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“ビジネスに特化した”オンライン英会話「Bizmates（ビズメイツ）」を提供するビズメイツ株式会社

（東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木伸明）は、無料で学べるビジネスパーソン向け英語学

習動画サイト「Bizmates Channel」の新たなカテゴリーとして、「日本的な言い回し」などを用いた困り

がちな英語メールの書き方が無料動画で学習できる「E-mail Picks」を Youtube で配信開始いたし

ました。 
 

◆英語メールの使用機会が最多 ライティングスキルの修得が求められる 

ビジネスで英語コミュニケーションを行う際、「メール」が最も多く使われ、83.9％※にも上ります。

ビジネスのグローバル化が進む昨今、使用機会が多い英語メールをスムーズに丁寧かつ、効果的

に書くことができるライティングスキルの修得が求められています。 

Bizmates は、運営動画サイト「Bizmates Channel」において、ビジネスパーソンの英語学習に役

立つ動画コンテンツを 2013 年より「無料」で配信して参りましたが、今回、新たなカテゴリーとして

「日本的な言い回し」などを用いた困りがちな英語メールの書き方が無料動画で学習できる「E-
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mail Picks」の提供を開始いたしました。 

※パソナキャリア 2013 年 ～アンケート調査結果～英語の使用状況に関する調査 http://www.pasonacareer.jp/info/info_survey_001.html 

◆無料動画で学べる 「日本的な言い回し」など、困りがちな英語メール

の書き方 

Bizmates は、「Simple（簡潔）」「Polite（丁寧）」「Effective（効果的）」をコンセプトに開発したオリジ

ナル英会話教材を活用し、ビジネススキル修得を目的としたオンライン英会話サービスを 2012 年

11 月より提供しています。 

 

「Bizmates Channel」の「E-mail Picks」は、仕事の依頼や提案、期限のリマインドなどの要件を伝

えるだけにとどまらず、相手に配慮した英語メールの書き方を無料動画で学習できます。また、英

語メールを書く際にも用いることができる、「日本的な言い回し」である「お世話になっております」

「度々申し訳ありません」など、様ざまな困りがちなフレーズを交えた例文などを通じて、丁寧かつ

効果的な英語メールの書き方を学び、スキルアップにつなげることができます。毎週水曜日に

Youtube で配信され、スマホで気軽に移動時間やスキマ時間を使った学習が可能です。 

 

◆Email Picks 例文 ※マーカー部分表現がポイント 

【英語メールのお手本例 1】  
期限をリマインドする ～頼んだデータ、月末までによろしくね～ 

Point：要件だけではなく、細かく、口語調の言い回しをいれることで、相手の立場への思いやりが伝わる 

Hi John,  

I hope life is treating you well. 
I know you’ve been very busy, but I just wanted to give you a quick reminder that we need to submit the data I requested 

earlier. 
I unfortunately cannot move the deadline, however, please let me know if I can help in any other way. 

 

ジョンさん、 

お疲れ様です。 

お忙しいことと思いますが、先日お願いしたデータの提出期限についてリマインドさせてください。大変残念ながら期限をずら

すことはできませんが、ほかにお手伝いできることがあれば仰ってください。 

【英語メールのお手本例 2】 

会議への招待に対して逆に日時を提案する ～電話会議、来週やるより明日はどう？～ 

Point：自分の都合を主張しつつ、最終決断を相手に委ねることで、スムーズに提案を通す 

【受信例】 

Hi Kyota, 
I was wondering if we could set up a conference call to discuss the next campaign. 
When are you free next week? 

Let me know! 
Best, 
John 
 

きょうたさん、 

次のキャンペーンについて話すために電話会議を設定できませんでしょうか？ 

来週ご都合いい日はありますか？ 

教えてください！ 

ジョン 

http://www.pasonacareer.jp/info/info_survey_001.html


【返信例】 

Hi John, 

I’ll actually be free tomorrow, if that’s convenient for you. Otherwise, anytime in the afternoon on the 

13th,15th or 16th will work. It’s up to you. 

I hope we can work something out. 

