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この Unit では、自分の働いている会社を紹介する表現を学びます。
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Target Expressions

・We provide . . .
我々は○○を提供しています

・X conducts business in . . .
X は（国・地域）でビジネスを行っています
・We have a partnership / partnerships with . . .
我々は○○と提携しています

Examples

1

We provide a range of innovative products and services to benefit our customers.
我々は、お客様の利益になるよう、様々な革新的製品やサービスを提供しています。

2

KM Corporation conducts business in 150 countries around the world.
KM 社は世界 150 ヶ国でビジネスを行っています。

3

We have partnerships with more than 100 sales companies.
我々は 100 以上の販売会社と提携しています。
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Gap-fill

SET 1
1

We (

) a range of innovative products and services to benefit our customers.

我々は、お客様の利益になるよう、様々な革新的製品やサービスを提供しています。
2

KM Corporation (

)(

) in 150 countries around the world.

KM 社は世界 150 ヶ国でビジネスを行っています。
3

We (

)(

) with more than 100 sales companies.

我々は 100 以上の販売会社と提携しています。

SET 2
1

We (

) comprehensive service to our corporate customers.

我々は法人のお客様に総合的なサービスを提供しています。
2

Our company (

)(

) in both eastern and western Europe.

我が社は東欧と西欧の両方でビジネスを行っています。
3

We (

) strategic (

) with several large suppliers in that region.

我々はその地域で、いくつかの大手サプライヤーと戦略的な提携をしています。

SET 3
1

We (

) high-quality products for affordable prices.

我々は質の高い製品を手頃な価格で提供しています。
2

Our company (

)(

) in Brazil, Argentina, and Uruguay.

我が社はブラジル、アルゼンチン、ウルグアイでビジネスを行っています。
3

We (

)(

) with distributors throughout all of South America.

我々は南アメリカ全域で販売業者と提携をしています。
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Dialog

Chloe

If you don’t mind, could you give me an overview of what your company does?
もしよろしければ、御社がどのような事業を行っているのか概要をご説明いただけ
ますか？

Takashi

Certainly. We provide a range of innovative products and services to benefit our
customers.
かしこまりました。我々は、お客様の利益になるよう、様々な革新的製品やサービス
を提供しています。

Chloe

Can your products and services be used in our overseas branch offices as well?
御社の製品やサービスは、我々の海外の支店でも利用することができますか？

Takashi

Of course. KM Corporation conducts business in 150 countries around the world. In
addition, we have partnerships with more than 100 sales companies.
もちろんです。KM 社は世界 150 ヶ国でビジネスを行っています。さらに、我々は
100 以上の販売会社と提携しています。

Chloe

I see. It’s important for us to be able to have a unified structure throughout our
company.
なるほど。我々にとっては、全社で統一された仕組みを持つことが重要です。

Takashi

I understand. Our company has over 10 years of experience in support services. We
are confident that our support is of a uniform quality worldwide.
お察しいたします。我が社は、サポートサービスにおいて 10 年以上の経験がありま
す。我々のサポートは世界中どこでも均一のクオリティーであるという確信がござ
います。

Chloe

I’m definitely interested. If possible, could you provide us with a proposal and an
estimate by the end of next week?
大変興味があります。可能であれば、来週末までに提案と見積をいただけますでしょ
うか？

Takashi

Sure. That shouldn’t be a problem.
承知しました。問題ございません。
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Vocabulary

innovative

革新的な

benefit

利益になる、ためになる

strategic

戦略的な

affordable

手頃な、無理なく買える

unified

統一された、均一の

estimate

見積
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