Lesson 29 他店舗の在庫を調べる
Could you check if another store has it in stock?

Shop

Conversation

Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk
…
Clerk
Customer
Clerk
…
Clerk

: How are you doing here?
: I really like these shoes. Do you have a size 10 and a half?
: Ten and a half? Is that an American size?
: I guess so.
: I think that is a 28 and a half in Japanese sizes. Let me check.

: I’m sorry but we don’t carry that size at this store.
: Oh, that’s too bad. Could you check if another store has it in stock?
: Sure. I will just be a moment.
: One of our stores has it and will send it tonight. Can you come back
tomorrow?
※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus
How are you doing here?
Can I help you?

ご機嫌いかがですか？

Do have a size ten and a half?
Is that an American size?
I guess so.
Let me check.
I’m sorry. We don’t carry that size.
I will just be a moment.
That’s too bad.

サイズ10.5はありますか？

Could you check if another store has it in stock?

他の店に在庫があるか、確認して頂けますか？

ご用件をお伺い致します。

それは、アメリカのサイズですか？
そう思います。
確認します。
すいません、そのサイズは在庫がありません。
少々お待ち下さい。
それは残念です。

Vocabulary and Pronunciation Practice
guess
a moment
in stock

～だと思う
少々の時間
在庫にある

size
another
out of stock

サイズ
別の
在庫切れ
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Lesson 29
Could you check if another store has it in stock?

Shop

Practice
Unscramble the sentences.
1. You/ another/ check/ could/ store

__________________________

2. Want/ check/ me/ our/ to/ do/ Shibuya/ you/ shop __________________________
3. Our/ can/ I/ call/ other/ stores

__________________________

4. Other/ store/ has/ it/ I/ in/ stock

__________________________

5. On/ here/ it/ they/ can/ ship/ Friday

__________________________

6. Other/ shops/ our/ shops/ also/ out/ sold

__________________________

Listening
Listen to the conversation. What does the customer want? Can they get it?
Conversation 1:

_________________

Yes / No

Conversation 2:

_________________

Yes / No

Conversation 3:

_________________

Yes / No

Conversation 4:

_________________

Yes / No

Roleplay: Use the following information.
1)
2)
3)
4)

pants / in a size 56
blouse / in green
shoes / in a size eleven and a half
ski boot / in size nine
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Conversation 日本語訳
店員
お客さん
店員
お客さん
店員
…
店員
お客さん
店員
…
店員

: ご機嫌いかがですか？
: この靴、とても気に入ってます。サイズ10.5はありますか？
: 10.5ですか？アメリカのサイズですか？
: たぶん、そうです。
: それは、日本では28.5だと思います。確認します。
: すいません、当店では在庫がありません。
: それは残念です。他の店に在庫があるか、確認して頂けますか？
: もちろんです。少々お待ち下さい。
: 他の店にありましたので、今晩、こちらに送ってもらいます。明日来てもらえますか？

Listening Conversations:
Conversation 1:

Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk

Conversation 2:

Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk

Conversation 3:

Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk

Customer

Conversation 4:
Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk

: Can I help you?
: Do you have this shirt in an extra large size?
: No, I am sorry we don’t carry that in this store, but let me check if one of our other stores has it in stock.
: Thank you.
: Sorry for the wait. Unfortunately, they don’t have any in that size.

: How are you doing here?
: Do you have these shoes in an dark brown?
: No, I am sorry we don’t in this store, but let me check if one of our other stores has them.
: Thank you.
: Thank you for waiting. Unfortunately, they don’t have them in that color.

: Can I help you?
: Do you have these pants in a size 32?
: No, I am not sure. Let me check.
: Thank you.
: Sorry for the wait. Unfortunately, we don’t have any in that size but one of our branch stores do.
Would you be able to come back in about 2 hours?
: Yeah. No problem. I’ll go have lunch and come back.

: Do you need any help here?
: Yes. Do you have this shirt in blue?
: No, I am sorry we don’t at the moment, but let me check if one of our other stores has it in stock.
: Thank you.
: Sorry for the wait. Unfortunately, they don’t have any in that color.

＜日本語訳＞
会話 1:
店員
お客さん
店員
お客さん
店員

: ご用件をお伺いできますか？
: このシャツのＸＬはありますか？
: すいませんが、当店には在庫がありません。ですが、他の店に在庫があるか、確認させて下さい
: ありがとう。
: お待たせして申し訳ございません。残念ながら、他の店にも、そのサイズはありませんでした。

会話 2:
店員
お客さん
店員
お客さん
店員

: ご機嫌いかがでしょうか？
: この靴で、濃い茶色はありますか？
: すいませんが、こちらにはありません。ですが、他の店 にあるか、確認させて下さい。
: ありがとう。
: お待ち頂きまして、ありがとうございます。残念ながら、他の店にも、このお色はありません。

会話 3:
店員
お客さん
店員
お客さん
店員
お客さん
会話 4:
店員
お客さん
店員
お客さん
店員

: ご用件をお伺いできますか？
: このパンツで、サイズ32はありますか？
: あるかどうか、確認します。
: ありがとう。
: お待たせしてすいません。残念ながら、こちらにはありませんが、他の店にありました。
約２時間後に戻ってきて頂けますか？
: はい、大丈夫です。ランチに行って、戻ってきます。
: 何かお困りのことはありますか？
: はい、このシャツで、青はありますか？.
: すいませんが、現在はありませんが、他店に在庫があるかどうか、確認致します。
: ありがとう。
: お待たせ致しました。残念ながら、その色は無いですね。
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