
１ hito tsu ひとつ hitori ひとり tsuitachi ついたち

2 futa tsu ふたつ futari ふたり futsuka ふつか

3 mittsu みっつ san nin さん�にん mikka みっか

４ yottsu よっつ yo nin よ�にん yokka よっか

5 itsu tsu いつつ go nin ご�にん itsuka いつか

6 muttsu むっつ roku nin ろく�にん muika むいか

7 nana tsu ななつ nana nin なな�にん nanoka なのか

8 yattsu やっつ hachi nin はち�にん youka ようか

9 kokono tsu ここのつ kyū nin きゅう�にん kokonoka ここのか

10 tō とお jū nin じゅう�にん tōka とおか

? iku tsu いくつ nan nin なん�にん nan nichi なん�にち

1 issatsu いっさつ ikkai いっかい ichi mai いち�まい

2 ni satsu に�さつ ni kai に�かい ni mai に��まい

3 san satsu さん�さつ
san gai
san kai

さん�がい
さん�かい

san mai さん�まい

4 yon satsu よん�さつ yon kai よん�かい yon mai よん�まい

5 go satsu ご�さつ go kai ご�かい go mai ご��まい

6 roku satsu ろく�さつ rokkai ろっかい roku mai ろく�まい

7 nana satsu なな�さつ nana kai なな�かい nana mai なな�まい

8 hassatsu はっさつ hakkai はっかい hachi mai はち�まい

9 kyū satsu きゅう�さつ kyū kai きゅう�かい kyū mai きゅう�まい

10 jussatsu じゅっさつ jukkai じゅっかい jū mai じゅう�まい

? iku tsu なん�さつ
nan gai
nan kai

なん�がい
なん�かい

nan mai なん�まい

つ
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☛note�:�

回(かい)�:�3回(さんかい)�,�何回(なんかい)

階(かい)�:�3階(さんがい)�,�何階(なんがい)



１ ippon いっぽん ippai いっぱい ippiki いっぴき

2 ni hon に�ほん ni hai に�はい ni hiki に�ひき

3 san bon さん�ぼん san bai さん�ばい san biki さん�びき

４ yon hon よん�ほん yon hai よん�はい yon hiki よん�ひき

5 go hon ご�ほん go hai ご�はい go hiki ご�ひき

6 roppon ろっぽん roppai ろっぱい roppiki ろっぴき

7 nana hon なな�ほん nana hai なな�はい nana hiki なな�ひき

8 happon はっぽん happai はっぱい happiki はっぴき

9 kyū hon きゅう�ほん kyū hai きゅう�はい kyū hiki きゅう�ひき

10 juppon じゅっぽん juppai じゅっぱい juppiki じゅっぴき

? nan bon なん�ぼん nan bai なん�ばい nan biki なん�びき

匹
ひき

本
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ほん

杯
はい

Phrases for ordering

: Please give me 1 cup of coffee

"コーヒーを� 1杯(いっぱい) ください。"
noun number + counter

: Please give me 1 cup of coffee and one hamburger.

"コーヒーを� 1杯(いっぱい)�と ハンバーガーを 1つ ください。"
noun number + counter


