
SITUATION

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。

伊藤：
20セット買ったら安くしてくれま
すか。

店員：
安くはできませんが、1個ただで
おつけします。

伊藤：
２つおまけしてもらえませんか。

店員：
申し訳ありませが、できま
せん。
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Leve1 A1 Business English

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。

1

2

3

4

discount 割引

buy 買う

give 与える

for free 無料で

Ms. Ito is asking for a discount.

伊藤さんは値引きをお願いしています。

Ms. Ito: Can I get a discount if I buy 

twenty sets?

Clerk  : We can’t give you a discount 

but we’ll give you one for free. 

Ms. Ito: How about giving two for free?

Clerk  : I’m sorry, we can’t.                   

Can I get a discount if I 

buy twenty sets?
もし20セット買ったら安くしてもらえますか。

Shopping In A Duty-Free Store

免税店での買い物
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Shopping In A Duty-Free Store

免税店での買い物

Can I get a discount if I 

buy twenty sets?
もし20セット買ったら安くして下さいますか。

Key Phrases for Shopping in a Duty-Free Store
免税店で買い物をする時のキーフレーズ

パスポートを見せて頂けますか？

それは免税ですか？Will it be duty-free?

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。

Can I see your passport? 

I would like a carton of duty-free 

cigarettes. 

免税のたばこを1カートン下さい。

Could you tell me how to make it 

tax-free?
どうすれば免税扱いにできますか？

Activity : Find the best answers and complete the conversations.
練習： 下記の文をマッチさせて、会話を完成させましょう。

1.Can I use India Rupee?

2.Do you know the limit for alcohol? 

3.What kind of tax-free goods do you sell on the flight?

4.Do you accept credit cards?

5.Can I buy three cartons of duty-free cigarettes?

6.What did you buy at the duty-free shop?

India Rupee インドルピー

duty-free 免税

sell 売る

on the flight 機内で

accept 受け入れる

tie ネクタイ
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