かいもの- Vásárlás

いらっしゃいませ。何かおさがしですか。
Üdvözlöm. Miben segíthetek?
さがす-さがします-さがして- keresni
いいえ、ちょっと みているだけです。
Köszönöm nem, csak nézelődöm.
みる-みます-みて - nézni
あれを見せてもらえますか？
Azt megmutatná nekem?
みせる-みせます-みせて - mutatni
だけ- csak
あたしは ケーキ だけたべます。
Holnap csak kekszet eszek.
きみ は すしだけすきです。
Te csak a sushit szereted,
はい、～を さがしています。ありますか？
Igen. ～t keresek.
それなら、こちらにございます。ばしょ をごあんないします。
Ha arról van szó, erre fáradjon.
ございます=あります - van
あんないする-あんないします-あんないして - elvezetni, megmutatni
もうしわけございません。じつ は、ざいこぎれです。にゅうか まで
すうじつ かかってしまいます。
Elnézését kérem. Valójában kifogyott. A készlet feltöltése néhány napot vesz
igénybe.
ざいこぎれ - kifogyott a készlet
にゅうか - készlet feltöltés
すうじつ - néhány nap
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かかる-かかります-かかって - eltarthat
すみません、ちょっとおねがいできますか。
Elnézést, tudna nekem segíteni?
はい、どうぞ。何でしょうか。
Igen, tessék. Miről lenne szó?
ウインドウ に かざってある もの が ほしいのですが。
Az ablakba kirakott dolgot szeretném.
かざる- かざります-かざって - díszként ki van téve
あちらのしょうひんたな に ある もの が ほしいのですが。
Azon a polcon lévő dolgot szeretném.
しょうひん - árucikk
たな - polc
わかかりました。今、お とりします。
Értettem. Azonnal hozom.
とる-とります-とって - fog, tart, birtokol
どれになりますか？- melyik legyen?
になります-になる - válni valamivé
わたし は せんせい になりました。
Tanár lettem.
あした は いい てんき になります。
Holnap jó idő lesz.
じぶんの かみ は くろこくなりました。
Fekete lett a hajam.
みぎ から 2 ばんめ おく に あるのです。
Jobbról a második polcon van.
みぎ- jobb
ひだり- bal
こちらですか？ Merre?
はい、それです。Igen, az az.
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はい、どうぞ。 Igen, tessék.
これをください。Ezt kérem!
いくらですか？ Mennyibe kerül?
ぜんぶ で いくら に なりますか？
Összesen mennyi lesz?
ちょっと かんがえます。
Kicsit gondolkozom még rajta.
かんがえる-かんがえます-かんがえて- gondolkozni
とにかくありがとう。
Mindenesetre köszi.
これ をしちゃくしてよろしいですか？
Fel szeretné próbálni?
しちゃくする-しちゃくします-しちゃくして- felpróbálni
はい、どうぞ。しちゃくしつ は こちらです。
Igen, tessék a próbafülke amott van.
サイズ は おいくつですか？
Mekkora a mérete?
私のサイズは____です。
A méretem...
これ は いかがでしょうか。Ehhez mit szól?
いかが- mit szól?
今日 は ....肉 のとくばい日です。
Ma...... hús van akcióban.
ぶたコマを100ｇください。
10 dkg disznócombot kérek.
ハムは何グラムにしますか？
Hány dkg sonkát szeretne?
今日はキャベツ終わっちゃったの？
Elfogyott a káposzta?
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ほかにいるものない - nincs más.
今日は買うものが多いから、一緒に来てくれない？
Ma sokat vásárolok, nem mennénk együtt?
かざぐすりをください。
Megfázás elleni gyógyszert kérek.
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