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　本書は、海外に渡航された皆様が、現地語によるコミュニケーションを
必要とされる時に、即座に役立つことを目指した、実用本位の会話集です。

　左側に日本語と英語、右側にインドネシア語とそのカナ読みが記載されており、
必要な箇所を指で示して、身振りで相手に意図を伝える事も可能ですが、
簡潔な文と厳選した重要語句を集めておりますので、インドネシア語を学習する
第一歩としても最適です。　

　実質３２ページで、両面コピーを使えば、わずか１６枚におさまります。
折りたためば、旅のお供にも、通勤通学のお供にも、邪魔にはなりません。　

　本書がインドネシア語の活用と修得の、良きパートナーとなりますように。
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はい。 ﾔ

Yes. Ya.

いいえ。 ﾃｨﾀﾞｸ

No. Tidak.

お願いします。 ｼﾗｶﾝ

Please. Silakan.

ありがとう。 ﾃﾘﾏ ｶｼｰ

Thank you. Terima kasih.

どういたしまして。 ｹﾑﾊﾞﾘ

You are welcome. Kembali.

すいません。 ﾍﾟﾙﾐｼ

Excuse me. Permisi.

ごめんなさい。 ﾏｰﾌ

Sorry. Maaf.

こんにちは。 ｻﾗｰﾑ

Hello. Salam.

やあ。 ﾊﾛ

Hi. Halo.

さようなら。 ｾﾗﾏﾄ ｼﾞｬﾗﾝ

Goodbye. Selamat jalan.

･･･さん(男性) ﾊﾞﾊﾟｸ

Mr … Bapak

･･･さん(既婚女性) ｲﾌﾞ

Mrs … Ibu

･･･さん(未婚女性) ﾉﾅ

Miss … Nona

お元気ですか？ ｱﾊﾟ ｶﾊﾞｰﾙ?

How are you? Apa kabar?

元気です、あなたは？ ｶﾊﾞｰﾙ ﾊﾞｲｸ  ｱﾝﾀﾞ ﾊﾞｶﾞｲﾏﾅ?

Fine. And you? Kabar baik. Anda bagaimana?

Greeting & Introduction 1

挨拶・自己紹介１



4

あなたのお名前は？ ｼｱﾊﾟ ﾅﾏﾆｬ?

What is your name? Siapa namanya?

私の名前は･･･です。 ﾅﾏ ｻﾔ …

My name is … Nama saya …

お会いできて嬉しいです。 ｻﾔ ｾﾅﾝ ﾍﾞﾃﾑｰ ﾃﾞﾝｶﾞﾝ ｱﾝﾀﾞ

I am pleased to meet you. Saya senang bertemu dengan Anda.

こちらは私の･･･です。 ｲﾆ … ｻﾔ

This is my … Ini … saya.

父 ﾊﾞﾊﾟｸ

father bapac

母 ｲﾌﾞ

mother ibu

兄弟 ｻｳﾀﾞﾗ ﾗｷ ﾗｷ

brother saudara laki-laki

姉妹 ｻｳﾀﾞﾗ ﾍﾟﾚﾝﾌﾟｱﾝ

sister saudara perempuan

夫 ｽｱﾐ

husband suami

妻 ｲｽﾄﾘ

wife istri

息子 ｱﾅｸ ﾗｷ ﾗｷ

son anak laki-laki

娘 ｱﾅｸ ﾍﾟﾚﾝﾌﾟﾗﾝ

daughter anak perempuan

友人 ﾃﾏｰﾝ

friend teman

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ｲﾆ … ｻﾔ

Here is my … Ini … saya.

あなたの･･･は？ ｱﾊﾟ … ｱﾝﾀﾞ?

What is your … ? Apa … Anda?

住所 ｱﾗﾏｯﾄ

address alamat

メールアドレス ｱﾗﾏｯﾄ ｲﾒｲﾙ

email address alamat email

携帯番号 ﾓﾉｰﾙ ｾﾙﾎﾟﾝ

mobile number monor celpon

電話番号 ﾓﾉｰﾙ ﾃﾚﾎﾟﾝ

phone number monor telpon

あなたの職業は？ ﾍﾟｹﾙﾊｰﾝ ｱﾝﾀﾞ ｱﾊﾟ?

What is your occupation? Pekerjaan Anda apa?

私は･･･です。 ｻﾔ …

I am a … Saya …

ビジネスマン ﾍﾟﾀﾞｶﾞﾝ

business person pedagang

学生 ﾏﾊｼｽﾜ

student mahasiswa

技術者 ｲﾝｼﾆｭｰﾙ

engineer insinyur

芸術家 ｾﾆﾏﾝ

artist seniman

どちらから来ましたか？ ｱﾝﾀﾞ ﾀﾞﾘ ﾏﾅ?

Where are you from? Anda dari mana?

･･･から来ました。 ｻﾔ ﾀﾞﾘ …

I am from … Saya dari …

結婚していますか？ ｽﾀﾞｰ ｶｳｨﾝ?

Are you married? Sudah kawin?

結婚しています。 ｻﾔ ｽﾀﾞｰ ｶｳｨﾝ

I am married. Saya sudah kawin.

独身です。 ｻﾔ ﾌﾞｼﾞｬﾝ

I am single. Saya bujang.

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3
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お幾つですか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ ｳﾑｰﾙ ｱﾝﾀﾞ?

How old are you? Berapa umur Anda?

･･･歳です。 ｳﾑｰﾙ ｻﾔ … ﾀﾌｰﾝ

I am … years old. Umur saya … tahun.

･･･ですか？ ｱﾝﾀﾞ … ?

Are you … ? Anda … ?

･･･です。 ｻﾔ …

I am  … Saya …

大丈夫 ﾎﾞﾚｰ

OK boleh

疲れる ﾁｬﾍﾟｸ

tired capek

空腹 ﾗﾊﾟﾙ

hungry lapar

喉が渇く ﾊｳｰｽ

thirsty haus

暑い ﾊﾟﾅｽ

hot panas

寒い ﾃﾞｨﾝｲﾝ

cold dingin

天気はどうですか？ ﾁｭｰｱﾁｬﾆｬ ﾊﾞｶﾞｲﾏﾅ?

What is the weather like? Cuacanya bagaimana?

暑いです ﾊﾟﾅｽ

hot Panas.

寒いです ﾃﾞｨﾝｲﾝ

cold Dingin.

雨です ﾌｰｼﾞｬﾝ

rainy Hujan.

春 ﾑｰｼﾑ ｾﾐ

spring musim semi

夏 ﾑｰｼﾑ ﾊﾟﾅｽ

summer musim panas

秋 ﾑｰｼﾑ ｸﾞｰｸﾞｰﾙ

autumn musim gugur

冬 ﾑｰｼﾑ ﾃﾞｨﾝｲﾝ

winter musim dingin

Greeting & Introduction 4
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どこ ﾃﾞｨ ﾏﾅ

Where Di mana

いつ ｶﾊﾟﾝ

When Kapan

何 ｱﾊﾟ

What Apa

誰 ｼｱﾊﾟ

Who Siapa

なぜ ﾒﾝｶﾞﾊﾟ

why Mengapa

どのように ﾊﾞｶﾞｲﾏﾅ

How Bagaimana

これは幾らですか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ?

