Lesson 37 支払方法について説明する
I am sorry. I only accept cash.

Taxi

Conversation
Driver
Passenger
Driver
Passenger
Driver
Passenger
Driver
Passenger

: We're here.
: Great. How much is it?
: 3000 yen.
: Do you take credit cards?
: I am sorry. I only accept cash.
: Okay. Do you have change for 10,000 yen?
: Yes, I do... 7000 yen is your change. Thank you!
: Thanks!
※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus
I only accept cash.
Sorry. Cash only.
I don't take credit cards.
I can't accept credit cards.
I don't accept debit.
Yes, I do.
Yes, credit is okay.
Do you take credit/debit cards?
Can I pay by credit/debit card?
Can you take credit?
Is credit/debit okay?

現金のみとなります。
すいません、現金のみです。
クレジットカードは使えません。
クレジットカードは受け付けておりません。
デビットカードは受け付けておりません。
はい、大丈夫です。
はい、クレジットはOKです。
クレジットカード/デビットカードは使えますか？
クレジットカード/デビットカードで支払えますか？
クレジットカードは使えますか？
クレジットカード/デビットカードはOKですか？

Vocabulary and Pronunciation Practice
accept
how much
do you take
pay by

受け付ける
いくら
を扱う
～で支払う

credit
debit
cash
I am sorry

クレジットカード
デビットカード
現金
すいません
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Lesson 37
I am sorry. I only accept cash.
Practice

Fill in the blank.
1. I only _____ cash.
2. Do you _____ credit cards?
3. Do you _____ change for 2000 yen?
4. Yes, I _____.
5. How _____ is it?
6. _____ I pay ____ credit card?
7. Can you take _____?
8. No, I _____ accept credit cards.
9. Sorry. _____ only.
10. I accept all payment methods _____ debit.

Taxi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

don't
make
by
except
cash
take
credit
have
do
much
can
accept
many

Listening
Listen to the following conversations. Does the driver accept credit cards?
Conversation 1: _______________________
Conversation 2: _______________________
Conversation 3: _______________________
Conversation 4: __________________
Conversation 5: _______________________

Roleplay: Use the following information.
1. credit?/I accept cash only
2. credit?/credit is okay
3. debit?/I don't accept debit
4. credit?/I don't take credit cards
5. credit?/Yes, I do
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Conversation 日本語訳
運転手
乗客
運転手
乗客
運転手
乗客
運転手
乗客

: 到着しました。
: 素晴らしい。おいくらですか？
: 3,000円です。
: クレジットカードは使えますか？
: すいません、現金のみとなります。
: そうですか。10,000円でお釣りありますか？
: はい、お釣り7,000円です。ありがとう。
: ありがとう！

Listening Conversations:
Conversation 1:
Driver
: Can I pay by credit?
Passenger
: Certainly.
Conversation 2:
Driver
: Do you accept credit cards?
Passenger
: Sorry. Cash only. There's an ATM across the street.
Conversation 3:
Driver
: Is credit okay?
Passenger
: Sorry. I only accept cash.
Conversation 4:
Driver
: Can I pay by debit?
Passenger
: Sorry, no. Cash and credit only.
Conversation 5:
Driver
: Do you accept debit?
Passenger
: Yes. I accept cash, debit and credit.
《日本語訳》
会話 1:
運転手
乗客

: クレジットカードで払えますか？
: もちろんです。

会話 2:
運転手
乗客

: クレジットカードは使えますか？
: すいません、現金のみです。通りの向こうに、ATMがあります。

会話 3:
運転手
乗客

: クレジットカードで払えますか？
: すいません、現金のみ受け付けております。

会話 4:
運転手
乗客

: デビットカードで払えますか？
: すいません、できません。現金とクレジットカードのみです。

会話 5:
運転手
乗客

: デビットカードは使えますか？
: はい、現金、デビットカード、クレジットカードを受け付けております。
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