Lesson 10 海外での電気製品の使用について話す
Will this work in_?

Shop

Conversation
Tourist
Staff
Tourist
Staff
Tourist
Staff
Tourist
Staff
Staff
Staff
Staff

: Excuse me. I do like this phone, but I do have a question.
: Certainly, ma'am. What would you like to know?
: I am going on vacation soon. Will this work in Europe?
: Yes, if you activate it’s world roaming function, you can use it.
: Will the cost for using it go up?
: I am afraid so. Using it overseas does get more expensive.
: Is there anything else I need to know about using it overseas?
: Yes. You will need to make sure you get a good charger.
: Japan uses 110 volts, but Europe uses 230. A good charger can
: switch, but a cheap one cannot. You will also need a plug
: adapter since the sockets are also different.
※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus
Will this work in (Europe)?
Can I use this in (Europe)?
Yes, it will.
I am sorry, but it won't.

これは（ヨーロッパ）で使えますか？

What do I need to be aware of,...
...using this overseas?
You will need the correct plug adapter
You will need to make sure the voltage is OK
You will need to check the plug to make sure
it can cope with the voltage in (Europe).

何を知っておくべきですか？

これは（ヨーロッパ）で使えますか？（言い換え）
はい。使えます。
すいません、使えません。

=これを海外で使うには？
正しいプラグ変換アダプターが必要です。
電圧があっているか確認が必要です。
プラグが、（ヨーロッパ）の電圧に適合
しているか確認が必要です。

Vocabulary and Pronunciation Practice

aware of
voltage
function
roaming

～を知っている
電圧
機能
ローミング

adapter
converter
correct

アダプター
変圧器
正しい
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Lesson 10
Will this work in_?

Shop

Practice

Practice the following conversations.
Tourist
Staff
Staff
Tourist

: Excuse me, will this laptop work in Australia?
: Yes, it will, if you have a type I adapter, and make
: sure about the voltage.
: Thanks very much.

Tourist
Staff
Tourist

: Excuse me, will this camera work in Europe?
: Yes, if you have _____________.
: Thanks a lot!

Tourist
Staff
Tourist

: Excuse me, will this MP3 player work in (
: Yes, if you have _____________.
: Thanks a lot!

Tourist
Staff
Tourist

: Excuse me, will this phone work in the UK?
: Yes, if you have _____________.
: Thanks a lot!

a.
b.
c.

)?

d.

USA/Canada = 120v
plug = flat 2 pin
(type A)
EU = 230v
plug = round 2 pin
(type C/F)
UK = 230v
plug = square 3 pin
(type G)
Australia/New
Zealand = 230v
plug = 3 pin angled
(type I)

Listening

Listen to the following conversations. Where is the customer going, what is the
customer trying to buy, and what do they need to be aware of?
Conversation 1: _________/_____________________/____________________
Conversation 2: _________/_____________________/____________________
Conversation 3: _________/_____________________/____________________
Conversation 4: _________/_____________________/____________________
Conversation 5: _________/_____________________/____________________

Roleplay: Use the following information.
1) Camera
Germany
2) Laptop
USA
3) Tablet PC
UK
4) Shaver
Australia
5) Phone
New Zealand
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Conversation 日本語訳

旅行者
店員
旅行者
店員
旅行者
店員
旅行者
店員

:

: すいません、この電話が欲しいのですが、質問があります。
: どうぞ。どんなことをお知りになりたいのですか？
: 旅行に行く予定なんですが、ヨーロッパでも使えますか？
: はい。国際ローミングを有効にすれば、使えますよ。
: それを使うとお金がかかるのですか？
: 残念ながら、そうですね。海外で使うと、非常に高くなります。
他に、海外で使う場合に知っておくべきことはありますか？
: はい。適切な電源アダプターを手に入れる必要がありますね。日本は１１０ボルトで、
ヨーロッパは２３０ボルトです。適 切なアダプターは両方使えますが、安いやつだとダメです。
コンセントも違うので、プラグ変換アダプターが必要です。

Listening Conversations:
Conversation 1:
Tourist
Staff
Staff
Tourist
Staff
Tourist

: Excuse me. Will I be able to use this phone in France when I go?
: Yes, but you will need to turn on its roaming function, and get a
: type C or F plug adapter. And make sure it can handle the voltage.
: What is the voltage in France?
: 230 volts sir.
: Thanks very much!

Conversation 2:
Tourist
Tourist
Staff
Staff
Tourist

:Excuse me, but I am going on a business trip to the US. Will this laptop
: work in the US?
: Yes, there is no problem. Both Japan and the US use type A plugs,
: and it already has a voltage adapter built in.
: Great! Thanks a lot!

Conversation 3:
Tourist
Staff
Staff
Tourist

: Excuse me, but will this tablet PC work in the UK? I am going there soon.
: Yes, it will. But when you want to charge it, you will need to get a type G
: plug adapter, and make sure the adapter can work from 100-240 volts.
: Lovely. Thanks very much.

Conversation 4:
Tourist
Staff
Tourist

: Excuse me, but can I recharge my camera in Canada easily?
: Sure. Both Canada and Japan use the same plugs, and same voltage.
: Great! Thanks.

Conversation 5:
Tourist
Staff
Staff
Tourist

: I am visiting Australia soon, will my shaver work there?
: I am afraid not. Unless you take a type I plug adapter, and voltage
: converter.
: Oh, right. Thanks a lot.

＜日本語訳＞

会話 1:
旅行者
店員
旅行者
店員
旅行者

: すいません。この電話は、フランスに行った時、現地で使えますか？
: はい。ただし、ローミング機能をオンにして下さい。
また、現地の電圧に適合したＣがＦタイプのプラグアダプターを手に入れて下さい。
: フランスの電圧はいくつですか？
: ２３０ボルトです。
: ありがとうございます！

会話 2:
旅行者
店員
旅行者

:すいません。アメリカに出張するのですが、このラップトップは現地で使えますか？
: はい、問題ありません。日本もアメリカも、Ａタイプのコンセントで、電源アダプターは、変圧対応です。
: 素晴らしいです！ありがとうございました！

会話 3:
旅行者
店員
旅行者

: すいません、このタブレットＰＣは、イギリスで使えますか？もうすぐ行く予定なんです。
: はい。大丈夫ですが、充電の時は、Ｇタイプのプラグアダプターが必要で、
１００～２４０ボルト対応のものを手に入れて下さい。
: 素晴らしい。ありがとうございました。

会話 4:
旅行者
店員
旅行者

: すいません。私のカメラは、カナダでも簡単に充電できますか？
: もちろんです。カナダも日本も、同じコンセントですし、電圧も同じです。
: 素晴らしい。ありがとう。

会話 5:
旅行者
店員
旅行者

: もうすぐ、オーストラリアを訪問するのですが、私のひげそりは、現地で使えますか？
: 残念ながら、難しいです。Ｉタイプのプラグ変換アダプターと、変圧機が必要です。
: 分かりました。ありがとうございます。
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