『トラベル英会話ハンドブック』正誤表
2020年2月3日現在■
下記の誤りがございました。ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

●2019年12月5日

奥付
訂正箇所

誤

正

57ページ
上から8つめ「搭乗券を拝見します。」

Your bording pass, please.

Your boarding pass, please.

80ページ
一番下「50ドル札でおつりはありますか？」

Do you have change from fifty-doller bill?

Do you have change from fifty-dollar bill?

102ページ
下から2つめ「部屋に金庫はありますか？」

Is there a safty box in the room?

Is there a safety box in the room?

108ページ
上から7つめ「カーテンが閉まらない［開かない］の The curtain does’t close [open].
ですが。」

The curtain does’nt close [open].

108ページ
上から8つめ「金庫が使えないのですが。」

I can’t use the safty box.

I can’t use the safety box.

109ページ
上から3つめ「取り替えてもらえますか？」

Could you chenge this for another one?

Could you change this for another one?

111ページ
Footsteps form the upper floor is very
上から4つめ「上の階の足音がうるさいのですが。」 noisy.

Footsteps from the upper floor is very
noisy.

171ページ
ワードブック「アクセサリー」

accessaries

accessories

174ページ
ワードブック「アクセサリー」

accessary

accessory

205ページ
パーソナルケア「歯間ブラシ」

dental fross

dental floss

207ページ
上から4つめ「（商品に）触ってもいいですか？」

Can I tough it?

Can I touch it?

207ページ
ワードブック「アクセサリー」

accessaries

accessories

226ページ
上から5つめ「手を貸してください。」

Could give me a hand?

Could you give me a hand?

256ページ
上から2つめ「（カクテルウェイトレスに）ビールを Can I have some bear?
もらえますか。」

Can I have some beer?

277ページ
和英辞書「アクセサリー」

accessary

accessory

297ページ
英和辞書「アクセサリー」

accessary

accessory

●2018年2月25日
※「2019年12月5日

奥付

奥付」に加え、下記に誤りがございました。

訂正箇所

誤

71ページ
Which gete is convenient to get to The
上から6つめ「メトロポリタン美術館へ行くは何番出
Metropolitan Museum of Art?
口が便利ですか？」

●2015年11月25日〜2016年12月5日
※「2019年12月5日

奥付」「2018年2月25日

奥付

奥付」に加え、下記に誤りがございました。

訂正箇所

誤

250ページ
ワードブック「ビール」

●2015年7月15日
※「2019年12月5日

正

Which gate is convenient to get to The
Metropolitan Museum of Art?

bear

正

beer

奥付

奥付」「2018年2月25日

奥付」「2015年11月25日〜2016年12月5日

訂正箇所

奥付」に加え、下記に誤りがございました。

誤

正

29ページ
「Is there」の例

Is there the money exchange near here?

Is there a money exchange near here?

30ページ
上から2つめの見出し

行き方になどたずねる役立つフレーズ

行き方などをたずねる役立つフレーズ

37ページ
上から3つめ「クリームと砂糖は入れますか？」

With sugar or cream?

With sugar and cream?

62ページ
一番下「近くに観光案内所はありますか?」

Is there the tourist information near here?

Is there a tourist information near here?

70ページ
How many stops is Victoria Station from
上から3つめ「ヴィクトリア駅はいくつめですか？」 here?

How many stops are there to Victoria
Station from here?

71ページ
Which gete is convenient to get to The
上から6つめ「メトロポリタン美術館へ行くは何番出
Metropolitan Museum of Art?
口が便利ですか？」

Which gate is convenient to get to The
Metropolitan Museum of Art?

89ページ
一番上「ロードサービスをお願いします。」

Could you send a road service car?

Could you send road service car.

173ページ
上から3つめ「（売り場で）ネクタイはどこにありま Where can I find a ties?
すか？」

Where can I find ties?

236ページ
上から3つめ「シルク・ド・ソレイユのショーはどこ Where can I se e Cirque du Soleil?
で観られますか？」

Where can I see Cirque du Soleil?

250ページ
ワードブック「ビール」

beer

bear

