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Good morning everybody
Thank you for your hard work.
How are you doing?

挨拶 おはようございます。
挨拶 お疲れ様でした。(仕事終わりの挨拶)
挨拶 元気ですか？/調子はどう？
挨拶 やあ、○○
挨拶 お昼に行ってきます。
挨拶 行ってらっしゃい
挨拶 何か変りない？
挨拶 ちょっと失礼/ねえ（最初だけ）
挨拶 こんにちは/調子はどう？
挨拶 また明日。
挨拶 元気だった

1
Good morning ○○.
See you.
How are you?
Hi,Jhon
I'm going to lunch.
Have a good time.
What's new？
Excuse me
Hello
See you tomorrow, bye.
How have you been?

2
Good morning everyone
See you tomorrow, bye.
How 's life？
Hi there
We're going for a lunch.
Enjoy!

We are going for a break.
Have a nice lunch/day/weekend

Hey you
How’s life?

Hey ○○
How’s everything?

質問 大丈夫？/うまくいってる？
質問 分かる？(理解しました？）
質問 何ですか？なんとおっしゃいました？
質問 特に問題ないですか？
質問 仕事の調子はどう？
質問 ○○はどこ？
質問 何か質問は？/何か問題でも？
質問 それは何ですか？
質問 どうしたの？
質問 なんとおっしゃいました？/どうゆう意味？
質問 今いいですか？・お時間良いですか？

Are you ok?
Understand？
What?
Is this all right?
How's work？
Where's ○○
Any questions?
What's that?
What's wrong？
What's that?
Do you have a minute?

Is everything all right?
Did you understand?
Sorry？
Is everything all right?
how is your work?

How is it going?

返事 はい / はい、お願いします。
返事 元気です
返事 いいですよ
返事 問題ありません
返事 すぐにやります
返事 今のところ順調です
返事 そう思います
返事 いいですよ（許し）
返事 わかった/わかりました
返事 そのとおり/そのとおりですよね
返事 問題ありません・いいですよ・大丈夫
返事 すみません。何ですか？（聞き返す）
返事 後にしてください。
返事 心配しないで
返事 分かりません
お礼 ありがとう
お礼 どういたしまして
褒め
褒め
褒め
褒め

上出来です。よくやったね。
すごい/提案に対していいですね
いい考えですね
頑張ってね/あなたならできる！

依頼
依頼
依頼
依頼
依頼

書いてください
領収書提出してください
書類確認お願いします
待って
すみません。もう一度お願いします。

謝る ごめんなさい
謝る 私のミスです
否定 いいえ / それじゃダメです

Sure
fine thanks.
Okay
No ploblem
Do it soon
So far so good
I think so.
It's all right.
Okay
That's right.
No ploblem
Sorry？
Sorry, not now.
Don't worry
I don't know

I'm

Anything wrong?
これは何ですか？
What happened?
once again please.
Do you have a moment?
Yes, please.
All fine.
Sure.

Pardon？/Once again please
Is everything OK?

Any problem？
what is this?
What's that mean?

I’m good.
No trouble>物の場合

Right away
everything is good/fine
It's fine
Got it.
You are right.
It's all right.
Pardon.
wait a minute.

Everything goes well so far.
賛成ですーI agree
It's Okay
I understand
Absolutely.
That will be fine
what?

I don't understand

Thanks
You're welcome

Thank you
My pleasurey.

Thank you so much
You are most welcome!

Good work！
Great！
Good idea
Go for it!

Good job
That's great.
/
Great idea
Try your best

Well done!
That's Sounds good
You can do it!

Please write it out
Please submit a receipt
Please check the documents./Please check completed(finished) report
wait a minute
Hold on
wait
Pardon？
I'm sorry
My mistake
No

That is my mistake.
Not

good