How much is it? Berapa?

･･･できますか？ ﾎﾞﾚｰ ｻﾔ … ?

Can I … ? Boleh saya … ?

入口/出口 ﾏｽｰｸ / ｹﾙｰｱｰ

Entrance/Exit Masuk / Keluar

開/閉 ﾌﾞｶ / ﾄｩｰﾄｩｰﾌﾟ

Open/Closed Buka / Tutup

男性/女性 ﾌﾟﾘｱ / ﾜﾆﾀ

Men/Women Pria / Wanita

熱/冷 ﾊﾟﾅｽ / ｾｼﾞｭｰｸ

Hot/Cool Panas / Sejuk

禁止 ﾃﾞｨﾗﾗﾝ

Prohibited Dilarang

挨拶・自己紹介５

Greeting & Introduction 5
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0  zero nol

1  one satu

2  two dua

3  three tiga

4  four empat

5  five lima

6  six enam

7  seven tujuh

8  eight delapan

9  nine sembilan

10  ten sepuluh

11  eleven sebelas

12  twelve duabelas

13  thirteen tigabelas

14  fourteen empatbelas

15  fifteen limabelas

16  sixteen enambelas

17  seventeen tujuhbelas

18  eighteen delapanbelas

19  nineteen sembilanbelas

20  twenty duapuluh

30  thirty tigapuluh

40  forty empatpuluh

50  fifty limapuluh

60  sixty enampuluh

70  seventy tujuhpuluh

80  eighty delapanpuluh

90  ninety sembilanpuluh

100  hundred seratus

1,000  thousand seribu

数字

Number

ﾉﾙ

ｻﾄｩ

ﾃﾞｩｰｱ

ﾃｨｶﾞ

ｴﾑﾊﾟﾄ

ﾘﾏ

ｴﾅﾑ

ﾄｩｰｼﾞｭｰ

ﾃﾞｨﾗﾊﾟﾝ

ｾﾑﾋﾞﾗﾝ

ｾﾌﾟﾙｰ

ｾﾍﾞﾗｽ

ﾄﾞｩｱﾍﾞﾗｽ

ﾃｨｶﾞﾍﾞﾗｽ

ｴﾑﾊﾟﾄﾍﾞﾗｽ

ﾘﾏﾍﾞﾗｽ

ｴﾅﾑﾍﾞﾗｽ

ﾄｩｰｼﾞｭｰﾍﾞﾗｽ

ﾃﾞｨﾗﾊﾟﾝﾍﾞﾗｽ

ｾﾑﾋﾞﾗﾝﾍﾞﾗｽ

ﾄﾞｩｱﾌﾟｰﾙｰ

ﾃｨｶﾞﾌﾟｰﾙｰ

ｴﾑﾊﾟﾄﾌﾟｰﾙｰ

ﾘﾏﾌﾟｰﾙｰ

ｴﾅﾑﾌﾟｰﾙｰ

ﾄｩｰｼﾞｭｰﾌﾟｰﾙｰ

ﾃﾞｨﾗﾊﾟﾝﾌﾟｰﾙｰ

ｾﾑﾋﾞﾗﾝﾌﾟｰﾙｰ

ｾﾗﾄｩｰｽ

ｾﾘﾌﾞｰ
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何時ですか？ ｼﾞｬﾑ ﾍﾞﾗﾊﾟ?

What time is it? Jam berapa?

今日は何日ですか？ ﾀﾝｶﾞﾙ ｱﾊﾟ ﾊﾘ ｲﾆ?

What date is it today? Tanggal apa hari ini?

1月 ｼﾞｬﾇｰｱﾘ

January Januari

2月 ﾌｪﾌﾞﾙｰｱﾘ

February Februari

3月 ﾏﾚﾄ

March Maret

4月 ｱﾌﾟﾘﾙ

April April

5月 ﾒｲ

May Mei

6月 ｼﾞｭｰﾆ

June Juni

7月 ｼﾞｭｰﾘ

July Juli

8月 ｱｸﾞｰｽﾄｩｰｽ

August Agustus

9月 ｾﾌﾟﾃﾑﾊﾞｰ

September September

10月 ｵｸﾄﾊﾞｰ

October Oktober

11月 ﾉｳﾞｪﾑﾊﾞｰ

November November

12月 ﾃﾞｨｾﾑﾊﾞｰ

December Desember

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ﾊﾘ ｾﾆﾝ

Monday hari Senin

火曜日 ﾊﾘ ｾﾗｻ

Tuesday hari Selasa

水曜日 ﾊﾘ ﾗﾌﾞｰ

Wednesday hari Rabu

木曜日 ﾊﾘ ｶﾐｽ

Thursday hari Kamis

金曜日 ﾊﾘ ｼﾞｭｰﾏﾄ

Friday hari Jumat

土曜日 ﾊﾘ ｻﾌﾞﾄｩｰ

Saturday hari Sabtu

日曜日 ﾊﾘ ﾐﾝｸﾞｰ

Sunday hari Minggu

昨日の･･･ ｶﾏﾘﾝ …

yesterday … kamarin …

翌日の･･･ ﾍﾞｿｸ …

tomorrow … besok …

朝 ﾊﾟｷﾞ

morning pagi

昼 ｿﾚ

afternoon sore

晩 ﾏﾗﾑ

evening malam

昨夜 ﾏﾗﾑ ｲﾆ

last night malam ini

昨･･･ … ﾔﾝ ﾗﾙｰ

last … … yang lalu

翌･･･ … ﾃﾞﾊﾟﾝ

next … … depan

週 ﾐﾝｸﾞｰ

week minggu

月 ﾌﾞｰﾗﾝ

month bulan

年 ﾀﾌｰﾝ

year tahun

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ｱﾝﾀﾞ ﾋﾞｻ ﾊﾞﾊｻ ｲﾝｸﾞﾘｽ?

Do you speak English? Anda bisa Bahasa Inggris?

わかりましたか？ ｱﾝﾀﾞ ﾒﾝｸﾞﾚﾃｨ?

Do you understand? Anda mengreti?

わかりました。 ｻﾔ ﾒﾝｸﾞﾚﾃｨ

I understand. Saya mengreti.

わかりません。 ｻﾔ ﾃｨﾀﾞｸ ﾒﾝｸﾞﾚﾃｨ

I do not understand. Saya tidak mengreti.

･･･はどういう意味ですか？ ｱﾊﾟ ｱｰﾃｨﾆｬ … ?

What does … mean? Apa artinya … ?

･･･頂けますか？ ﾄﾛﾝ ﾋﾞｻ … ?

Please … ? Tolong. bisa … ?

繰り返して ｳｰﾗﾝｷﾞ

repeat ulangi

ゆっくり話して ﾋﾞﾁｬﾗ ﾚﾋﾞｰ ﾍﾟﾗﾝ

speak slowly bicara lebih pelan

書いて ﾄｩﾘｽ

write down tulis

どのように･･･か？ ﾊﾞｶﾞｲﾏﾅ ｱﾝﾀﾞ … ?

