
SITUATION  
Takako is paying for something at a store. 
タカコはお店で支払いをしています。	

Cashier: 358 dollars, please. 
    
Takako : Can I pay by traveler’s check? 
 
Cashier: Yes, you can. 
 
Takako : Then, I’ll pay 200 dollars by　　　　　　  
               traveler’s check and 158    
               dollars in cash.　　 

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。 	

レジ係：	
358ドルです。	
	
	
タカコ：	
トラベラーズチェックで支払っても	
いいですか？	
　　　　　	
レジ係：	
はい、大丈夫です。	
	
	
タカコ：	
では200ドルをトラベラーズチェック、	
158ドルを現金で支払います。	
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traveler’s check　トラベラーズチェック　 
then　                  では	

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。 	

Can I pay by traveler’s  
check? 
トラベラーズチェックで支払ってもいいですか?	
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cash　現金	
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今日のポイント	
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Hints 
ヒント	

accept　受け入れる　	

kind　   種類	

5 

Key Phrases For Paying For Something In A Store 
お店で支払いをする時のキーフレーズ	

トラベラーズチェックで支払ってもいいですか？ 

クレジットカードで支払いできますか？	Do you accept credit cards? 

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。 	

combination　組み合わせ 
wrong　           間違い　　	

Can I pay by traveler’s check?  

Activity: Read the sentences and questions. Match them with the correct responses below. 
練習：　下記の文と質問を読み、正しい答えとマッチさせましょう。	

1. How would you like to pay? 
2. Where do I pay? 
3. Do you accept  travelers checks? 
4. What kind of credit cards do you accept? 
5. Can I pay in a combination of Japanese yen and American dollars? 
6. You gave me the wrong change. 

American Express, Visa 

and Mastercard.   
I’m sorry. Let me check. At the back of the shop. 

By credit card. 
Yes, you can. Yes, we do.  

I’ll pay by credit card.  クレジットカードで支払います。 

How would you like to pay? お支払いはどのようにされたいですか？ 

Can I pay by traveler’s  
check? 
トラベラーズチェックで支払ってもいいですか?	

Can I get a receipt, please?  領収書をいただけますか？ 

練習	6 ACTIVITY 
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