
出願書類
添え状（カバーレター）

添え状（カバーレター） - 書き出し
日本語 タイ語
拝啓 เรียน คุณผู้ชาย

フォーマル（名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合）

拝啓 เรียน คุณผู้หญิง
フォーマル（名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合）

拝啓 เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
フォーマル（名前と性別が分からない人に宛てて書く場合）

拝啓 เรียน ท่านทั้งหลาย
フォーマル（複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合）

関係者各位 ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
フォーマル（受取人の名前と性別が分からない場合）

拝啓　 เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル（男性に宛てる場合）

拝啓
・・・・様

เรียนคุณ สมิทธิ์

フォーマル（既婚の女性に宛てる場合）

拝啓
・・・・様

เรียน นางสาว สมิทธิ์

フォーマル（独身の女性に宛てる場合）

拝啓
・・・・様

เรียน คุณสมิทธิ์

フォーマル（未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合）

拝啓
・・・・様

เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์

受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合

・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応
募いたしました。

ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุ
ณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...

新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
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出願書類
添え状（カバーレター）

・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し
、応募いたしました。

ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณไ
ด้เขียนใส่ไว้ใน...

インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合

・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広
告を拝見し、・・・・

ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันท
ี่...

どこで募集広告を見つけたのか説明する時

・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告
を拝見し、大変興味を持ちました。

ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่
มีประสบการณ์ในเรื่องของ...

雑誌の募集広告を見て応募する場合

貴社が・・・・を募集しておられるのを知り
、応募致しました。

ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่ง
ที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้

仕事に応募する時

貴社が・・・・を募集しておられるのを知り
、応募致しました。

ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่
ง...

仕事に応募する時

現在私は・・・・で・・・・の担当として勤
務しております。

ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าท
ี่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...

職歴などを説明する書き出し

添え状（カバーレター） - 動機
日本語 タイ語
私は特にこの仕事に興味があります。なぜな
ら・・・・

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...

なぜこの仕事がしたいのか説明する時

・・・・として御社に勤務したいと考えてお
ります。

ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...

なぜこの仕事がしたいのか説明する時

私の強みは・・・・ จุดแข็งของฉันคือ...
自分の性格を説明する時
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出願書類
添え状（カバーレター）

私の弱みは・・・・です。しかし・・・・を
することで改善しようと努力しています。

ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉั
นคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพั
ฒนาข้อเหล่านั้นได้

自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時

・・・・することで貢献することができます
。

ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่
างมากเพราะ...

応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時

・・・・に関しては未経験ですが、・・・・
という経験を・・・・という形で生かせると
考えています。

ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใ
น...แต่ฉันเคยทำ...

応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせる
ことを説明する時

私の・・・・という技術が、・・・・という
点において仕事に適していると考えます。

คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหม
าะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็
นอย่างมาก

どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時

・・・・として勤務していた時は、・・・・
の分野で・・・・を経験し、・・・・を学び
ました。

ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได
้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...

ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時

・・・・の分野での私の経験は、・・・・ สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時

・・・・で勤務している間、・・・・におい
て堪能だという評価を頂きました。

ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันม
ีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่อ
งของ...

ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時

迅速に、しかし正確に仕事を処理することが
できるという私の性格が、・・・・として働
くのに適していると考えます。

ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดด
ันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องข
องงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในก
ารทำงานในฐานะ...

前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
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出願書類
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プレッシャーにさらされても、クオリティー
を落とすことなく仕事ができます。

ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความ
กดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างม
ีประสิทธิภาพ

困難な労働環境でも働くことができることを説明する時

このために、興味を持ってこの仕事をこなす
ことができます。

และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้
ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ใ
นตำแหน่งนี้

仕事に個人的な興味がある時

・・・・に対してとても興味があるので、御
社で働くことで新たな知識を身につけていき
たいです。

ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ.
..และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย
่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่ว
มงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมส
ร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย

仕事に個人的な興味がある時

履歴書に記載してありますように、私の経験
と能力はこの仕事に最適だと考えます。

คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉ
ันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำง
านและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสม
กับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ

どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時

・・・・で・・・・として働く中で、期日ま
でに確実に仕事を完了させるためには同僚と
の協力が不可欠であることを学びました。

ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ.
..ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการ
ทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อ
มแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่ง
เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากใ
นการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานค
นอื่นๆ

現在の仕事からなにを学んだか説明する時

・・・・担当としての仕事に加えて、・・・
・の能力も身につけました。

นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉัน
ในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...

現在の仕事で得た能力（役職名とあまり関連していないもの）を説明する時

添え状（カバーレター） - 能力
日本語 タイ語
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母国語は・・・・ですが、・・・・語も話す
ことができます。

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามาร
ถพูด...ได้

母国語と、話せる外国語を説明する時

・・・・語を話すことができます。 ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่าง
มาก

流暢に話せる外国語を説明する時

・・・・語の知識も持ち合わせています。 ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านขอ
ง...

流暢に話せる外国語を説明する時

・・・・として・・・・年働いてきた経験が
あります。

ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งห
มด...ปี

ある分野での経験を説明する時

・・・・を使いこなすことができます。 ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้.
..

パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時

・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わ
せています。

ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในกา
ร...และ...

自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時

コミュニケーション能力 ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力

演繹的推理力 การให้เหตุผลแบบนิรนัย
物事を素早く効率的に理解する能力

論理的思考能力 ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
他人の考えを正確にまとめることのできる能力

分析能力 ทักษะในการวิเคราะห์
物事を詳細に評価する能力

対人能力 ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
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出願書類
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交渉能力 ทักษะการการเจรจาต่อรอง
他社とうまく交渉できる能力

プレゼンテーション能力 ทักษะในการนำเสนอ
集団の中で意見を発表できる能力

添え状（カバーレター） - 結び
日本語 タイ語
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮し
たいと考えております。

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้ง
หน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอ
บหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ

働きたい意思を改めて述べる時

この仕事は、私が待ち望んでいるようなやり
がいのあるものだと思います。

ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรั
บเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั
้งตารอ

働きたい意思を改めて述べ、書き終える時

このことについてより詳しくお話しさせてい
ただきたく思います。お会いできる日を楽し
みにしております。

ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี
่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการ
ทำงานในบริษัทของคุณ

面接の可能性をほのめかして書き終える時

履歴書を同封いたしました。 กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบ
ไว้ข้างต้น

人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時

必要であれば・・・・からの推薦状を用意致
します。

ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ
้าต้องการ

推薦状を提供したいことを伝える時

・・・・から推薦状を頂きました。 แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時

・・・・日なら伺うことができます。 ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
面接に都合のいい時間を知らせる時
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お時間を割いていただいてありがとうござい
ました。お目にかかれる楽しみにしておりま
す。私には・・・・を通してご連絡ください
。

ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาข
องคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกา
สอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับ
ตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...

書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時

敬具 ด้วยความเคารพ
フォーマル（宛名が分らない場合）

敬具 ด้วยความเคารพ
フォーマル（一般的に使われているもので宛名が分かっている場合）

敬具 ด้วยความเคารพ
フォーマル（あまり使われないもので、宛名が分かっている場合）

敬具 ด้วยความเคารพ
インフォーマル（親しい取引先）
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