How do you … ? Bagaimana Anda … ?

発音します ｾﾌﾞｰﾄｶﾝ ｲﾆ

pronounce sebutkan ini

書きます ﾄｩﾘｽ

write tulis

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ ｶﾏﾙ ｹﾁﾙ?

Where is the toilet? Di mana kamar kecil?

道に迷いました。 ｻﾔ ﾃﾙｾｻﾄ

I am lost. Saya tersesat.

医者を呼んで！ ﾊﾟﾝｷﾞﾙ ﾎﾟﾘｼ!

Call a doctor! Panggil polisi!

警察を呼んで！ ﾊﾟﾝｷﾞﾙ ﾄﾞｸﾀｰ!

Call a police! Panggil dokter!

助けて頂けませんか？ ﾋﾞｻ ｱﾝﾀﾞ ﾒﾉﾛﾝｸﾞ?

Could you help me, please? Bisa Anda menolong?

助けて！ ﾄﾛﾝ!

Help! Tolong!

止まれ！ ﾍﾞｰﾍﾝﾃｨ!

Stop! Berhenti!

離れろ！ ﾍﾟﾙｷﾞ!

Go away! Pergi!

泥棒！ ﾍﾟﾝﾁｭｰﾘ!

Thief! Pencuri!

火事だ！ ｱﾋﾟ!

Fire! Api!

私の荷物が･･･ました。 ﾊﾞｶﾞｼ ｻﾔ …

My luggage has been … Bagasi saya … 

破損し ﾙｰｻｸ

damaged rusak

紛失し ﾋﾗﾝ

lost hilang

盗まれ ﾃﾞｨﾁｭｰﾘ

stolen dicuri

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 ｻﾔ ﾃﾞｨ ｼﾆ ｳｰﾝﾄｩｰｸ …

I am … Saya di sini untuk … 

商用 ｳﾙｰｻﾝ ﾋﾞｽﾆｽ

on business urusan bisnis

観光 ﾍﾞﾙﾘﾌﾞｰﾙ

on holiday berlibur

･･･滞在します。 ｻﾔ ﾃﾞｨ ｼﾆ ｾﾗﾏ …

I am here for … Saya di sini selama …

日 ﾊﾘ

days hari

週間 ﾌﾞｰﾗﾝ

weeks bulan

月 ﾐﾝｸﾞｰ

months minggu

･･･に行く予定です。 ｻﾔ ﾓｳ ｹ …

I am going to … Saya mau ke …

･･･に滞在します。 ｻﾔ ﾃｨﾝｶﾞﾙ ﾃﾞｨ …

I am staying at … Saya tinggal di …

申告するものはありません。 ﾃｨﾀﾞｸ ｱﾀﾞ ﾔﾝ ﾊﾙｽ ﾃﾞｨﾗﾎﾟﾙｶﾝ

I have nothing to declare. Tidak ada yang harus dilaporkan.

申告するものがあります。 ｱﾀﾞ ﾊﾞﾗﾝ ｻﾔ ﾔﾝ ﾊﾙｽ ﾃﾞｨﾗﾎﾟﾙｶﾝ

I have something to declare. Ada barang saya yang harus dilaporkan.

それは私のものです。 ｲﾄｩ ﾐﾘｸ ｻﾔ

That is mine. Itu milik saya.

それは私のものではありません。 ｲﾄｩ ﾌﾞｰｶﾝ ﾐﾘｸ ｻﾔ

That is not mine. Itu bukan milik saya.

出入国・税関

immigration & Customs
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ホテルはどこですか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ ｱﾀﾞ ﾎﾃﾙ?

Where is a hotel? Di mana ada hotel?

ゲストハウスはどこですか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ ｱﾀﾞ ﾛｽﾒﾝ?

Where is a guesthouse? Dia mana ada losmen?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ｱﾝﾀﾞ ﾋﾞｻ ﾚｺﾒﾝﾀﾞｼｶﾝ ﾃﾑﾊﾟﾄ ﾔﾝ … ?

Can you recommend somewhere … ? Anda bisa rekomendasikan tempat yang … ?

安い ﾑｰﾗｰ

cheap murah

良い ﾊﾞｸﾞｰｽ

good bagus

近い ﾃﾞｶﾄ

nearby dekat

部屋の予約をお願いします。 ﾄﾛﾝ ｻﾔ ﾓｳ ﾍﾟｻﾝ ｻﾄｩｰ ｶﾏﾙ

I would like to book a room. Tolong, saya mau pesan satu kamar.

私の名前は･･･です。 ﾅﾏ ｻﾔ … ?

My name is … Nama saya … 

･･･部屋はありますか？ ｱﾀﾞ ｶﾏﾙ … ?

Do you have a … room? Ada kamar … ?

シングル ｳﾝﾄｩｰｸ ｻﾄｩｰ ｵﾗﾝ

single untuk satu orang

ダブル ｳﾝﾄｩｰｸ ﾄﾞｩｰｱ ｵﾗﾝ

double untuk dua orang

ツイン ﾃﾞﾝｶﾞﾝ ﾄﾞｩｰｱ ﾃﾑﾊﾟﾄ ﾃｨﾄﾞｩｱ

twin dengan dua tempat tidur

一晩幾らですか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ ｻﾄｩ ﾏﾗﾑ?

How much is it per night? Berapa satu malam?

一人幾らですか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ ｻﾄｩ ｵﾗﾝ

How much is it per person? Berapa satu orang?

クレジットカードで支払えますか？ ﾎﾞﾚｰ ｻﾔ ﾊﾞﾔﾙ ﾃﾞﾝｶﾞﾝ ｶﾙﾄｩ ｸﾚﾃﾞｨﾄ?

Can I pay by credit card? Boleh saya bayar dengan kartu kredit?

見せてもらえますか？ ﾄﾞﾚｰ ｻﾔ ﾘﾊﾄ?

Can I see it? Boleh saya lihat?

ホテル・宿泊１

Hotel & Accommodation 1
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部屋の鍵をもらえますか？ ﾄﾛﾝ ｻﾔ ﾐﾝﾀ ｸｰﾝﾁ ｻﾔ?

Could I have my room key? Tolong, saya minta kunci saya?

朝食はいつですか？ ｼﾞｬﾑ ﾍﾞﾗﾊﾟ ｱﾀﾞ ｻﾗﾊﾟﾝ ﾊﾟｷﾞ?

When is breakfast served? Jam berapa ada sarapan pagi?

朝食はどこですか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ ｱﾀﾞ ｻﾗﾊﾟﾝ ﾊﾟｷﾞ?

Where is breakfast served? Di mana ada sarapan pagi?

