Lesson 32 紳士服店でスーツを販売する
Each suit comes with two pairs of pants.

Shop

Conversation
Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk

: Can I help you?
: Yes. I’m looking for a suit.
: You have come to the right place. We are having a special on suits now.
Each suit comes with two pairs of pants, a tie and two dress shirts.
: Great!
: Do you have an idea of what you are looking for?
: Just a standard suit that I can use for work and semi-formal events.
: I recommend a charcoal grey, light wool, suit. It’s a classic. Good for
any occasion. Add a vest and you can really make it quite formal.
: Ok.
: Let me take some measurements.
※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus
You have come to the right place!

最適な場所にお越し頂きました。

We are having a special on suits.

このスーツは特売しております。

Every suit comes with…

スーツは～付きです。

Do you have any idea what you are looking for?

どんな感じのものをお探しですか？

I recommend …

～をお勧めします。

Let me take some measurements.

採寸致します。

Vocabulary and Pronunciation Practice
pants
tie
measurements

パンツ（ズボン）

ネクタイ
採寸

dress shirt
belt
classic

ドレスシャツ（ワイシャツ）
ベルト
クラシックな（上品な）
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Lesson 32
Each suit comes with two pairs of pants.

Shop

Practice
Fill in the blanks with the correct word.
1.
2.
3.
4.
5.

I need a suit that is good for work and ____occasions.
The suit comes with 2 pairs of ___.
You can also get a _____.
A ____ can turn it into a more formal suit.
a. pants
A grey wool suit is a ______.
b. vest
c. semi-formal
d. dress shirt
e. classic

Listening

Listen to the conversations. Circle T (True) or F (False)
Conversation 1: The man doesn’t need any help at the moment.

T /F

Conversation 2: The clerk recommends a navy blue suit.

T/F

Conversation 3: The man can get a suit for 25% off.

T/F

Conversation 4: The man needs some help.

T/F

Conversation 5: The customer can get 2 shirts, 2 pairs of pants, and
2 neck ties with each suit purchased.

T/F

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

suit / navy blue / wool / classic
suit / formal / wedding
suit / comes with 2 pairs of pants and a dress shirt
suit sale / 2 for 1
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Conversation 日本語訳
店員
: ご用件をお伺いできますか？
お客さん
: はい、スーツを探してまして。
店員
: 最適な場所にお越し頂きました。このスーツは特売をしてます。
スーツは、ズボン２着付きで、ネクタイとワイシャツ２枚お付けします。
お客さん
: 素晴らしい！
店員
: どんな感じのものをお探しですか？
お客さん
: 仕事や、フォーマルにも使える、一般的なものです。
店員
: 軽いウールの、チャコールグレースーツをお勧めします。クラシックなタイプで、
どんな場面にも合います。ベストを足せば、とてもフォーマルな印象を与えますよ。
お客さん
: 良いですね。
店員
:
採寸させて頂きます。

Listening Conversations:

Conversation 1:

Clerk
Customer
Clerk

Conversation 2:
Customer
Clerk
Customer
Clerk

Conversation 3:

Clerk
Customer
Clerk

Conversation 4:
Customer
Clerk

Conversation 5:
Clerk
Customer

: Can I help you?
: No, I’m just browsing thanks.
: Ok let me know if you need anything.

: I’m looking for a suit.
: For work?
: Something I can wear for work and for things like weddings.
: Well, you can’t go wrong with a navy blue, wool, suit. It’s a classic.

: We are having a sale right now. You can have 2 suits for the
: Really?
: Yes and each suit comes with 2 pairs of pants.

price of 1.

: Hi! Can you help me? I am not sure of my size.
: Ok. Let me take some measurements.

: I’m looking for a suit.
: You have come to the right place! In fact we are having a sale
right now. You can get two pairs of pants,
two dress shirts and two ties with each suit. And you can get 3 suits for the price of 2!

＜日本語訳＞
会話 1:
店員
お客さん
店員
会話 2:
お客さん
店員
お客さん
ものを。
店員

: ご用件をお伺いできますか？
: いえ、見ているだけです、ありがとう。
: 何かございましたら、お声かけ下さい。
: スーツを探しています。
: お仕事用ですか？
: 仕事で着るのと、例えば結婚式のような機会にも着れる
: ウールの、紺色のスーツであれば、間違いありません。とてもクラシックです。

会話 3:
店員
お客さん
店員

: 今、セール中です。スーツ２着を１着のお値段でご提供します。
: 本当ですか？
: はい、スーツ１着に、ズボン２着付きます。

会話 4:
お客さん
店員

: すいません、自分のサイズは分からないのですが･･･
: はい、採寸させて頂きます。

会話 5:
店員
お客さん

: スーツを探しています。
: 最適な場所にお越し頂きました。実は今、セール中でして、スーツ１着に、パンツ２着、ワイシャツ２枚、
ネクタイ２本がついてきます。さらに、スーツ３着を２着分のお値段で、ご提供します。
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