Level A2 Business English

At The Customs Desk
税関にて

Lesson 89

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I bought one carton of cigarettes
at the duty-free shop.
免税店でタバコを１カートン買いました。

2 SITUATION
状況
Mr. Hidaka is at the customs desk in the airport.
日高さんは空港の税関にいます。

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。
Customs officer:

Do you have anything to declare sir?

Mr. Hidaka : I bought one carton of cigarettes at
the
duty free shop.
Customs officer:

That’s fine, the limit is three cartons.
Do you have any alcohol?

Mr. Hidaka : Yes I bought one bottle of wine and a
bottle of vodka.
Customs officer:

That’s under the limit too. Please enjoy
your stay.

税関職員：
何か申告するものはありますか？
日高：
免税店でタバコを１カートン買いました。

税関職員：
結構です、制限量は３カートンです。
アルコールは何かお持ちですか？
日高：
はい、ワインを１本とウォッカを１本買い
ました。
税関職員：
こちらも制限量内ですね。滞在をお楽し
みください。

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。

limit
declare

制限、限度
申告する

carton
alcohol

カートン
アルコール
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

I bought one carton of cigarettes
at the duty-free shop.
免税店でタバコを１カートン買いました。

At The Customs Desk
税関にて

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。

Do you have anything to declare?

何か申告するものはありますか？

Yes, I bought _______

はい、＿＿を買いました。

I have _______

＿＿を持っています。

I bought a few things at the duty-free shop.

免税店でいくつか買い物をしました。

Just one bottle of _______

＿＿が１本だけです。

The limit is (number) bottles / cartons.

制限量は＿＿ 本/カートン です。

Sorry sir, but this isn’t allowed.

申し訳ありませんが、これは許されていません。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1：Declare what you have bought to the customs officer.
Use the words below in your conversation.
練習1： 税関職員に何を買ったか申告しましょう。下記の単語を使いましょう。

3 bottles of wine and 5 cartons of
cigarettes
8 cartons of cigarettes and
6 bottles of wine

a box of chocolates and a bottle
of whisky
3 gold watches and 1 carton
of cigarettes

Activity 2:You are the customs officer. Ask your tutor if she or he has anything to declare.
練習2： あなたは税関職員です。申告するものがあるかどうか、先生に聞いてみましょう。
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