Level B1 Business English

Explaining The Purpose Of
Why You Are Meeting Someone
面会の目的を説明する

Lesson 72

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

We are here to show you
our new product.
我々の新製品をお見せしに参りました。

2 SITUATION
状況

Elle is talking with her client Makoto.
エルはクライアントのマコトと話しています。

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。

Elle

: Hi. It’s a pleasure to meet you finally Makoto.

マコト：
.
私もです。

Makoto: Likewise.
Elle

: Well, we are here to show you our new product
today.

Makoto: Wow, another one? I thought we just got an email
about your new product 3 months ago.
Elle

: Oh, yes. We are a fast growing company, and we’ve
been introducing new mobiles pretty much every 3
months.

エル：
ええと、本日は我々の新製品をお見せしに
参りました。
マコト：
へえ、次のですか？３ヶ月前にもあなた方
の新製品についてのメールをいただいたば
かりだと思ったのですが。
エル：
ええ、そうなんです。我々は急速に成長して
いて、だいたい３ヶ月ごとには新しい携帯電
話を世に送り出しているんですよ。
マコト：
分かりました。

Makoto: I see.
Elle

エル：
マコトさん、やっとお会いできてうれしいです。

: Let me show you this particular model we’ve just
produced.

エル：
初めに、生産されたばかりのこの特別なモ
デルをお見せしましょう…

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。

finally ついに
likewise 同様に
growing 成長する

pleasure 喜び
product 製品
pretty much

だいたい
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

We are here to show you
our new product.
我々の新製品をお見せしに参りました。
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面会の目的を説明する

We are here to explain our new model.

我々の新モデルをご説明しに参りました。

We are here to discuss further about our agreement.

我々の合意に関してもっと話し合うために来ました。

I am here to seek the opportunity to work for you.

あなた方のために働く機会を求めて参りました。

We arranged to visit you today because it was an urgent case.

緊急だったので本日あなたを伺うことにしました。

We are here to introduce ourselves in person.

直接お会いして我々のご紹介をするために参りま
した。

I am here to ask for your opinion about my research.

私の調査についてあなたの意見を伺いに来ました。

We are here to apologize for the mistake we made.

我々の間違いを謝罪しに来ました。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Practice the target for this lesson for the situations below.
練習：下記の内容について、この課で習った表現を当てはめて練習してみましょう。

1. A new product
2. Introduce a new staff member
3. Propose a business tie-up
4. Congratulate someone on their success
5. Promote an event
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