
Making Inquiries                     
問い合わせる 



•自分の意見/考えを明確にする 

 

•自分の意図する内容を、論理的に且つ 

  シンプルに伝える 
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GOAL 



•Making Inquiries  問い合わせる                   
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Today’s Theme 
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Sample 

Subject: Inquiry about Super Monitors 

Dear Sir/Madam, 

 

We visited your website and as a  

manufacturer of home computers we are 

interested in importing the Super Monitors.  

Could you let us know the details of your  

terms and conditions, please? 

 

Sincerely yours,  

相手を知った経緯を述べる 

場合によっては自己紹介をする 

問い合わせを簡潔に述べる 

件名：スーパーモニターについての問い合わせ 
 
拝啓 
貴社のホームページを拝見しました。弊社は、
家庭用コンピューターの製造業者ですが、御社
のスーパーモニターを輸入したいと考えていま
す。取引条件の詳細をお知らせいただけますか。 
 
よろしくお願いします。 

① ② 

③ 

① 

② 

③ 



Useful Expressions and Words 

5 

1. We saw your online advertisement.  

2. I read about your products in a 

newspaper. 

3. I’d like to know more about…  

4. Would you answer the following 

questions, please? 

5. I’d appreciate it if you could…  

6. Please send your latest product 

catalog to the address below. 

1. 御社のオンライン広告を拝見しました。 

2. 御社製品の新聞記事を読みました。 

3. …についてより詳しく知りたいのですが。 

4. 以下の質問にお答えいただけますか。 

5. …していただけると有難いのですが。 

6. 貴社の最新カタログを下記住所へ送ってください。 



Useful Expressions and Words 
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1. 価格表 

 price list 

 
3. 会社案内 

 company brochure   

 
5. 連絡先 

 contact information   

 
7. 送料及び手数料 

 shipping and handling charges   

 

2. …のサンプルを1つ 

 a sample of… 

 
4. ...を2冊 

 two copies of… 

 
6. 次の月曜までに 

 by next Monday   

 
8. できれば 

 if possible   
 



Exercise 1 
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以下の問い合わせメールを英語で書きましょう。 



Exercise 1 
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問い合わせ内容 1:  
御社のオンライン広告を拝見しました。新しいMagic Cooker に大変興味があります。製品に
関するより詳しい情報を、できれば今月末までにお送りいただけますか。 

Subject: 

Dear Mr. Stephens, 



Exercise 1 
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問い合わせ内容 1:  
御社のオンライン広告を拝見しました。新しいMagic Cooker に大変興味があります。製品に
関するより詳しい情報を、できれば今月末までにお送りいただけますか。 

              Inquiry about the Magic Cooker 

Dear Mr. Stephens, 

I saw your online advertisement and I am very 

interested in your new Magic Cooker.                                                               Could you 

please send me more information about the product by 

the end of this month, if possible? 

Sincerely yours, 

Subject: 



Exercise 2 
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次のシチュエーションに従って問い合わせの

メールを書きましょう。 



Exercise 2 
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Subject: 

Dear Sir/Madam, 

Situation:  
ある会社の空気清浄機のパンフレット(a brochure about new air purifiers)を見てその製品
に関するもう少し詳しい情報、価格、日本向けの送料について知りたいと思っています。 



Exercise 2 
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              Inquiry about your new air purifiers 

Dear Sir/Madam, 

We saw a brochure about your new air purifiers.  

Situation:  
ある会社の空気清浄機のパンフレット(a brochure about new air purifiers)を見てその製品
に関するもう少し詳しい情報、価格、日本向けの送料について知りたいと思っています。 

                                                                              We 

would like to know more about the products, the prices, 

and shipping charges to Japan.                                                    Could you please e-mail 

me the information? 

Sincerely yours, 

Subject: 
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GOAL 

•自分の意見/考えを明確にする 

 

•自分の意図する内容を、論理的に且つ 

  シンプルに伝える 



•Making Inquiries  問い合わせる                   

14 

Today’s Theme 


