイズを言わなかった場合) 1. What size? 
  サイズは？   2. Which size? 
❐ ミルク用のスペースはいります？ 1. Room? 
    2. Would you like room? 
    3. Room for milk? 
  <客> ミルクいれたい  Yes please. 
       ミルクいれない  No. 

 

❐ 他には？   Anything else? 
❐ 店内で飲みます？お持ち帰り？ For here or to go? 
  <客> 店内で   For here, please. 
  お持ち帰りで。  To go, please. 
❐ マグカップ？紙？  With a mug or a paper cup? 
 

【お客】 

❐ 〜ください。   Can I get ~ ？ 
❐ 以上です。   1. That’s all.  2. That’s it. 
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ドル・セントの読み方 
4.20 
(カジュアル・通常) four twenty 
   four dollars twenty 
   four dollars and twenty 
(正式)   four dollars and twenty cent 
 
 
注文の順番 
Can I get a 〇〇？ 

  ①Size → ②iced / hot → ③商品＋④with カスタマイズ 

 
 e.g.  
グランデ アイスの キャラメルマキアートを ヘーゼルナッツトッピングで。 
Can I get a ① Grande ② iced ③ Caramel Macchiato ④ with hazel 
nuts? 
 

 
         SMALL MEDIUM   LARGE 
 
Practice 
1. グランデサイズのホットのカフェモカください。 
 
2. トールのバニラフラペチーノのアイスをください。豆乳でクリーム多め。 
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Answer 
1. Can I get a Grande hot café mocha? 

2. Can I get a tall iced Vanilla Frappuccino with soy milk and extra whipped cream? 

 
 
カスタマイズ関連表現 
◎甘みを調整したい 
シロップ多め   extra syrup 
シロップ半分   half sweet 
シロップ少なめ   light syrup 
シロップなしで   no syrup / unsweetened 
 
 e.g. Can I get a tall half sweet Caramel Macchiato? 
 
◎追加したい 
〜追加    商品名 with ~ 
 
 e.g. Can I get a tall Caramel Macchiato with soy milk? 
 
◎クリームなど分量調整 
追加    extra ~ 
少なめ    light ~ 
抜き    no ~ 
 
 e.g. Can I get a tall Caramel Frappuccino with extra whipped cream? 
 
◎温度 
熱め    extra hot 
ぬるめ    light hot 
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◎コーヒーの種類 
ドリップコーヒー   1. pike 
（本日のコーヒー）   2. brewed coffee 3. dripped coffee 

    
アメリカン    1. Americano 
    2. Weak coffee 
エスプレッソ   Espresso 
カプチーノ   Cappuccino ▶a kind of espresso 
ラテ    Latte 
フラペチーノ   Frappuccino 
 
ミルク・シロップの種類などの詳細記事： 
https://eikaiwa.dmm.com/blog/42216/ 
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4. Discussion 
1. Which do you like, strong coffee or light coffee? 
 
