
英�メールを書く時に�

英�で�頼したい時に�

��をリードする時に�

丁寧に�えたい時に�

便利な略��も付属�

アミック英�コーチングの
「ビジネスの現場で�すぐ使える�英�
便利フレーズ�」をダウンロードいただ
きありがとうございます。

ぜひ�⽇のビジネスシーンで活⽤してみ
てくださいね�

ビジネスの現場で
�すぐ使える�

英�便利フレーズ�

こんな時に
�立ちます

About this Booklet

info@amic-ecoach.com

Contact:
Amic English Coaching
株式��

アミックインターナショナル



I'm afraid I'll be about 10 minutes late.

I'm afraid the submission is late.

I'm afraid I couldn't hear you well.

We would be grateful if you could let me know your thoughts.

We would be grateful if you could sign this form for approval.

We would be grateful if you could get back to us by tomorrow.

Would it be possible to extend the deadline?

Would it be possible to reschedule our meeting?

 Would it be possible to submit your slides?

① I'm afraid...�「�れ�りますが…」

（�れ�りますが、10�ほど�れてしまいそうです）

（�れ�りますが、提�が�れています）

（�れ�りますが、よく�こえませんでした）

② We would be grateful if you could...�「〜していただけると�いです」

（ご�⾒を�かせていただけると�いです）

（��のため、こちらのフォームに署�いただけると�いです） 

（�⽇までにご��いただけると�いです）

③ Would it be possible to...?�「〜いただくことは可�でしょうか�」

（期�を��していただくことは可�でしょうか�）

（ミーティングの⽇�を再度��いただくことは可�でしょうか�）

（スライドをお�りいただくことは可�でしょうか�）

Conversation Phrases
  ⾓を立てない�い回し
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Conversation Phrases
  期�を指�する�い回し

by Thursday�⽊�までに

by the end of next week�来�末までに

by noon on Tuesday���の正午までに

by EOD (by the end of the day)��業時間までに

by November 11�11⽉11⽇までに

at your convenience�ご都�のよろしい時に

when possible�可�な�に

soon�お早めに

as soon as you can�あなたにとって�来るだけ早く

urgently�早�に

at your earliest convenience�ご都�がつき��、�来るだけ早く

① �体的な期�を��する

   例�

    Please send it back to us by Thursday.（⽊�までにご��ください）

② ��度に�じて使い�ける（�→�）

  例�

   We need to discuss the matter urgently.

 （�件について、早�に�論する必�があります）
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An Extra Gift
  オフィスで使える略��

WFH (Work From Home)�在宅��

TBD (To Be Determined)�未�（�ほど決�します）

TBC (To Be Confirmed)����（�ほど��します）

EOD (the End Of the Day)��業時間

OOO (Out Of the Office)���中・オフィス不在

FYI (For Your Information)�ご��までに

FYR (For Your Reference)�ご�照までに

YOY (Year Over Year)�前年�

QOQ (Quarter Over Quarter): 前期�

MOM (Month Over Month)�前⽉� 

YTD (Year To Date)�年累�

MTD (Month To Date)�⽉累�

QQ (Quick Question)��り�ぎの�問

BRB (Be Right Back)�すぐ�ります

w/ (with)

w/o (without)

thx: thanks

pls: please

tmr: tomorrow

ppl: people

kk: ok, cool 

カジュアル�（��先や上司などに�しては�けた�が良い�現）
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��までお�みいただきどうもありがとうございます。

この冊�があなたのオフィスでの英�コミュニケーションの

⼀助となれば�いです。

 
ひょっとすると、これまで英���で�⼤な�⼒を重ねてこられた

にも�わらず、ご⾃�の英�はもう⼀�も⼆�も理想には�いと

�じていらっしゃるかもしれません。

 
��でずっと�んできたはずの英�が使えない。⾃�を持って英�を

�すことができない。でもそれは、決してあなたのせいではありません。

 
⽇��を��として�った�が英�を�につけると�っても、

�それぞれ��も�件も�みも問題も�うのだから、�られた時間の中で

�率よく英�を�び�得していくのは�は��の業なんです。

 
アミック英�コーチングでは、�々な状況の中でトップレベルの英�を

�につけてきた優�なコーチ陣が、あなたの⽬標や⽬的、レベルや

⽣活�式などの�かな�件を��し、��的で�率的なオリジナルの

��戦略を立て、⼀�では�しかった��を、時に�しく時に優しく

�きながら��まで�⾛して、あなたが⽬標を�えるのを

しっかりサポートをします。

 
あなたは、コーチの��な��と��、そして�国��得理論に基づいた

⽬標�成までの����のルートの提�を受け�り

英���に�するマインドセットから��的なテクニックや

��の仕�までを��的に�えられることで、

英�⼒が��に�につくことを��されることでしょう。

 
 
 
 
 

Finally
  ⼤切なお知らせ



＜アミック英�コーチングのこれまでの��＞

 
「これまでの��とは�った⼿�えを�じている」

「ネイティブと�すのが�しくなった」

「TOEICスコアが３ヶ⽉で250点アップした」
「未��でも３ヶ⽉間��で⽇常��ができるようになった」

などなど、�くの�が�果を�されています。

 
その理由は、��マンツーマン制での、��的な個別カスタマイズをしい

るからなんです。あなたに現状にあった��内�と��をご提�していき

ますので、どんな�でも英�が使えるようになっていくのです。

 
 

＜ここまで�んでくださった�����別なご�内＞
 

英�コーチングに�味がある�という�は、

「��戦略カウンセリング」を⾏なっております。

 
このカウンセリングを受けられますと、⽬標や⽬的のための����が

��になり、⾃�の英�レベルがわかり、⽬標�成までのスケジュールが

立ち、ネイティブとの英��がうまくいくちょっとしたコツなどを

�ぶことができます。

 
�常、�回セッションとして有料で⾏わせていただいておりますが、

この冊�を��まで�んでくださった�には、

�別に「�料」でカウンセリングさせていただきます。

 
ただし、お受け�りから3⽇間��とさせていただきますので、
気になる�はぜひホームページよりお申し�みください。
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Special Offer
  �別なご�内



＜お申し�み��＞
 

下のQRコードからアミック英�コーチングの
ホームページに�びます。

 https://amic-ecoach.com/
 

 そこで、�料カウンセリング申し�みボタン、または
LINEからお申し�みください。

 
��にオンラインでお�しできることを�しみにしております�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 株式��アミックインターナショナル
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Special Offer
  �別なご�内