･･･時に起こしてください。 ﾄﾛﾝ ﾊﾞﾝｸﾞｰﾝｶﾝ ｻﾔ ﾊﾟﾀﾞ ｼﾞｬﾑ …

Please wake me up at … Tolong, bangunkan saya pada jam …

･･･過ぎます。 ｲﾆ ﾃﾙﾗﾙｰ …

It is too … Ini terlalu …

高 ﾏﾊﾙ

expensive mahal

うるさ ﾘﾌﾞｰﾄ

noisy ribut

小さ ｹﾁﾙ

small kechil

･･･が壊れています。 … ﾃｨﾀﾞｩ ﾍﾞﾙﾌｰﾝｼ

The … does not works. … tidak berfungsi.

エアコン ｴｰｼｰ

air conditioner AC

扇風機 ｷﾊﾟｽ ｱﾅｼﾞﾝ

fan Kipas anagin

トイレ ｶﾏﾙ ｹﾁﾙ

toilet Kamar kecil

･･･が汚れています。 … ｲﾆ ﾃｨﾀﾞｸ ﾍﾞﾙｼｰ

The … is not clean. … ini tidak bersih.

シーツ ｾﾌﾟﾚ

sheet Sepre

タオル ﾊﾝﾄﾞｩｰｸ

towel Handuk

枕 ﾊﾞﾝﾀﾙ

pillow Bantal

ホテル・宿泊２
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チェックアウトは何時ですか？ ｼﾞｬﾑ ﾍﾞﾗﾊﾟ ﾊﾙｰｽ ﾁｪｯｸｱｳﾄ?

What time is checkout? Jam berapa harus check-out?

荷物を置いてもよいですか？ ﾎﾞﾚｰ ｻﾔ ﾃｨﾃｨﾌﾟ ﾀｽ ﾃﾞｨ ｼﾆ?

Can I leave my luggage here? Boleh saya titip tas di sini?

･･･を返してください。 ｻﾔ ﾐﾝﾀ … ｻﾔ

Please return my … Saya minta … saya.

デポジット ﾃﾞﾎﾟｼﾄ

deposit deposit

パスポート ﾊﾟｽﾎﾟｰﾙ

passport paspor

貴重品 ﾊﾞﾗﾝ ﾍﾞﾙﾊｰｶﾞ

valuables barang berharga

石鹸 ｻﾌﾞｰﾝ

soap sabun

歯ブラシ ｼｶﾄ ｷﾞｷﾞ

toothbrush sikat gigi

歯磨き粉 ﾊﾟｽﾀ ｷﾞｷﾞ

toothpaste pasta gigi

シャンプー ｼｬﾑﾌﾟｰ

shampoo shampoo

トイレットペーパー ﾃｨｽｰ

toilet paper tisu

髭剃り ｼﾚﾄ

razor blades silet

ホテル・宿泊３

Hotel & Accommodation 3
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お奨めのレストランはありますか？ ﾋﾞｻ ｱﾝﾀﾞ ﾚｺﾒﾝﾀﾞｼｶﾝ ﾚｽﾄﾗﾝ?

Can you recommend a restaurant? Bisa Anda rekomendasikan restoran?

･･･をお願いします。 ｻﾔ ﾐﾝﾀ …

I would like… , please. Saya minta …

･･･人テーブル ﾒｼﾞｬ ｳﾝﾄｩｰｸ … ｵﾗﾝ

table for … meja untuk … orang

禁煙席 ﾔﾝ ﾍﾞｶﾞｽ ｱｻﾌﾟ ﾛｺｸ

nonsmoking area yang bebas asap rokok

メニュー ﾀﾞﾌﾀｰ ﾏｶﾅﾝ

menu daftar makanan

飲み物リスト ﾀﾞﾌﾀｰ ﾐﾇｰﾏﾝ

drink list daftar minuman

その皿 ﾋﾀﾞﾝｶﾞﾝ ｲﾄｩ

that dish hidangan itu

会計 ｸｰｲﾀﾝｼ

bill kuitansi

朝食 ｻﾗﾊﾟﾝ

breakfast sarapan

昼食 ﾏｶﾝ ｼｱﾝ

lunch makan siang

夕食 ﾏｶﾝ ﾏﾗﾑ

dinner makan malam

軽食 ﾏｶﾅﾝ ｹﾁﾙ

snack makanan kecil

ミネラル・ウォーター ｴｱ ﾐﾈﾗﾙ

mineral water air mineral

コーヒー ｺﾋﾟ

coffee kopi

紅茶 ﾃ

tea the

ソフトドリンク ﾐﾇﾏﾝ ﾘﾝｶﾞﾝ

soft drink minuman ringan

ビール ﾋﾞｱ

beer bir

ワイン ｱﾝｸﾞｰﾙ

wine anggur

レストラン・食事１

Restaurant & Eating 1
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何がお奨めですか？ ｱﾊﾟ ﾔﾝ ｱﾝﾀﾞ ﾚｺﾒﾝﾀﾞｽｷｱﾝ?

What would you recommend? Apa yang Anda rekomendaskian?

何にしますか？ ｱﾝﾀﾞ ﾓｳ ｱﾊﾟ?

What would you like? Anda mau apa?

私は･･･にします。 ｻﾔ ﾓｳ …

I will have … Saya mau …

ヴェジタリアンフードはありますか？ ｱﾝﾀﾞ ﾌﾟｰﾆｬ ﾏｻｶﾝ ｸｰｽｰｽ ｳﾝﾄｩｰｸ ｳﾞｪｼﾞﾀﾘｱﾝ?

Do you have vegetarian food? Anda punya masakan khusus untuk vegetarian?

･･･を抜いてもらえますか？ ﾋﾞｻ ｱﾝﾀﾞ ｼｱﾌﾟｶﾝ ﾏｶﾅﾝ ﾀﾝﾊﾟ … ?

Could you prepare a meal without …? Bisa Anda siapkan makanan tanpa … ?

私は･･･のアレルギーです。 ｻﾔ ｱﾚﾙｷﾞ ﾃﾙﾊﾀﾞｯﾌﾟ …

I am allergic to … Saya alergi terhadap …

バター ﾒﾝﾃｶﾞ

butter mentega

玉子 ﾃﾙｰ

eggs telur

魚 ｲｶﾝ

fish ikan

肉 ﾀﾞｼﾞﾝ

meat daging

乾杯！ ﾍﾞﾙｽﾗﾝ!

Cheers! Bersulang!

これは何ですか？ ｲﾄｩ ｱﾊﾟ?

What is that? Itu apa?

幾らですか？ ﾊﾙｶﾞﾆｬ ﾍﾞﾗﾊﾟ?

How much is it? Harganya berapa?

十分です。 ﾁｭｰｸｰﾌﾟ

Enough. Cukup.

もう少し。 ｾﾃﾞｨｷｯﾄ ﾗｼﾞ

A bit more. Sedikit lagi.

レストラン・食事２
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■駅で･･･

切符はどこで買えますか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ ｻﾔ ﾋﾞｻ ﾍﾞﾘ ﾃｨｹｯﾄ?

Where can I buy a ticket? Di mana saya bisa beli tiket?

予約が必要ですか？ ﾊﾙｰｽ ﾍﾟｻﾝ ﾚﾋﾞｰ ﾄﾞｩｰﾙｰ?

