Level A2 Business English

Lesson 38

Confirming How Much Something Costs
値段を確認する	

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

How much do we have to pay
for their service?

そのサービスにはいくら払わねばならないのですか。	

2 SITUATION
状況	
Mr. Taylor tells Mr. Bacon that they are thinking about introducing
a new office service.
テイラーさんはベーコンさんに、新しいオフィスサービスの導入について考えていると話します。	

3 DIALOGUE
ダイアログ	
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

Mr. Taylor : We are thinking of renting some office
cleaning supplies from a cleaning
company.
Mr. Bacon: How much do we have to pay for their
service?
Mr. Taylor : It depends on what we rent. For
example, if we rent an electric carpet
cleaner, we have to pay $9.85 a month,
including tax.
Mr. Bacon: I see. I think it’s reasonable. By the way,
can’t we rent a robot that cleans?

テイラー：	
清掃会社からオフィス用清掃用品をレン
タルしようかと思っているんですが。	
	
	
ベーコン：	
そのサービスにはいくら支払わねばなら
ないのでしょうか。	
	
	
テイラー：	
何を借りるかによりますね。たとえば、
電動カーペットクリーナーを借りると、ひ
と月あたり税込で９.８５ドルです。	
	
	
	
ベーコン：	
なるほど。そんなに高くはないですね。
ちなみに、（今流行りの）「お掃除ロボッ
ト」はレンタルできないんですかね。	

4 VOCABULARY
語い	
Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

depend on～
including tax

～による
税込で

electric
reasonable

電動の
（値段が）手ごろな
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

How much do we have to pay for
their service?
そのサービスにはいくら払わなければいけませんか。	

Confirming How Much Something Costs
いくらかかるかを確認する	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

ASKING ABOUT COST

金額を問う

How much does it cost to send registered
mail to Thailand?

	

書留をタイまで送るのにはいくらかかりますか？

How much do you charge for commission?

手数料はおいくらですか。

How much does all that cost?

全部でいくらかかるでしょうか。	

DESCRIBING PRICE OR COST

金額を述べる	

It cost us 2 million dollars to develop a new
product.

新商品を開発するのに２００万ドルかかった。

The advertisement cost a total of 60 million
dollars to produce.

その広告は制作にトータルで６,０００万ドル
かかりました。

The price of this wine is $50 per bottle.

このワイン一本当たりの価格は５０ドルです。

6 ACTIVITY
練習	
Activity : Use the price list for the office cleaning service company and make a conversation
with your tutor.
練習： 下のオフィスクリーニングの会社の価格表を用いて、先生と会話をしてみましょう。	

OFFICE CLEANING SERVICE
BASE PRICE: $500* (monthly)
-Optional Service・Window Cleaning
$15 per window
・Floor Waxing
30 cents per square foot
・Plant Care
$200 per month
・Bathroom
$20 per visit
*Cost for a small office. Contact us for an estimate.
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