Catch a Dream

supercooling 過冷却の

冷蔵庫は食文化を語る

phenomenon 現象

refrigerator 冷蔵庫

compartment （冷蔵庫の）部屋

familiar おなじみの

“subfreezing stocker”

home appliance 家電製品

ー」

household 家庭

help ～ ～するのを助ける

come in ～

fresh 新鮮に

～で売られる

「氷点下ストッカ

fridge 冷蔵庫

freezing 冷凍

gorgeously 豪華に

“soft freezing compartment” 「切れちゃ

(be) decorated with ～

～で飾られてい

う瞬冷凍」

る

place 置く

crystal 水晶，クリスタル

frozen

Middle Eastern countries

中東諸国

freeze（凍らせる）の過去分詞

lose one’s taste 味が落ちる

lock 錠，鍵

in addition to ～ ～に加えて

be designed to ～ ～するように設計され

feature 特徴

ている

further さらに

stylish おしゃれな

develop 開発する

sell well よく売れる

satisfy needs ニーズを満たす

be responsible for ～

～に対して責任が

local 地元の

ある

climate 気候

product planning 商品企画

housing 住宅

mainly おもに

conditions 事情

Hong Kong 香港

differ 異なる

market 市場

region 地域

shipment 出荷

carry out 実行する

joint venture 合弁会社

research 調査

sales company 販売会社

Shanghai 上海

Mitsubishi Electric 三菱電機

Beijing 北京

sales representative 営業担当者

Guangzhou 広州

join in ～ ～に参加する

Chengdu 成都

production scheduling 生産計画

involve 含む

promotion 販売促進

reveal that ～

planning 計画，企画

する

deliver 届ける

northern 北部の

care 配慮

southern 南部の

make use of ～

～を活用する

～であることを明らかに

differently 異なって

tend to ～ ～する傾向がある

such そのような

stock up on ～ ～を買いだめする

production 製造

make-ahead 作り置きできる

reflect 映す

freezer 冷凍室

responsible 責任の重い

be packed with ～ ～でいっぱいである

challenging やりがいのある

dumpling ギョーザ

vague 漠然とした

frequently ひんぱんに

career path 仕事の進路

come up with ～ ～を思いつく

make an effort 努力する

set 設定する

might ～かもしれない

temperature 温度

help A ～ A が～するのを助ける

unplucked 羽が取られていない

broaden 広げる

control 調節する
purpose 目的
manufacturing 製造
fascinate 興味をそそる
take part in ～ ～に参加する
production line 製造ライン
proudly 誇らしげに
send out 送り出す
as part of ～

～の一環として

propose 提案する
demonstration 実演
script 台本
improve 改善する
so ～

～するように

appealing 訴求力がある
customer 客
be grateful to ～ ～に感謝する
(be) involved in ～ ～に従事する
business 事業
gratitude 感謝の気持ち
overseas 海外に
rediscover 再発見する
strength 強さ
quality 質
chose

choose の過去形