Do I need a book? Harus pesan lebih dulu?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ｻﾄｩｰ ﾃｨｹｯﾄ …

One ticket to … , please. Satu tiket …

この切符を･･･してください。 ﾄﾛﾝ ｻﾔ ﾓｳ … ﾃｨｹｯﾄ ｻﾔ

I would like to … my ticket. Tolong, saya mau … tiket saya.

キャンセル ﾊﾞﾀﾙｶﾝ

cancel batalkan

変更 ｶﾞﾝﾃｨ

change ganti

確認 ｺﾝﾌｨﾙﾏｼ

confirm konfirmasi

禁煙席をお願いします。 ｻﾔ ﾓｳ ﾃﾑﾊﾟｯﾄ ﾄﾞｩｰﾄﾞｩｰｸ ﾃﾞｨ ﾙｱﾝ ﾔﾝ ﾍﾞﾊﾞｽ ｱｻﾌﾟ ﾛｺｸ

Nonsmoking seat, please. Saya mau tempat duduk di ruang yang bebas asap rokok.

喫煙席をお願いします。 ｻﾔ ﾓｳ ﾃﾑﾊﾟｯﾄ ﾄﾞｩｰﾄﾞｩｰｸ ﾃﾞｨ ﾙｱﾝ ﾔﾝ ﾍﾞﾚｰ ﾒﾛｺｸ

Smoking seat, please. Saya mau tempat duduk di ruang yang beleh merokok.

幾らですか？ ｵﾝｺｽﾆｬ ﾍﾞﾗﾊﾟ?

How much is it? Ongkosnya berapa?

どれくらい時間が掛かりますか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ ﾗﾏ ﾍﾟﾙｼﾞｬﾗﾅﾝﾆｬ?

How long does the trip take? Berapa lama perjalanannya?

直行便ですか？ ｲﾆ ﾙｰﾃ ﾗﾝｽｰﾝ?

Is it a direct route? Ini rute langsung?

エアコンは付いていますか？ ｱﾀﾞ ｴｰｼｰ?

Is there air conditioning? Ada AC?

トイレは付いていますか？ ｱﾀﾞ ｶﾏﾙ ｹﾁﾙ?

Is there toilet? Ada kamar kechil?

私の荷物が･･･ました。 ﾊﾞｶﾞｼ ｻﾔ …

My luggage has been … Bagasi saya … 

破損し ﾙｰｻｸ

damaged rusak

紛失し ﾋﾗﾝ

lost hilang

盗まれ ﾃﾞｨﾁｭｰﾘ

stolen dicuri

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ … ?

Where is the … ? Di mana … ?

到着ゲート ｹﾀﾞﾀﾝｶﾞﾝ

arrivals gate kedatangan

出発ゲート ｹﾍﾞﾗﾝｶﾀﾝ

departure gate keberangkatan

この･･･は(　　　)行きですか？ ｲﾆ … ﾔﾝ ｹ (         )?

Is this … to (      ) ? Ini … yang ke (          )?

列車 ｹﾗﾀ ｱﾋﾟ

train kerata api

バス ﾋﾞｽ

bus bis

飛行機 ﾍﾟｻﾜｯﾄ

plane pesawat

船 ｶﾊﾟﾙ

boat kapal

･･･のバスはいつですか？ ｼﾞｬﾑ ﾍﾞﾗﾊﾟ ﾋﾞｽ … ?

When the … bus? Jam berapa bis … ?

始発 ﾍﾟﾙﾀﾏ

first pertama

最終 ﾃﾗｷｰﾙ

last terakhir

次 ﾔﾝ ﾍﾞﾘｸｰﾄﾆｬ

next yang berikutnya

出発時間はいつですか？ ｼﾞｬﾑ ﾍﾞﾗﾊﾟ ﾍﾞﾗﾝｶｯﾄ?

What time does it leave? Jam berapa berangkat?

これは何駅ですか？ ｲﾆ ｽﾀｼｳｰﾝ ｱﾊﾟ?

What station is this? Ini stasiun apa?

･･･には停まりますか？ ﾋﾞｽﾆｬ ﾍﾞﾙﾍﾝﾃｨ ﾃﾞｨ … ?

Does it stop at …? Bisnya berhenti di … ?

ここにどれくらい停まりますか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ ﾗﾏ ﾍﾞﾙﾍﾝﾃｨ ﾃﾞｨ ｼﾆ?

How long do we stop here? Berapa lama berhenti di sini?

この座席は空いていますか？ ﾃﾑﾊﾟﾄ ﾄﾞｩｰﾄﾞｩｰｸ ｲﾆ ﾏｼｰ ｺｿﾝ?

Is this seat available? Tempat duduk ini masih kosong?

移動・交通２

Transport 2
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■タクシーで･･･

･･･まで幾らですか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ ｵﾝｺｽﾆｬ ｶﾗｳｰ ｻﾑﾊﾟｲ … ?

How much is it to … ? Berapa ongkosnya kalau sampai … ?

メーターを使ってください。 ﾄﾛﾝ ﾊﾟｶｲ ｱﾙｺﾞ

Please put the meter on. Tolong, pakai argo.

この住所まで行ってください。 ﾄﾛﾝ ｱﾝﾀｰ ｻﾔ ｹ ｱﾗﾏｯﾄ ｲﾆ

Please take me to this address. Tolong antar saya ke alamat ini.

スピードを落としてください。 ﾄﾛﾝ ﾚﾋﾞｰ ﾍﾟﾗﾝ

Please slow down. Tolong lebih pelan.

ここで停まってください。 ﾄﾛﾝ ﾍﾞﾚｰﾝﾃｨ ﾃﾞｨ ｼﾆ

Please stop here. Tolong berhenti di sini.

ここで待っていてください。 ﾄﾛﾝ ﾄｩｰﾝｸﾞｰ ｼﾆ

Please wait here. Tolong tunggu di sini.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ｲﾆ ｼﾞｬﾗﾝ ｹ … ?

Is this the road to …? Ini jalan ke … ?

地図で示していただけますか？ ﾋﾞｻ ﾄｩｰﾝｼﾞｭｰｶﾝ ｹﾊﾟﾀﾞ ｻﾔ ﾃﾞｨ ﾍﾟﾀ?

Can you show me on the map? Bisa tunjukkan kepada saya di peta?

住所はどこですか？ ｱﾊﾟ ｱﾗﾏﾄﾆｬ?

What is the address? Apa alamatnya?

距離はどれくらいですか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ ｼﾞｬｳｰ ﾀﾞﾘ ｼﾆ?

How far is it? Berapa jauh dari sini?

どうやって行くのですか？ ﾊﾞｶﾞｲﾏﾅ ﾁｬﾗ ｹ ｻﾅ?

How do I get there? Bagaimana cara ke sana?