 
2. Which do you like, hot coffee or iced coffee? 
 
 
3. Are you a coffee person or tea person? 
 
 
4. Which coffee chain do you like? 
 
 
5. Do you like coffee chains? 
 
 
6. How do you spend your time in a café? 
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接客表現 

いらっしゃいませ  Hi / How are you? / Welcome to 〇〇. 
↓ 
予約はあります？  Do you have a reservation? 
お名前は？  Can I get your name? 
〜様, お席用意できてます Mr. X, your table is ready 
あいにく, 満席です。 I ’m afraid we are full right now. 
待ち時間は約 15 分です。 It ’s going to be about 20 minutes wait. 
テラス[外の]席ならございます。There is a table available outside 
↓ 
何名様ですか？  How many? 
↓ 
喫煙席？禁煙席です？ Would you like smoking or non-smoking? 
↓ 
こちらへ   Right the way / Follow me please / 
↓   I ’ll take you to the seat. 
お好きなお席へ  Please have a seat anywhere you like. 
↓ 
お飲み物は？  Would you like something to drink? 
ご注文は？  Are you ready to order? 
かしこまりました  Certainly. 
注文が決まりましたら声を Please call me when you are ready to order. 
かけてください 
本日のオススメです。 Here is today’s special. 
ステーキの焼き加減は？ How would you like your steak? 
   ＊rare / medium / well-done 
以上です？  Is that all? 
↓ 
ご注文はおそろいですか？ Have you received all your meals? 
↓ 
新しいフォークをお持ちします I ’ll bring you another fork now. 
↓ 
お勘定をお持ちします I ’ll bring the check right now. 
レジでお会計します  Please pay at the register. 
↓ 
お会計はご一緒, 別々？ Would you like to pay together or separately? 
お支払いはどうします？ How would you like to pay? 
現金？クレジット？  Cash or credit card? / 
   Would you like to pay by cash or credit card? 
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QR コード決済  QR code payment 
スマホの QR コード決済できます You can pay by QR code using your smartphone. 
そのカードはお取り扱いないです I’m sorry, but we don’t accept this credit card. 
   I’m sorry, but this card is not available here. 
暗証番号を入力してください Please enter your PIN code and press “OK” 
チップはいりません  Tipping is unnecessary. 
おつりとレシートです  Here’s your change and receipt. 

300 円のお返しです。  Your change is 300 yen. 

↓ 

ありがとうございました。 Thank you very much. Have a nice day. 
また来てくださいね  Hope to see you soon. 
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Translation 

Shohei is ordering in a Starbucks in Los Angeles. 
ショウヘイはロスのスタバで注文をしている。 

Cashier: Hi, how are you?  
  こんにちは, いらっしゃいませ（調子どうですか？） 
Shohei:  Good. 
  こんにちは（いいですよ）。 
Cashier： What can I get for you? 
  注文は何にします？ 
Shohei:  Can I get one tall pike? 
  トールのドリップコーヒーをください。 
Cashier: Room? 
  スペースは？ 
Shohei:  No. 
  いいえ。 
Cashier: What’s your name? 
  名前は？ 
Shohei:  Shohei. Shohei Otani. Just joking. Shohei. S-H-O-H-E-I. 
  ショウヘイ。大谷翔平。冗談ですよ。ショウヘイ。S H O H E I。 
Cashier: (LOL) Anything else? 
  他には？ 
Shohei:  Yeah, um, and also a Grande iced Caramel Latte with 

 skim milk and sugar-free hazelnuts. And can I get two 
 sugar donuts? Please warm them up. 

  はい, えっと , それと グランデのアイスのキャラメルマキアートを無

 脂肪ミルクでシュガーフリーのヘーゼルナッツをトッピングして。 
Cashier: Sure. Is that all? 
  わかりました。以上です？ 
Shohei:  Yes. That’s all, thanks. 
  はい。以上です。ありがと。 
Cashier: For here or to go? 
  お持ち帰り？ここで飲みます？ 
Shohei:  Here. 
  ここで。 
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Cashier: ＄11. 19. 
  11 ドル 19 セントです。 
Shohei:  Okay. 
  わかりました。 

 

Translation 

ショウヘイはロスのスタバで注文をしている。 

Cashier: こんにちは, いらっしゃいませ（調子どうですか？） 
Shohei:  こんにちは（いいですよ）。 
Cashier： 注文は何にします？ 
Shohei:  トールのドリップコーヒーをください。 
Cashier: スペースは？ 
Shohei:  いいえ。 
Cashier: 名前は？ 
Shohei:  ショウヘイ。大谷翔平。冗談ですよ。ショウヘイ。S H O H E I。 
Cashier: 他には？ 
Shohei:  はい, えっと , それと グランデのアイスのキャラメルマキアートを無

 脂肪ミルクでシュガーフリーのヘーゼルナッツをトッピングして。 
Cashier: わかりました。以上です？ 
Shohei:  はい。以上です。ありがと。 
Cashier: お持ち帰り？ここで飲みます？ 
Shohei:  ここで。 
Cashier: 11 ドル 19 セントです。 
Shohei:  わかりました。 
 


