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１．いくらですか。
てんいん

１

店員：こちらは

いかがですか。

た なか

田中：そうですね……。いくらですか。
てんいん

さんぜん えん

店員：３０００円です。
た なか

たか

田中：ちょっと

高いですね。
やす

もっと
てんいん

店員：こちらは

安いのは

ありませんか。

にせんごひゃくえん

２５００円 です。



店員：こちらは いかがですか


田中：そうですね……。いくらですか

店員：さんぜんえんです。


田中：ちょっと たかいですね。



もっと やすいのは ありませんか



店員：こちらは にせんごひゃくえんです。

店員：這個怎麼樣？要不要買這一個呢？
田中：嗯！多少錢呢？
店員：3000 塊日幣。
田中：有點貴耶！有沒有便宜一點的呢？
店員：這個是 2500 塊日幣。

第

１

課

單 語 註 釋
・いくらですか→多少錢呢？
＊いくらc：多少錢？
＊です〔助動〕
：＜斷定助動詞「だ」的敬體表現形式＞用來表斷定，做「是」解。
＊いくらですか→か〔助〕
：用來表疑問，做「～嗎？～呢？」解。
・こちらb：
（方向、方位指示詞）
「這裏、這邊、這個」
，這裏做「這個」解。
・こちらは→は〔助〕
：本音為 [ha] ，當助詞使用時讀成 [wa]，用來表談話的主題。
在日文裏，當我們要對某人或某物來加以叙述時，就在該人物、事物後邊加「は」
來表示。
・いかがd：如何；怎麼様？
・そうですね：嗯！（思考、猶豫時所發出的感嘆）
。
・３０００円b：３０００塊錢（日幣）
。 ＊円：日本錢幣的單位。
・ちょっと高いですね：有點貴呀！
＊ちょっとc〔副〕
：稍微、一點點。
＊高いd〔形〕
：有「高，貴」等意，這裏做「貴」解。
＊高いです：
（
「高い」的敬体）這裏的「です」它只具恭敬的作用而已，並無斷
定的意思。
・もっと安いのはありませんか：有没有更便宜一點的呢？
＊もっとc〔副〕
：更。
＊安いd〔形〕
：便宜。 ＊安いのは→の〔準体助詞〕
：用來表示話題中的事物。
＊あるc〔自五〕
：有。
＊ありません：是「ある」的敬体否定表現形式；
＜ある＋ます → あります＞
＜ある＋ません→ ありません＞
（※「ません」是「ます」的否定形）
・２５００円d－e：２５００塊錢（日幣）
。

〔 １ － 練 習 〕
ひゃくえん

Ⅰ 例：
（りんご／１００円）→Ａ：この

りんごは

ひゃくえん

Ｂ：１００円です。
ざっし

ろっぴゃくえん

１．（雑誌 ／ ６００円）→Ａ：
Ｂ：
シーディ－

せんえん

２．（ＣＤ／１０００円）→Ａ：
Ｂ：
いちまんえん

３．（カメラ ／ １万円）→Ａ：
Ｂ：
くるま

にひゃくまんえん

４．（車 ／ ２００万円）→Ａ：
Ｂ：
はな

はっぴゃくごじゅうえん

５．（花 ／ ８５０円

）→Ａ：
Ｂ：

にじゅうまんえん

６．（パソコン／２０万円）→Ａ：
Ｂ：
さんぜんはっぴゃくえん

７．（シャツ／３８００円）→Ａ：
Ｂ：

いくらですか。

句 型 文 法 解 析

１

Ⅰ、本課句型重點主要是在講述詢問價錢的表現法。
ひと

1.この りんごは 一つ いくらですか。 （這蘋果一個多少錢？）
※ 「～は （一つ） いくらですか」是用來詢問某様東西一個多少錢的
表現形式。
・この ブラウスは いくらですか。 （這女用襯衫多少錢？）
・この かばんは いくらですか。
2.こちらは いかがですか。

（這書包多少錢？）
（這個怎麼様？）

※「～は いかがですか。
」是用來詢問別人對某事或某物看法的表現形式。
・これは いかがですか。

（這個怎麼様？）

・これなんか いかがですか。

（這種怎麼様？）

やす

3.もっと 安いのは ありませんか。

（有没有更便宜一點的？）

在日文裏，以否定形來做問句時，往往會使語氣顯得更客氣、柔和。
しろ

・白は ありませんか。

（有没有白色的呢？）

Ⅱ、本課出現的幾個主要助詞、助動詞的用法説明
は〔助〕→表主題。
・こちらは いかがですか。

（這個怎麼様？）

ひと

・この りんごは 一つ いくらですか。 （這蘋果一個多少銭？）
か〔助〕→（疑問助詞）位於句末，用來表疑問。
しろ

・白は ありませんか。

（有没有白色的呢？）

・こちらは いかがですか。

（這個怎麼様？）