東 ﾃｨﾑｰﾙ

east timur

西 ﾊﾞﾗﾄ

west barat

南 ｾﾗﾀﾝ

south selatan

北 ｳｰﾀﾗ

north utara

移動・交通３
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･･･です。 ｲﾄｩ …

It is … Itu …

ここ ﾃﾞｨ ｼﾆ

here di sini

あそこ ﾃﾞｨ ｻﾅ

there di sana

近い ﾃﾞｶﾄ

near dekat

遠い ｼﾞｬｳｰ

far jauh

･･･の前 ﾃﾞｨ ﾃﾞﾊﾟﾝ …

in front of… di depan …

･･･の後 ﾃﾞｨ ﾍﾞﾗｶﾝ …

behind… di belakang …

･･･の隣り ﾃﾞｨ ｻﾑﾋﾟﾝ …

next to… di samping …

･･･の反対 ﾃﾞｨ ｾﾍﾞﾗﾝ …

opposite… di seberang …

･･･に曲がって ﾍﾞﾛｸ …

Turn… Belok …

右 ｶﾅﾝ

right kanan

左 ｷﾘ

left kiri

･･･で ﾅｲｸ …

By… Naik …

バス ﾋﾞｽ

bus bis

電車 ｹﾗﾀ ｱﾋﾟ

train kereta api

タクシー ﾀｸｼ

taxi taksi

移動・交通４

Transport 4



23

インターネットカフェはどこですか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ ﾜｰﾈｯﾄ ﾔﾝ ﾃﾙﾃﾞｶｯﾄ?

Where is the local internet cafe? Di mana warnet yang terdekat?

一時間で幾らですか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ ｻﾄｩ ｼﾞｬﾑ?

How much is it per hour? Berapa satu jam?

･･･したい。 ｻﾔ ﾓｳ …

I would like to… Saya mau …

メールの確認 ﾁｪｸ ｲｰﾒｲﾙ

check my email cek email

インターネットに接続 ﾊﾟｶｲ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

get internet access pakai internet

プリンタを使用 ﾊﾟｶｲ ﾌﾟﾘﾝﾀｰ

use a printer pakai printer

スキャナを使用 ﾊﾟｶｲ ｽｷｬﾅｰ

use a scanner pakai scanner

携帯電話をレンタルしてください。 ｻﾔ ﾓｳ ｾﾜ ﾊﾍﾟ

I would like a mobile phone for hire. Saya mau sewa HP

SIMカードをください。 ｻﾔ ﾓｳ ｼﾑ ｶｰﾄﾞ ｳﾝﾄｩｰｸ ﾈｯﾄﾜｰｸ ｱﾝﾀﾞ

I would like a SIM card. Saya mau SIM kard untuk network Anda.

料金はいくらですか？ ﾀﾘﾌﾆｬ ﾍﾞﾗﾊﾟ?

What are the rate? Tarifnya berapa?

あなたの電話番号は？ ｱﾊﾟ ﾉﾓﾙ ﾃﾙﾎﾟﾝ ｱﾝﾀﾞ?

What is your phone number? Apa nomor telpon Anda?

番号は･･･です。 ﾉﾓﾙﾆｬ …

The number is … Nomornya …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ ﾎﾞｸｽ ﾃﾙﾎﾟﾝ ｳﾑｰﾑ ﾔﾝ ﾃﾙﾃﾞｶｯﾄ?

Where is the nearest public phone? Di mana boks telpon umum yang terdekat?

テレフォンカードをください。 ｻﾔ ﾓｳ ﾍﾞﾘ ｶﾙﾄｩ ﾃﾙﾎﾟﾝ

I would like to buy a phone card. Saya mau beli kartu telpon.

･･･に電話したい。 ｻﾔ ﾓｳ ﾒﾈﾙﾎﾟﾝ …

I want to call … Saya mau menelpon …

一分で幾らですか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ ﾋﾞｱﾔﾆｬ ﾃﾙﾎﾟﾝ ﾊﾟｰ ﾐﾆｯﾄ?

How much is it per minute? Berapa biayanya telpon per menit?

インターネット・通信

Internet & Communication
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･･･はどこですか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ … ?

Where is a/an…? Di mana … ?

自動支払機 ｴｰﾃｨｰｴﾑ

ATM ATM

外貨両替所 ｶﾝﾄﾙ ﾍﾟﾇｶﾗﾝ ﾏﾀ ｳｰｱﾝ ｱｼﾝ

foreign exchange kantor penukaran mata uang asing

銀行はいつ開きますか？ ﾊﾞﾝｸ ｲﾆ ﾌﾞｰｶ ｼﾞｬﾑ ﾍﾞﾗﾊﾟ?

What time does the bank open? Bank ini buka jam berapa?

･･･したい。 ｻﾔ ﾓｳ … ?

I would like to … Saya mau … ?

･･･はどこでできますか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ ｻﾔ ﾋﾞｻ … ?

Where can I … ? Di mana saya bisa … ?

現金の両替 ﾄｩｶｰﾙ ｳｰｱﾝ

change money tukar uang

トラベラーズチェックの両替 ﾄｩｶｰﾙ ﾁｪｸ ﾍﾟﾙｼﾞｬﾗﾅﾝ

change T/C tukar cek perjalanan

現金引出し ﾒﾅﾘｸ ｳｰｱﾝ

withdraw money menarik uang

振込手続き ﾐﾝﾀ ｷｬｼｭ ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽ

arrange a transfer minta cash advance

･･･は幾らですか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ … ?

What is the … ? Berapa … ?

両替レート ｸｰｽﾆｬ

exchange rate kursnya

手数料 ﾋﾞｱﾔﾆｬ ｲﾄｩ

charge for that beayanya itu

私宛にお金は届いていますか？ ｳｰｱﾝ ｻﾔ ｽｰﾀﾞｰ ﾏｽｰｸ?

Has my money arrived? Uang saya sudah masuk?

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 ｻﾔ ﾓｳ ｷﾘﾑ …

I want to send a … Saya mau kirim …

絵葉書 ｶﾙﾄｩ ﾎﾟｽ

postcard kartu pos

手紙 ｽｰﾗﾄ

letter surat

小包 ﾊﾟｹﾄ

parcel paket

ファックス ﾌｧｸｽ

fax faks

船便 ﾋﾞｱｻ ﾎﾟｽ

sea mail biasa pos

特急便 ｷﾗﾄ ﾎﾟｽ

express mail kilat pos

･･･を買いたい。 ｻﾔ ﾓｳ ﾍﾞﾘ …

I want to buy a … Saya mau beli …

封筒 ｱﾑﾌﾟﾛﾌﾟ

envelope amplop

切手 ﾍﾟﾗﾝｺ

stamp perangko

･･･宛に航空便で送ってください。 ﾄﾛﾝ ｷﾘﾑ ﾃﾞﾝｶﾞﾝ ﾎﾟｽ ｳｰﾀﾞﾗ ｹ …

Please send it by airmail to … Tolong, kirim dengan pos udara ke …

私宛に郵便は届いていますか？ ｱﾀﾞ ｲﾘﾏﾝ ｳﾝﾄｩｰｸ ｻﾔ?

Is there any mail for me? Ada iriman untuk saya?

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ … ?

Where is a … ? Di mana … ?

