国際 ビジネスを生 きぬ く、
見出し項目3万 、全文用例 1万 5千 。
サブプライムから商談・オフィス会話まで、
従来の英和辞典では補えなかった
国際 ビジネス用語を広範 に収集しました。
役立つ語の解説と語法・用例、
ビジネスシーンで使われる表現を網羅。
最新実用英語 に長 けた、はじめての
本格 ビジネスツールの誕生で丸
TOEIC受 験者 にも最適。
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必要事項を記入 し、
切 り取 ってお近くの書店にお 申 し込みください。
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書店名

ビジネス英語辞
申 し込みま魂
●定価 3,990円 本体 3,800円

お名前

Xお 客さまのlI所 氏名などの個人情報は お申し込みの言語を小社から書店様 にお届けするために 小学館 書店
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会社で利用させていただきます そのほかの日￨￨て 利用いた しません。ご了承の上 ご記入 ください
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解説 特定の複数の銘柄を選んで,そ の市場価絡
の平均値を計算 した指数 米国の人表的な株価
指数にダウエ業株平均,ス タンダード&プ アーズ
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●最新の経済金融用語から基本的実務用語まで3万 項目を収録。
●国際ビジネスに必須の基本項目はコラムで分かりやすく解説。
● ビジネス用語を活用するための、コロケーション・全文用例を充実。
●ビジネスシーンに不可欠な一般語も、ビジネス用例 と共に展開。
●著者の実体験から、日本人が間違 いやすい語法には注記を施した。
企業名 。
商標名なども多数収載。
●欧米の経済理解に必要な、
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