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LE
SSON

10 このドライヤーはいくらですか

タム
တမ္

： たくさんありますね！
Takusan arima⎤su ne!

အမ်ားႀကီးရိွတယ္ေနာ္။

あやか
အာ့ယာ့ကာ

： すごいでしょう？
Sugo⎤i deshoo?

အ့ံၾသစရာေကာင္းတယ္ 
မဟုတ္လား။

これはサラサラヘア。
Kore wa sarasara he⎤a.

ဒါက ဆံပင္ေတြကုိ 
ႏူးည့ံေခ်ာေမြ႔ေစတယ္။

これはツヤが出
で

るタイプ。
Kore wa tsuya ga de⎤ru ta⎤ipu.

ဒါက ဆံပင္ေတြကုိ 
ေတာက္ေျပာင္ေစတဲ့ အမ်ိဳးအစား။

タム
တမ္

： へえ、いくらですか。
Hee, i⎤kura de⎤su ka.

ဪ၊ ဘယ္ေလာက္လဲဟင္။

あやか
အာ့ယာ့ကာ

： セールって書
か

いてある。きいてみよう。
Se⎤eru tte ka⎤ite a⎤ru. Kiite miyo⎤o.

ေလွ်ာ့ေစ်းလုိ႔ ေရးထားတယ္။ 
ေမးၾကည့္ရေအာင္။

タム
တမ္

： すみません。
Sumimase⎤n.

တစ္ဆိတ္ေလာက္။

このドライヤーはいくらですか。
Kono doraiyaa wa i⎤kura de⎤su ka.

ဒီ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္က 
ဘယ္ေလာက္လဲ။

店
てん

員
いん

ဆုိင္ဝန္ထမ္း
： 9,900円

えん

です。
Kyuu-se⎤n-kyuu-hyaku⎤-en de⎤su.

ယန္း ၉၉၀၀ ပါ။

タム
တမ္

： え！ 高
たか

すぎます。
E! Takasugima⎤su.

ဟာ။ ေစ်းႀကီးလြန္းတယ္။

ေဝါဟာရ

いくら　ဘယ္ေလာက္
i⎤kura

書
か

く　ေရးတယ္
ka⎤ku

ドライヤー　ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္
doraiyaa

ဒီေန႔အတြက္ ဇာတ္ဝင္ခန္း

Kono doraiyaa wa ikura desu ka
ဒီ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္က 
ဘယ္ေလာက္လဲ။ 
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အဓိက အသံုးအႏႈန္း

このドライヤーはいくらですか。
Kono doraiyaa wa i⎤kura de⎤su ka.
ဒီဆံပင္အေျခာက္ခံစက္က ဘယ္ေလာက္လဲ။
ေစ်းႏႈန္းေမးတဲ့အခါ “ikura desu ka” “ဘယ္ေလာက္လဲ” လုိ႔ ေမးရပါတယ္။ ပစၥည္းနာမည္ကုိ 
ထည့္ၿပီးေမးခ်င္တဲ့အခါ “Kono/Sono/Ano [ပစၥည္း] wa ikura desu ka” လုိ႔ ေမးရပါတယ္။ “ikura” 
ဆုိတာက “ဘယ္ေလာက္” လုိ႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ အေမးစကားလံုး ျဖစ္ပါတယ္။

သံုးၾကည့္ၾကရေအာင္

すみません。この炊
すい

飯
はん

器
き

はいくらですか。
Sumimase⎤n. Kono suiha⎤n-ki wa i⎤kura de⎤su ka.

8,700円
えん

です。
Hasse⎤n-nanahyaku⎤-en de⎤su.

တစ္ဆိတ္ေလာက္ရွင့္။ ဒီထမင္းေပါင္းအုိးက ဘယ္ေလာက္လဲ။ 
ယန္း ၈၇၀၀ ပါ ခင္ဗ်ာ။
ႀကိဳးစားၾကည့္ရေအာင္

すみません。この／その／あの ～はいくらですか。
Sumimase⎤n. Kono/Sono/Ano ～wa i⎤kura de⎤su ka.

တစ္ဆိတ္ေလာက္။  ဒီ/အဲဒီ/ဟုိ XXX က ဘယ္ေလာက္လဲ။ 

① イヤホン
i⎤yahon

 နားၾကပ္

② 茶
ち ゃ

碗
わ ん

chawan
 ထမင္းပန္းကန္လံုး

ဆက္စပ္တုိးပြား စကားလံုးမ်ား

ႀကီးမားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းမ်ား
1 2 3 6 8

10 ju⎤u ni⎤juu sa⎤njuu rokuju⎤u hachiju⎤u
100 hyaku⎤ nihyaku⎤ sa⎤nbyaku roppyaku⎤ happyaku⎤

1000 se⎤n nise⎤n sanze⎤n rokuse⎤n hasse⎤n
※1,234　se⎤n-nihyaku-sa⎤njuu-yo⎤n

Can-do! ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းကုိ ေမးႏုိင္တယ္
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ဂ်ပန္ရဲ႕ ေငြေၾကး

ဟာ့႐ူစံရဲ႕ ဗဟုသုတ ဟင္းေလးအုိး

ဂ်ပန္မွာ ေငြစကၠဴက ယန္း ၁ေထာင္တန္၊ ယန္း ၂ေထာင္တန္၊ ယန္း ၅ေထာင္ န႔ဲ ယန္း ၁ေသာင္းတန္ 
ဆုိၿပီး ၄မ်ိဳးရိွပါတယ္။ ၂ေထာင္တန္ကုိေတာ့ သိပ္အသံုးမျပဳၾကပါဘူး။

အေႂကြေစ့က ၁ ယန္း၊ ၅ ယန္း၊ ၁၀ ယန္း၊ ယန္း ၅၀၊ ယန္း ၁၀၀ န႔ဲ ယန္း ၅၀၀ ဆုိၿပီး ၆ မ်ိဳး ရိွပါတယ္။ 
ဂ်ပန္မွာ လမ္းေထာင့္တုိင္းလုိလုိမွာ အေႂကြေစ့ထည့္ၿပီး အေအးဘူး စတာေတြကုိ အလြယ္တကူဝယ္လုိ႔ရတဲ့ 
ေဈးေရာင္းတဲ့စက္ေတြ ရိွတဲ့အတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁ ယန္းန႔ဲ ၅ ယန္းေစ့ ေတြကုိ 
အဲဒီစက္ေတြမွာ အသံုးျပဳလုိ႔မရတာမုိ႔ သတိျပဳေစလုိပါတယ္။

လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ စတာေတြအတြက္ လက္ဖြဲ႕အျဖစ္ ပုိက္ဆံကုိ ေပးတဲ့အခါမွာ 
အဲဒီအတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ သီးသန႔္စာအိတ္ထဲမွာ ေငြစကၠဴ အ႐ြက္သစ္ေတြကုိ  
ထည့္ၿပီးေပးတာက ဂ်ပန္ရဲ႕ ေလာကဝတ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ရဲ႕ ေငြစကၠဴ

ဂ်ပန္ရဲ႕ အေႂကြေစ့

အေျဖ ① すみません。あのイヤホンはいくらですか。 Sumimase⎤n. Ano i⎤yahon wa i⎤kura de⎤su ka.
② すみません。この茶

ちゃ

碗
わん

はいくらですか。 Sumimase⎤n. Kono chawan wa i⎤kura de⎤su ka.