銀行 ﾊﾞﾝｸ

bank bank

スーパーマーケット ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

supermarket supermarket

デパート ﾄｺ ｾﾙﾊﾞｰﾀﾞ

department store toko serbaada

書店 ﾄｺ ﾌﾞｰｸｰ

book store toko buku

･･･はどこで買えますか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ ｻﾔ ﾋﾞｻ ﾍﾞﾘ … ?

Where can I buy … ? Di mana saya bisa beli … ?

･･･を買いたい。 ｻﾔ ﾓｳ ﾍﾞﾘ …

I would like to buy … Saya mau beli …

他にはありませんか？ ｱﾀﾞ ﾔﾝ ﾗｲﾝ?

Do you have any others? Ada yang lain?

保証は付きますか？ ｱﾀﾞ ｶﾞﾗﾝｼﾆｬ?

Does it have a guarantee? Ada garansinya?

不良品です。 ｲﾆ ﾙｰｻｸ

It is faulty. Ini rusak.

･･･をお願いします。 ｻﾔ ﾓｳ …

I would like … , please. Saya mau …

返金 ｳｰｱﾝ ｻﾔ ｹﾑﾊﾞﾘ

to refund uang saya kembali

返品 ｹﾑﾊﾞﾘｶﾝ ｲﾆ

to return kembalikan ini

袋 ﾀｽ

a bag tas

買物１

Shopping 1
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試着していいですか？ ﾎﾞﾚｰ ｻﾔ ﾁｮﾊﾞ?

Can I try it on? Boleh saya coba?

サイズが合いません。 ﾃｨﾀﾞｸ ﾊﾟｽ

It does not fit. Tidak pas.

小 ｹﾁﾙ

small kecil

中 ｾﾀﾞﾝ

medium sedang

大 ﾍﾞｻﾙ

large besar

幾らですか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ ﾊﾙｶﾞﾆｬ?

How much is it? Berapa harganya?

値段を書いてもらえますか？ ﾋﾞｻ ﾄｩﾘｽ ﾍﾞﾗﾊﾟ ﾊﾙｶﾞﾆｬ?

Can you write down the price? Bisa tulis berapa harganya?

高すぎます。 ｲﾄｩ ﾃﾗﾙ ﾏﾊﾙ

That is too expensive. Itu terlalu mahal.

勘定に間違いがあります。 ｱﾀﾞ ﾔﾝ ｻﾗｰ ﾃﾞｨ ﾎﾞﾝﾆｬ

There is mistake in the bill. Ada yang salah di bonnya.

･･･で支払えますか？ ｱﾝﾀﾞ ﾒﾈﾘﾏ … ?

Do you accept … ? Anda menerima … ?

クレジットカード ｶﾙﾄｩ ｸﾚﾃﾞｨﾄ

credit card kartu kredit

キャッシュカード ﾃﾞﾋﾞﾄ ｶｰﾄﾞ

debit card debit card

トラベラーズチェック ﾁｪｸ ﾍﾟﾙｼﾞｬﾗﾅﾝ

T/C cek perjalanan

･･･をください。 ｻﾔ ﾓｳ …

I would like … , please. Saya mau …

お釣り ｳｰｱﾝ ｹﾑﾊﾞﾘｱﾝ ｻﾔ

my change uang kembalian saya

領収書 ｸｲﾀﾝｼ

receipt kuitansi

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ｱﾝﾀﾞ ｽｰｶ … ?

Do you like …? Anda suka … ?

･･･が好きです。 ｻﾔ ｽｰｶ …

I like … Saya suka …

芸術 ｾﾆ

art seni

スポーツ ｵﾗｰﾗｶﾞ

sports olahraga

ダンス ﾒﾅﾘ

dance menari

映画 ﾋﾞｵｽｺﾌﾟ

movies bioskop

旅行 ｼﾞｬﾗﾝ ｼﾞｬﾗﾝ

travel jalan-jalan

料理 ﾏｻｸ

cooking masak

読書 ﾒﾑﾊﾞﾁｬ

reading membaca

･･･はどこですか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ ｻﾔ ﾀﾞﾊﾟﾄ … ?

Where can I find … ? Di mana saya dapat … ?

クラブ ｸﾗﾌﾞ

clubs klub

パブ ﾃﾑﾊﾟﾄ ﾐﾇｰﾑ

pubs tempat minum

カフェ ｶﾌｪ

cafe kafe

･･･に行きたい。 ｻﾔ ｲﾝｼﾞﾝ ｹ …

I feel like going to … Saya ingin ke …

パーティ ﾍﾟｽﾀ

party pesta

コンサート ｺﾝｾﾙ

concert konser

映画 ﾋﾞｵｽｺﾌﾟ

movie bioskop

舞台 ﾍﾟﾙﾄｩｰﾝｼﾞｭｰｶﾝ

stage pertunjukan

博物館 ﾑｰｼﾞｳｰﾑ

museum musium

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ｼﾞｬﾑ ﾍﾞﾗﾊﾟ ﾌﾞｰｶ?

What time does it open? Jam berapa buka?

閉館は何時ですか？ ｼﾞｬﾑ ﾍﾞﾗﾊﾟ ﾄｩｰﾄｩｰﾌﾟ?

What time does it close? Jam berapa tutup?

入場料は幾らですか？ ｵﾝｺｽ ﾏｽｰｸ ﾍﾞﾗﾊﾟ?

What is the admission charge? Ongkos masuk berapa?

･･･割引はありますか？ ｱﾀﾞ ﾃﾞｨｽｺﾝ ｳﾝﾄｩｰｸ … ?

Is there discount for … ? Ada diskon untuk … ?

学生 ﾏﾊｼｽﾜ

students mahasiswa

子供 ｱﾅｸ

children anak

･･･が欲しい。 ｻﾔ ﾐﾝﾀ …

I would like to … Saya minta …

ガイド ﾍﾟﾏﾝﾄﾞｩｰ

guide pemandu

地図 ﾍﾟﾀ

map peta

カタログ ｶﾀﾛｸﾞ

catalogue katalog

･･･を観たい。 ｻﾔ ﾓｳ ﾘﾊﾄ …

I would like to see … Saya mau lihat …

あれは何ですか？ ｱﾊﾟ ｲﾄｩ?

What is that? Apa itu?

写真を撮ってもいいですか？ ﾎﾞﾚｰ ｻﾔ ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ?

Can we take photos? Boleh saya potret?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ｶﾊﾟﾝ ﾄｩｰｱ ﾔﾝ ﾍﾞﾘｸ-ﾄﾆｬ

When is the next tour? Kapan tour yang berikutnya?

･･･は含まれていますか？ ﾃﾙﾏｽｰｸ … ?

Is … included? Termasuk … ?

入場料 ﾏｽｰｸ

admission masuk

交通費 ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾀｼ

transport transportasi

食費 ﾏｶﾅﾝ

food makanan

宿泊費 ｵﾝｺｽ ﾒﾝｷﾞﾅｯﾌﾟ

accommodation ongkos menginap

ツアーはどれくらいの長さですか？ ﾍﾞﾗﾊﾟ ﾗﾏ ﾄｩｰﾙﾆｬ?

How long is the tour? Berapa lama tournya?

