Negócios
Pedido
Pedido - Realizando
Japonês

Árabe

・・・・の購入を検討しております。

...ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ

Formal, tentativa
下記の通り・・・・を注文いたします。よろ
しくお手配願います。
Formal, muito polido

...ﻳﺴُﺮُّﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻃﻠﺒﻴَﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻚ

下記の通り注文いたします。よろしくお取り
計らい願います。
Formal, polido

.ﻧﻮﺩّ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻃﻠﺒﻴّﺔ

同封物は・・・・の正式な注文書です。

ﺗﺠﺪ ﻣُﺮﻗﻔﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ
...ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﻟـ

Formal, polido
注文書を同封いたしました。

.ﺗﺠﺪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ

Formal, polido
弊社は・・・・について安定した需要がある
ので・・・・の購入を検討しております。

ُّ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺩ... ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻄّﺮﺩ ﻋﻠﻰ
...ﺃﻥْ ﻧﻀﻊ ﻃﻠﺒﻴّﺔ

Formal, polido
・・・・を下記の通り注文いたします。

...ﻧﻘﻮﻡ ﻫﻨﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟـ

Formal, direto
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願
い申し上げます。
Formal, direto

....ﻧﻨﻮﻱ ﺃﻥ ﻧﺸﺘﺮﻱ ﻣﻨﻚ

まことに不本意ながら、・・・・の価格を・
・・・に変更させていただきたく、お願い申
し上げます。
Formal, muito direto

... ﺑﺴﻌﺮ...ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﻃﻠﺒﻴﺔ
؟...ﻣﻘﺎﺑﻞ
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Negócios
Pedido
書面で確認をいただきたいのですが

ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻜﻢ .ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.

Formal, polido

Pedido - Confirmando
Japonês

Árabe

発送日と総額をファックスにてご回答をお願
。いします

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺃﻥ ﺗؤﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﺲ؟

Formal, polido

ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻴﺘﻚ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.

。注文を早急に処理いたします
Formal, muito polido

ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻴﺘﻚ ،ﻭﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ...

ご注文を承りました。・・・・までに発送致
。します
Formal, polido

ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻨﺎ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ،ﻧﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﻌَﻘﺪ ﻟﺘﻘﻮﻡ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ.

口頭契約に従いまして、契約書を送付いたし
ます。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致
。します
Formal, direto
。契約書を２枚同封しました

ﺗﺠﺪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﻟﻠﻌَﻘْﺪ.

Formal, direto

ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻤﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ
ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ.

契約書にご署名の上、お手数ですが受理日よ
。り１０日以内にご返送ください
Formal, direto
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いた
。だきますようお願い申し上げます
Formal, polido

ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﻃﻠﺒﻜﻢ.
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Negócios
Pedido
見積もりをご送付いただきありがとうござい
ます。
Formal, polido

...ﻫﺬﺍ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻨﺎ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺍﻟﻤؤﺭﺥ ﺑـ

この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確
認するものです。

ﻧﻘﺒﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻧؤﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ \ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
.ﺩﻭﻟﻴﺔ \ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ

Formal, direto
私どもはお支払いが、取消不能信用状／国際
為替／銀行振替
により行われることに同意いたします。
Formal, direto

ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻠﻤﻨﺎ ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ
.ﻧؤﻛﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴّﻦ

注文を受注いたしましたので早急に手配しま
す。

ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
...ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻗﺒﻞ

Formal, direto
・・・・日の納期を厳守していただけるとい
う条件で、試験注文をお願い致します。

\  ﺃﻳﺎﻡ \ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ...ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺑﻀﺎﻋﺘﻚ ﺧﻼﻝ
.ﺷﻬﻮﺭ

Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido
Japonês

Árabe

数量・・・・と発注いたしましたが、・・・
・に変更していただくことは可能でしょうか
。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Formal, polido

...ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻠّﺺ ﺣﺠﻢ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻣﻦ
...ﺇﻟﻰ

数量・・・・でお願いしておりましたが、追
加注文をすることは可能でしょうか。

...ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻣﻦ
...ﺇﻟﻰ

Formal, polido
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません
が、当社側で不都合が生じたため・・・・日
に納期を延長していただくことは可能でしょ
うか。

...ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧؤﺟﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ
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Negócios
Pedido
Formal, polido
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納
期に間に合わせることができませんでした。
貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたこと
を、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・
月・・・・日には、貴社に納入の予定でござ
います。
Formal, polido

 ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻣﻚ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ،ﻟﻸﺳﻒ
...ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺑﻀﺎﻋﺘﻚ ﺣﺘﻰ

納期が明日までとなっておりましたが、ご指
定の納期に間に合わせることができませんで
した。貴社に多大なるご迷惑をおかけしまし
たことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Formal, polido

ﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻤﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﺰﺓ
.ﻹﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻏﺪﺍ

Pedido - Cancelando
Japonês

Árabe

貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませ
んが・・・・により注文を取消させていただ
きます。
Formal, muito polido

ﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻤﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺠﺒﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ
.ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟﺪﻯ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ

誠に勝手ではありますが、注文を取消させて
いただきたく、お願いいたします。また、貴
社に多大なご迷惑をおかけすることとになり
ますこと、心よりお詫び申し上げます。
Formal, muito polido

ﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻤﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟﺪﻯ
.ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません
が、ご注文いただいた商品は廃番になったた
め／生産量が受注に追い付かないため
ご注文を辞退せざるを得ない状況であります
。
Formal, polido

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻸﺳﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ
.ﻣﺠﺒﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻃﻠﺒﻴﺘﻚ

大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重
に検討させていただいた結果、今回は辞退さ
せていただくことにしました。
Formal, polido

 ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ،ﻟﻸﺳﻒ
.ﻛﺎﻑٍ ﺣﺘﻰ ﻧﻀﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﻜﻢ
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Negócios
Pedido
大変申し訳ございませんが、・・・・により
今回のお申し出を辞退させていただくことに
致しました。
Formal, polido
この度は誠に勝手ではありますが、発注（No.
*******）を取り消していただきたく存じ、ご連
絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおか
けすることとになりますこと、心よりお詫び
申し上げます。
Formal, direto

...ﻟﻸﺳﻒ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﺒﻞ ﻋﺮﺿﻜﻢ ﺑﺴﺒﺐ

... ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻫﻮ.ﻧﻮﺩّ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ

・・・・により、やむをえず注文を取り消さ
ざるを得なくなりました。
Formal, direto

...ﻧﺤﻦ ﻣﺠﺒﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ

これ以上の値引きを行いますと、採算がとれ
なくなるおそれが生じますので、このたびは
やむを得ず注文を取り消させていただきます
。あしからずご了承ください。

ﻷﻧﻚ ﺗﺮﻓﺾ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺳﻌﺮﺍ ﺃﻗﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ
ﻧﻌﻠﻤﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ
.ﻣﻌﻚ

Formal, muito direto
・・・・により、やむをえず注文を取り消さ
ざるを得なくなりました。
Formal, muito direto

...ﻻ ﻧﺮﻯ ﺑﺪﻳﻼ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟـ
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