Best, 

Kyota 

 

ジョンさん、 

実は明日、予定が入っていないので、ジョンさんさえよければ明日はいかがでしょう？もしくは、来週の 13 日、15

日、または 16 日の午後の時間帯でしたらいつでも大丈夫です。ご都合に合わせます。 

よろしくお願いします。 

きょうた 

 

◆ビジネスパーソン向け英語学習 無料動画サイト 

「Bizmates Channel」について 

Bizmates Channel（URL：https://www.bizmates.jp/bizmates-ch/）では、ビジネスパーソン向けに、

英語学習に役立つ約 500 本もの無料動画コンテンツを Youtube で配信しています。スマホで移動

時間などに気軽に英語初級者から上級者まで有用な英語表現に触れ、学習できる機会を創出し

ています。 

また、ビジネスで成果をあげるために必要な、英語コミュニケーションスキルを修得できる有料の

Skype レッスンおよび、予習・復習に最適なビデオレッスンと組み合わせることで、より効果的に学

習することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bizmates.jp/bizmates-ch/


◆「Bizmates」について 
Bizmates は、「Simple（簡潔）」「Polite（丁寧）」「Effective（効果的）」をコンセプトに開発したオリジナル英

会話教材を活用し、ビジネススキル修得を目的としたオンライン英会話サービスを 2012 年 11 月より提

供しています。「ビジネス経験者」のハイレベルな講師陣、オンライン英会話に最適化された「独自メソ

ッド」、日本人ビジネスパーソンのために開発された「オリジナル教材」による高品質なレッスンで、”ビジ

ネスで成果をあげる”ための英語・コミュニケーションスキルを身につけられます。 

URL：https://www.bizmates.jp  
 

◆Bizmates の特徴 
・「高品質」にこだわるビジネスオンライン英会話を提供 

採用率約 1%の狭き門を突破した「ビジネス経験者」のハイレベルなトレーナーは、学歴・ティーチング

スキル・人間性に加えて「ビジネス経験」を採用条件としており、さらに採用後には厳しいトレーニング

期間を設けているため、それぞれのビジネス領域に精通したプロのトレーナーから、英語だけでなく、

自分の職業や職種に合ったスキルまで身につけられます。 
 

・オンライン英会話に最適化された「独自メソッド」 
25 分のレッスン時間に最適化されたレッスンフロー、プレゼンテーションの予行演習等自分のビジネ

スをアシストしてくれるレッスン、25 段階の細かなレベル設定、レッスン毎にトレーナーからのフィード

バックやレッスン中に学んだ単語やフレーズが受講生の My Page 上に記録される、といった独自の

学習メソッドが確立されています。予習・復習ができる Video Lesson はスキマ時間にも学習でき、

Bizmates プログラムの習熟度が格段にアップ。自己学習ツールとして最適です。 

 

・日本人ビジネスパーソンのために開発された「オリジナル教材」 
単にビジネス英会話を学ぶのではなく、異なる文化や価値観を受け入れるマインド、信頼関係を築くた
めの人間性、周囲を巻き込んで進める力などを総合的に養うためのレッスンを行い、グローバルな環境
において「ビジネスで成果をあげる」ためのコミュニケーションスキルの修得を目指します。中学英語から
段階的に学べるため、英会話初心者も安心して学べます。 
 

◆料金プラン 

プラン名 1 日の最大レッスン時間 月額料金 料金／1 レッスン 

毎日 25 分プラン 25 分（1 レッスン） 12,000 円（税込） 387 円 

毎日 50 分プラン 50 分（2 レッスン） 18,000 円（税込） 290 円 

* 1 ヵ月間でご受講いただけるレッスン数を 31 日間として計算した場合。 

* 教材内容を学習することができる動画 Bizmates Program Video Lesson は月額 980 円で見放題です。 

◆会社概要 
会社名：ビズメイツ株式会社（英名：Bizmates, Inc.） 

設立：2012 年 7 月 3 日 

代表取締役社長：鈴木 伸明 

事業内容：インターネットを利用した語学教授及びビジネスに関する教育事業 
 

 

 

 

取材に関する問合わせ先 

 
ビズメイツ株式会社 担当: 本宮 青芸（モトミヤ アオイ） 

TEL: 03-3526-2640 Email: biz_pr@bizmates.jp 
URL：httpｓ://www.bizmates.jp  

https://www.bizmates.jp/
http://www.bizmates.jp/sp
mailto:pr@bizmates.jp