何時ごろ戻りますか？ ｼﾞｬﾑ ﾍﾞﾗﾊﾟ ｶﾐ ﾊﾙｰｽ ｹﾑﾊﾞﾘ?

What time should we be back? Jam berapa kami harus kembali?

観光３

Sightseeing 3



31

警察署はどこですか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ ｱﾀﾞ ﾎﾟｽ ﾎﾟﾘｼ?

Where is the police station? Di mana ada pos polisi?

被害届を出したい。 ｻﾔ ﾓｳ ﾗﾎﾟﾙ ｹｼﾞｬﾊﾀﾝ

I want to report an offense. Saya mau lapor kejahatan.

･･･を紛失しました。 … ｻﾔ ﾋﾗﾝ

I have lost my … … saya hilang.

･･･を盗まれました。 … ｻﾔ ﾃﾞｨﾁｭｰﾘ

My … was stolen. … saya dicuri.

鞄 ﾀｽ

bag Tas

財布 ﾄﾞﾑﾍﾟｯﾄ

wallet Dompet

お金 ｳｰｱﾝ

money Uang

パスポート ﾊﾟｽﾎﾟﾙ

passport Paspor

クレジットカード ｶﾙﾄｩ ｸﾚﾃﾞｨﾄ

credit card Kartu kredit

トラベラーズチェック ﾁｪｸ ﾍﾟﾙｼﾞｬﾗﾅﾝ

T/C Cek perjalanan

･･･されました。 ｻﾔ …

I have been … Saya …

暴行 ﾃﾞｨｾﾗﾝ

assaulted diserang

強盗 ﾃﾞｨﾗﾑﾎﾟｸ

robbed dirampok

大使館と連絡を取りたい。 ｻﾔ ﾓｳ ﾌｰﾌﾞｰﾝｷﾞ ｹﾄﾞｩｰﾗｰﾝ ｻﾔ

I want to contact my embassy. Saya mau hubungi keduraan saya.

領事館と連絡を取りたい。 ｻﾔ ﾓｳ ﾌｰﾌﾞｰﾝｷﾞ ｺﾝｽｰﾗｯﾄ ｻﾔ

I want to contact my consulate. Saya mau hubungi konsulat saya.

保険に入っています。 ｻﾔ ﾌﾟｰﾆｬ ｱｽｰﾗﾝｼ

I have an insurance. Saya punya asuransi.

警察

Police
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最寄りの･･･はどこですか？ ﾃﾞｨ ﾏﾅ … ﾔﾝ ﾃﾙﾃﾞｶｯﾄ?

Where is the nearest … ? Di mana … yang terdekat?

病院 ﾙｰﾏｰ ｻｷｯﾄ

hospital rumah sakit

医者 ﾄﾞｸﾀｰ

doctor dokter

歯医者 ﾄﾞｸﾀｰ ｷﾞｷﾞ

dentist dokter gigi

薬局 ｱﾎﾟﾃｯｸ

pharmacist apotek

医者にかかりたい。 ｻﾔ ﾍﾟﾙﾙｰ ﾄﾞｸﾀｰ

I need a doctor. Saya perlu dokter.

女性の医師に診てほしい。 ﾎﾞﾚｰ ｻﾔ ﾍﾟﾙﾙ ﾄﾞｸﾀｰ ﾔﾝ ﾍﾟﾚﾑﾌﾟｰｱﾝ?

Could I see a female doctor? Boleh saya perlu dokter yang perempuan?

薬を切らしてしまいました。 ｵﾊﾞｯﾄ ｻﾔ ﾊﾋﾞｽ

I have run out of my medication. Obat saya habis.

具合が悪いです。 ｻﾔ ｻｷｯﾄ

I am sick. Saya sakit.

ここが痛いです。 ｻｷｯﾄ ﾃﾞｨ ｼﾆ

It hurts here. Sakit di sini.

･･･があります。 ｻﾔ ﾌﾟｰﾆｬ …

I have a … Saya punya …

咳 ﾊﾞﾄｩｰｸ

cough batuk

痰 ｻｷｯﾄ ﾃﾝｺﾞﾛｶﾝ

sore throat sakit tenggorokan

熱 ﾃﾞﾏﾑ

fever demam

頭痛 ｻｷｯﾄ ｹﾊﾟﾗ

headache sakit kepala

痛み ﾍﾟﾗｻｰﾝ ｻｷｯﾄ

pain perasaan sakit

･･･にアレルギーがあります。 ｻﾔ ｱﾚﾙｷﾞ ﾃﾙﾊﾀﾞｯﾌﾟ …

I am allergic to … Saya alergi terhadap …

病院１

Hospital 1
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頭 ｹﾊﾟﾗ

head kepala

目 ﾏﾀ

eye mata

耳 ﾃﾘﾝｶﾞ

ear telinga

鼻 ﾋﾄﾞｩｰﾝ

nose hidung

口 ﾑｰﾙｰﾄ

mouth mulut

歯 ｷﾞｷﾞ

teeth gigi

喉 ﾃﾝｺﾞﾛｶﾝ

throat tenggorokan

首 ﾗﾍｰﾙ

neck leher

腕 ﾚﾝｶﾞﾝ

arm lengan

手 ﾀﾝｶﾞﾝ

hand tangan

指 ｼﾞｬﾘ

finger jari

足 ｶｷ

leg kaki

胸 ﾀﾞﾀﾞ

chest dada

背中 ﾌﾟｰﾝｸﾞｰﾝ

back punggung

胃 ﾍﾟﾙｰﾄ

stomach perut

肌 ｸｰﾘﾄ

skin kulit

病院２

Hospital 2
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解熱鎮痛剤 ｱｽﾋﾟﾘﾝ

aspirin aspirin

抗生物質 ｱﾝﾃｨﾋﾞｵﾃｨｯｸ

antibiotics antibiotik

下痢止め ｵﾊﾞﾄ ﾒﾝﾁｭﾚｯﾄ

diarrhea medicine obat mencret

緩下剤 ｵﾊﾞﾄ ﾍﾟﾝﾁｬﾊｰﾙ

laxatives obat pencahar

睡眠薬 ｵﾊﾞｯﾄ ﾃｨﾄﾞｩｰﾙ

sleeping tablets obat tidur

痛み止め ﾍﾟﾅﾜｰﾙ ｻｷｯﾄ

painkillers penawar sakit

包帯 ﾍﾟﾑﾊﾞﾙｰﾄ

bandage pembalut

消毒薬 ｱﾝﾃｨｾﾌﾟﾃｨｸ

antiseptic antiseptik

コンドーム ｺﾝﾄﾞﾑ

condoms kondom

経口避妊薬 ｺﾝﾄﾗｾﾌﾟｼ

contraceptive kontrasepsi

ぜん息 ｱｽﾏ

asthma asma

気管支炎 ﾌﾞﾛﾝｸﾋﾃｨｽ

bronchitis bronkhitis

便秘 ｾﾑﾍﾞﾘｯﾄ

constipation sembelit

吐き気 ﾑｰｱﾙ

nauseous mual

病院３

Hospital 3


