1週間でマスター!! 仕事で使える英語フレーズ -出張編-

No

日数

分類

日本語

英語

1

1日目 空港（出発）(1)

これは機内に持ち込みます。

This is a carry-on.

2

1日目 空港（出発）(2)

この荷物は機内に持ち込むことができま
Can I carry this on the plane?
すか。

3

1日目 空港（出発）(3)

預ける荷物はありません。

I don't have any baggage to check.

4

1日目 空港（出発）(4)

通路側の席をお願いします。

I'd like an aisle seat.

5

1日目 機内(1)

すみません、そこはたぶん私の席だと思
Excuse me, maybe you are sitting on my seat.
います。

6

1日目 機内(2)

搭乗券を見せていただけますか。

May I see your boarding pass?

7

1日目 機内(3)

飲み物は何がありますか。

What kind of drink do you have?

8

1日目 機内(4)

これを下げてもらえますか。

Could you take this away, please?

9

1日目 機内(5)

毛布をいただけますか。

May I have a blanket?

10

1日目 機内(6)

通っていいですか。

May I pass through here?

11

1日目 機内(7)

お先にどうぞ。

After you.

12

2日目 乗り継ぎ(1)

この便の搭乗口はどこですか。

Where is the boarding gate for this flight?

13

2日目 乗り継ぎ(2)

A-1番の搭乗口へは、どうやって行けば
いいですか。

How can I get to gate A-1?

14

2日目 乗り継ぎ(3)

乗り継ぎ便に遅れてしまいました。

I missed my connecting flight.

15

2日目 乗り継ぎ(4)

次の便に搭乗することはできますか。

Can I take the next flight?

16

2日目 空港（到着）(1)

仕事で来ました。

I'm here on business.

17

2日目 空港（到着）(2)

ABC社で働いています。

I work for ABC Company.

18

2日目 空港（到着）(3)

ヒルトンに泊まります。

I'll be staying at the Hilton.

19

2日目 空港（到着）(4)

1週間滞在予定です。

I'll be here for a week.

20

2日目 空港（到着）(5)

私の荷物が出てきません。

I couldn't find my baggage..

21

2日目 出迎え(1)

迎えにきて頂きありがとうございます。

Thank you for coming to pick me up.

22

3日目 出迎え(2)

ホテルまでどれくらいかかるでしょう。

How long does it take to get to the hotel?

23

3日目 出迎え(3)

最近の天気はどうですか。

How is the weather these days?

24

3日目 ホテル(1)

チェックインをお願いします。

Check in, please.

25

3日目 ホテル(2)

インターネットは使えますか。

Do you have internet access?

26

3日目 ホテル(3)

何階ですか？

What floor?

27

3日目 ホテル(4)

部屋にキーを忘れました。

I left my key in my room.

28

3日目 ホテル(5)

シャワーの調子がよくありません。

I'm having a problem with my shower.

29

3日目 ホテル(6)

お湯が出ません。

I'm not getting any hot water.

30

3日目 ホテル(7)

テレビがつきません。

My TV isn't working right.

31

3日目 ホテル(8)

朝食は何時ですか。

What time is breakfast?
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32

4日目 ホテル(9)

紙幣をくずしてもらえますか。

Can you break this bill for me?

33

4日目 ホテル(10)

両替をお願いします。

Exchange, please.

34

4日目 ホテル(11)

手数料はいくらですか。

How much is the commission?

35

4日目 ホテル(12)

交換レートはいくらですか。

What is the exchange rate?

36

4日目 ホテル(13)

この辺にスーパーはありますか。

Is there a supermarket near here?

37

4日目 ホテル(14)

おすすめのレストランはありますか。

Could you recommend a good restaurant?

38

4日目 ホテル(15)

地図をもらえないですか。

Can I have a map?

39

4日目 ホテル(16)

タクシーを呼んでもらえますか。

Can I have a taxi?

40

4日目 タクシー(1)

ABCへ連れて行ってください。

Could you take me to the ABC?

41

4日目 タクシー(2)

住所はこれです。

Here's the address.

42

5日目 タクシー(3)

急いでいます。

I'm in a hurry.

43

5日目 タクシー(4)

ここでとめてください。

Stop here, please.

44

5日目 タクシー(5)

おつりを3ドルください

Can you give me 3 dollars back.

45

5日目 タクシー(6)

おつりはとっておいてください。

Keep the change.

46

5日目 レストラン(1)

明日の夜の予約をしたいのですが。

I'd like to have a reservation for tomorrow night.

47

5日目 レストラン(2)

予約しています。

I have a reservation.

48

5日目 レストラン(3)

メニューをもらえますか

Can I have a menu?

49

5日目 レストラン(4)

何がおすすめですか。

What do you recommend?

50

5日目 レストラン(5)

注文してもいいですか。

Can I order now?

51

5日目 レストラン(6)

これをください。

I will have this.

52

6日目 レストラン(7)

本当においしいです。

It's really good.

53

6日目 レストラン(8)

はい、すみました。

Yes, I'm finished.

54

6日目 レストラン(9)

まだ食べています。

I'm still working on it.

55

6日目 レストラン(10)

お勘定をお願いします。

Check, please.

56

6日目 レストラン(11)

クレジットカードで支払えますか。

Can I pay by credit card?

57

6日目 レストラン(12)

レシートを頂けますか。

Can I have a receipt?

58

6日目 カフェ(1)

ここで食べます。

For here, please.

59

6日目 カフェ(2)

持ち帰ります。

To go, please.

60

6日目 ホテル（出発）(1) シャトルバスのサービスはありますか。

Do you have a shuttle bus service?

61

6日目 ホテル（出発）(2) チェックアウトをお願いします。

Check out, please.
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