Level B1 Business English

Lesson 7

Asking A Favor And Showing Appreciation
感謝の気持ちを表して依頼をする

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

It would be greatly appreciated
if you would design a package.
パッケージのデザインをしていただけると本当に助かります。

2 SITUATION
状況
Mr. Sawada and Mr. Wilson are discussing a project.
沢田は取引先のウィルソン氏とプロジェクトについて話しています。

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。

Mr. Sawada: Hello. Fresh Dairy. This is Taiki
Sawada speaking.

沢田：
お電話ありがとうございます。フレッシュデイリ
ー沢田大輝です。

Mr. Wilson: Hello, Mr. Sawada. This is Harry
Wilson. I heard you’ve got some urgent
business.

ウィルソン：
こんにちは、沢田さん。ハリーウィルソンです。
急ぎの要件があるとお聞きしております。

Mr. Sawada: Oh, hello, Mr. Wilson. Well, we’ve
been working on the new ice cream
project and it would be greatly
appreciated if you could design a
package for it.

ウィルソン：
大丈夫ですよ。それでいつまでに必要なので
すか。

Mr. Wilson: No problem. When do I need to get it
done by?
Mr. Sawada: Could you prepare a couple of designs
by next Friday?
Mr. Wilson: Alright. Let me check my schedule.

沢田：
こんにちは。ウィルソンさん。そうなのです。今
新しいアイスクリームのプロジェクトに取り掛
かっていまして、あなたにこの新しいアイスクリ
ームのパッケージをデザインしていただけたら
大変ありがたいのです。

沢田：
来週金曜までにいくつかのデザインを準備し
ていただけますでしょうか
ウィルソン：
わかりました。私のスケジュールを確認させて
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。

urgent
design

急ぎの

package

パッケージ

デザイン
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

It would be greatly appreciated
if you would design a package.
パッケージのデザインをしていただけると本当に助かります。
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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。

It would be hugely appreciated if you would attend our
annual trade show.

もし我々の年に一回行っているトレ
ードショーにご参加いただけるとたい
へんありがたいです。

It would be very welcome if you would show us the factory. 工場を案内いただけると大変嬉しい
です。

It would be truly appreciated if you would consider
working with us.

私たちと一緒に働くことをご検討いただ
けるようでしたら大変感謝いたします。

I’d really appreciate it if you could help me.

お手伝いしていだだけるようでしたら、
大変ありがたいです。

I’d be very grateful if you could come in for an interview.

面接をしていただけるとしたら大変感謝
いたします。

6 ACTIVITY
練習

Hints

Activity: Ask your favors. Make sure to show appreciation
in advance as shown in the examples above.
練習： 依頼をしましょう。上の例文のように感謝の気持ちを表すことを忘れ
ずに。

ヒント

Long sentences are very
polite.

Practice your
pronunciation

1. You want to take a few days off next week.
2. You want your co-worker to go on a business trip instead of
you.
3. You want someone to help you organize the company’s endof year party.

appreciate
grateful

interview

4. You want to have a meeting with your team sometime this
week.
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