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No 日数 分類 日本語 英語

1 1日目 挨拶（出会い） 元気ですか。 How are you doing?

2 1日目 挨拶（出会い） いい天気ですね。 It's a nice day, isn't it?

3 1日目 挨拶（出会い） 元気でしたか。 How have you been?

4 1日目 挨拶（出会い） 順調ですか。 Is everything OK?

5 1日目 挨拶（出会い） 今日は結構忙しい日ですね。 It's pretty busy today, isn't it?

6 1日目 挨拶（出会い） 休みは何をやっていましたか。 What did you do on your day off?

7 1日目 挨拶（出会い） 仕事はどうですか。 How's your job going?

8 1日目 挨拶（出会い） 二日酔いなんです。 I have a hangover.

9 1日目 同僚との会話 ABC社に行ってきます。 I'm going to ABC Corporation.

10 1日目 同僚との会話 気をつけてね。 Take care.

11 1日目 同僚との会話 何かあったら、携帯に電話して下さい。
If something comes up, call me on my
mobile.

12 1日目 同僚との会話 よくやったね。 Good job.

13 1日目 同僚との会話 休憩しましょう。 Let's take a break.

14 1日目 同僚との会話 仕事でとても疲れています。 I'm so tired from work.

15 2日目 同僚との会話 体調がよくありません。 I'm not feeling well.

16 2日目 同僚との会話 胃が痛いです。 I have a stomach ache.

17 2日目 上司との会話 失礼します。 Excuse me.

18 2日目 上司との会話 お時間よろしいでしょうか。 Can I have a few minutes of your time?

19 2日目 上司との会話 今お話できますか。 Can we talk now?

20 2日目 上司との会話 承認をお願い致します。 Can I have your approval?

21 2日目 上司との会話 これに目を通していただけますか。 Could you look this over?

22 2日目 上司との会話 大変申し訳ございません。 I'm terribly sorry.

23 2日目 上司との会話 私のミスです。 It was my mistake.

24 2日目 上司との会話 昼食に行ってきます。 I'm going out to lunch.

25 2日目 上司との会話 金曜日休んでもよいでしょうか。 Can I take Friday off?

26 2日目 上司との会話 すぐに行きます。 I'll be right there.

27 2日目 依頼 お願いがあるのですが。 Could you do me a favor?

28 2日目 依頼 これをやってもらえないでしょうか。 Could you do this for me?

29 3日目 依頼 レポートを送って下さい。 Could you send me the report?

30 3日目 依頼 わかりました。 Sure.

31 3日目 依頼 問題ありません。 No problem.

32 3日目 依頼 お急ぎでしょうか。 Is it urgent?

33 3日目 依頼 期限はいつですか。 When is the due date?

34 3日目 依頼 がんばります。 I'll do my best.

35 3日目 依頼 明日の朝に取りかかります。 I'll get to it tomorrow morning.

36 3日目 依頼 申し訳ありませんが、できません。 I'm afraid I can't.

37 3日目 依頼 今、手が離せません。 I'm in the middle of something.

38 3日目 依頼 本当にありがとうございます。 I really appreciate it.

39 3日目 依頼 何かお手伝いしましょうか。 Would you like some help?

40 3日目 依頼 どういたしまして。 My pleasure.

41 3日目 質問 結果を教えて下さい。 Could you tell me the results?

42 3日目 質問 調べておきます。 I'll look into it.

43 4日目 質問 わかり次第連絡します。 I'll let you know when I find it.

44 4日目 質問 理由を伺ってもいいですか。 May I ask why?

45 4日目 質問 ご意見を頂けますか。 Can I get your opinion?

46 4日目 質問 少し考えさせて下さい。 Can I have some time to think about it?
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47 4日目 勧誘 昼食にいきませんか。 Why don't we have lunch?

48 4日目 勧誘 もちろん。 Why not?

49 4日目 勧誘 やめておきます。 I'll have to pass.

50 4日目 勧誘 仕事が終わったら食事にいきませんか。 Would you like to have dinner after work?

51 4日目 勧誘 今晩、飲みにいきませんか。 How about going for a drink tonight?

52 4日目 勧誘 もちろん。 I'd love to!

53 4日目 勧誘 いいね。 Sounds good.

54 4日目 勧誘 行きたいけど、仕事があります。 I wish I could, but I have to work.

55 4日目 謝罪 本当に申し訳ありません。 I'm so sorry about that.

56 5日目 謝罪 気にしないで下さい。 Don't worry about it.

57 5日目 謝罪 すぐに確認いたします。 I'll check it right away.

58 5日目 謝罪 すぐに修正します。 I'll fix it right away.

59 5日目 謝罪 そうするべきではありませんでした。 I shouldn't have done that.

60 5日目 謝罪 気にしないで。 Take it easy.

61 5日目 謝罪 あなたのせいじゃないですよ。 It's not your fault.

62 5日目 来客対応 お待ちしておりました。 We've been waiting for you.

63 5日目 来客対応 お越しいただき、ありがとうございます。 Thank you for coming.

64 5日目 来客対応 お会いできてうれしいです。 I'm glad to see you.

65 5日目 来客対応 お世話になっております。 It's nice to see you again.

66 5日目 来客対応 こちらへどうぞ。 This way, please.

67 5日目 来客対応 会議室までご案内いたします。 Let me show you to the meeting room.

68 5日目 来客対応 山田を御呼びします。 I'll get Mr.Yamada for you.

69 6日目 来客対応 こちらでお待ちいただけますでしょうか。 Could you wait here?

70 6日目 来客対応 お先にどうぞ。 After you.

71 6日目 来客対応 お茶をどうぞ。 Please have some tea.

72 6日目 来客対応 お話できてよかったです。 It was good to talk with you.

73 6日目 来客対応 本日はありがとうございました。 Thank you for everything today.

74 6日目 海外からの来客対応 日本へようこそ。 Welcome to Japan.

75 6日目 海外からの来客対応 フライトはいかがでしたか。 How was your flight?

76 6日目 海外からの来客対応 時差ぼけはしていませんか。 Do you have jet lag?

77 6日目 海外からの来客対応 どちらのホテルに滞在中ですか。 Which hotel are you staying at?

78 6日目 海外からの来客対応 ゆっくり寝られましたか。 Did you have a good sleep?

79 6日目 海外からの来客対応 素敵なレストランを予約しています。
We made a reservation at a nice
restaurant.

80 6日目 挨拶（別れ） また明日。 See you tomorrow.

81 6日目 挨拶（別れ） いい週末を。 Have a nice weekend.


