Level A1 Business English

Checking Out Of The Hotel
ホテルのチェックアウト

Lesson 76

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I would like to check out late
please.
レイトチェックアウトをお願いします。

2 SITUATION
状況
Ryo is asking for a late check out from the hotel.
リョウがレイトチェックアウトを依頼しています。

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。

: Hello, may I help you?

フロント：
いらっしゃいませ。お伺いします。

: I would like to check out late
please.

リョウ：
レイトチェックアウトをお願いし
たいのですが。

Hotel Front Desk

Ryo

: Sure. What time would you like
to check out?

フロント：
かしこまりました。何時ぐらいに
なさいますか？

: I would like to check out
around noon.

リョウ：
だいたい正午ごろにチェックア
ウトしたいです。

Hotel Front Desk

Ryo

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。

I would like～ ～をしたい
check out チェックアウト
check out late レイトチェックアウトする（遅いチェックアウト）
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5 LANGUAGE
FOCUS
今日のポイント

I would like to check out late
please.
レイトチェックアウトをお願いします

Key Phrases for Checking Out of the Hotel
ホテルチェックアウト時のキーフレーズ

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。

May I have your name and room number?
May I have your signature here, please?

お名前と部屋番号をお伺いしてもよいですか？

Did you have anything from the mini bar?

ミニバーから何かお使いになられましたか？

こちらにサインを頂戴してもよろしいでしょうか？

6 ACTIVITY
練習
Activity: Make short dialogues with your tutor for the situations below.
練習： 下記の状況で先生と一緒に短い会話の練習をしましょう。

1)
2)
3)
4)
5)

Want to check out late.
Want to pay by cash.
Want to pay by credit card.
Had a can of coke and 2 bottles of water.
Want to book a taxi for after checking out.

Hints
ヒント
cash 現金
credit card クレジットカード
a can of～ 1缶の～
bottle ボトル

I would like to～
I want to～
Could I ～?
Is it possible to～？
I had……..
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