Level A1 Business English

Hotel Room Service
ホテル・ルームサービス

Lesson 72

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I would like the steak and a
bottle of wine.
ステーキとワインを一本お願いします。

2 SITUATION
状況
Jack is ordering room service.
ジャックがルームサービスを頼んでいます。

3 ダイアログ
DIALOGUE
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。

this is room service.

オペレーター：
はい、こちらルームサービスで
す。

: Yes, this is room 123, and I would
like to order some food, please.

ジャック：
部屋番号123ですが、ルームサ
ービスをオーダーしたいのです
が。

Room Service: Hello,

Jack

Room Service: Thank

Jack

you. What would you like?

: I would like the steak and a
bottle of wine.

オペレーター：
ありがとうございます。何になさ
いますか？
ジャック：
ステーキとワインを１本お願いし
ます。

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。

order 注文・オーダー
steak ステーキ
room service ルームサービス

a bottle of ～ 一本の～（単位）
would like～ ～が欲しい
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5 LANGUAGE
FOCUS
今日のポイント

I would like the steak
and a bottle of wine.
ステーキとワインを一本お願いします。

Key Phrases For Ordering Room Service
電話にてルームサービスを頼む時のキーフレーズ

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。

What would you like to order?
How long will it take?
Would you like to have ～?
I would like to have～.
How would you like your steak done?

オーダーは何になさいますか？
どれぐらいかかりますか？
～はいりますか？
～を頂きたいです。
ステーキの焼き加減はいかがしますか？

6 ACTIVITY
練習
Activity : Look at the menu below and practice ordering room service with your tutor.
練習： 下記のメニューを見て、先生とルームサービスを頼む練習をしましょう。

HOTEL ABC ROOM SERVICE MENU
<Main Dishes: All $20.00>
•Grill Chicken Combo Dinner
•Fried Fish Plate Dinner
•Hamburger Dinner
•Steak Combo Dinner
<Side Dishes : All $6.95 >
•French Fries
•Onion Rings
•Garlic Bread
•Chef’s Salad

<Drinks: All $5.00/$12.00>
•Beer (glass/pitcher)
•Red Wine (glass/bottle)
•White Wine (glass/bottle)
<Soft Drinks: All $3.50>
•Coffee
•Tea
•Coke
•Mineral Water
•Lemonade

Hints
ヒント
combo コンビネーション
plate プレート
steak ステーキ

salad サラダ
garlic にんにく ガーリック
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