FA現場フレーズ集
Koleksi ungkapan yang digunakan di lokasi FA.

日本語→インドネシア語
Bahasa Jepang → Bahasa Indonesia

FA 現場ですぐに使えるフレーズ 138 例について
日本語・インドネシア語対訳を収録しております。
Ini merupakan koleksi 138 ungkapan yang umum digunakan di ruang produksi.
Terjemahan bahasa Jepang dan Indonesia ditampilkan antar sisi.

注意事項
Poin yang harus diingat

文章構成や状況により、文章や単語の翻訳が異なる可能性があります。
本フレーズ集に収録している文章や単語は参考用とし、ご活用の際は
ご注意ください。
Kalimat atau kata mungkin saja diterjemahkan berbeda, tergantung struktur
kalimat dan situasinya.
Kalimat dan kata yang dihimpun dalam koleksi ini harus digunakan sebagai
referensi. Harap berhati-hati saat menggunakannya secara aktual.

FA現場フレーズ集（インドネシア語）
Koleksi ungkapan yang digunakan di lokasi FA (Bahasa Indonesia)
コレクシ ウンカパン ヤン ディグナカン ディ ロカシ エフ ア（バハサ インドネシア)
アドゥガン

バハサ ジュパン

バハサ インドネシア

場面
Adegan

日本語
Bahasa Jepang

インドネシア語
Bahasa Indonesia

ﾀﾞｻﾙ

hai

ﾔ

基本編

はい

Dasar

hai, sou desu

Ya.
ﾔ､ ﾌﾞﾅﾙ
Ya, benar.
ﾃｨﾀﾞｯ
Tidak.
ﾃｨﾀﾞｯ､ｲﾄｩ ｻﾗｰ
Tidak, itu salah.
～
~?
ｻﾔ ﾌﾟﾆｬ
Saya punya.
ｻﾔ ﾃｨﾀﾞｯ ﾌﾟﾆｬ
Saya tidak punya.
ﾊﾞｸﾞｽ
Bagus.
ﾃｨﾀﾞｯ ﾊﾞｸﾞｽ
Tidak bagus.
ﾃｨﾀﾞｯ ｱﾊﾟｱﾊﾟ
Tidak apa-apa.
ﾃｨﾀﾞｯ ｱﾀﾞ ﾏｻﾗｰ
Tidak ada masalah.
ｲﾄｩ ﾊﾆｬ ｸﾌﾞﾄｩﾗﾝ
Itu hanya kebetulan.
ﾎﾞﾚｰｶｰ ｻﾔ ～
Bolehkah saya ~?
ﾔ､ ﾎﾞﾚｰ
Ya, boleh
ﾃｨﾀﾞｯ､ ｲﾄｩ ﾃｨﾀﾞｯ ﾎﾞﾚｰ
Tidak, itu tidak boleh.
ｻﾔ ﾋﾞｻ
Saya bisa.
ｻﾔ ﾃｨﾀﾞｯ ﾋﾞｻ
Saya tidak bisa.
ｱﾝﾀﾞ ﾌﾞｸﾙｼﾞｬ ﾄﾞｩﾝｶﾞﾝ ﾊﾞｲｯ
Anda bekerja dengan baik.
ﾑﾀﾞｰ
Mudah.
ｽｻｰ
Susah.
ｱﾊﾟｶｰ ｱﾝﾀﾞ ﾑﾝｸﾞﾙﾃｨ
Apakah anda mengerti?
ｻﾔ ﾑﾝｸﾞﾙﾃｨ
Saya mengerti.
ｻﾔ ﾃｨﾀﾞｯ ﾑﾝｸﾞﾙﾃｨ
Saya tidak mengerti.
ｻﾔ ﾀｳ
Saya tahu.
ｻﾔ ﾃｨﾀﾞｯ ﾀｳ
Saya tidak tahu.
ｱﾊﾟ ｲﾆ
Apa ini?
ｸﾅﾊﾟ
Kenapa?
ﾊﾞｶﾞｲﾏﾅ
Bagaimana?
ｶﾊﾟﾝ
Kapan?

はい、そうです。
iie

いいえ。
iie, sou dewa arimasen / chigaimasu

いいえ、そうではありません。/ 違います。
～desu ka

～ですか？
arimasu

あります。
arimasen

ありません。
ii desu

良いです。
yoku arimasen

良くありません。
daijoubu desu

大丈夫です。
mondai arimasen

問題ありません。
yokatta desu ne(kou un desu ne)

良かったですね（幸運ですね）。
～shitemo ii desu ka

～してもいいですか？
ii desu yo

いいですよ。<許容>
damedesu

だめです。<拒否>
dekimasu

できます。
dekimasen

できません。
yoku dekimashita ne (jouzu desu ne)

よくできましたね(上手ですね)。
kantan desu

簡単です。
muzukashii desu

難しいです。
wakarimashita ka

分かりましたか？
wakarimashita

分かりました。
wakarimasen

分かりません。
shitte imasu

知っています。
shirimasen

知りません。
kore wa nan desu ka

これは何ですか？
naze desu ka

なぜですか？
dono you ni

どのように？
itsu desu ka

いつですか？
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ﾃﾞｨ ﾏﾅ
Di mana?
dore desu ka
ﾔﾝ ﾏﾅ
Yang mana?
どれですか？
dare desu ka
ｼｱﾊﾟ
Siapa?
誰ですか？
ohayou gozaimasu
ｽﾗﾏｯ ﾊﾟｷﾞ
Selamat pagi.
おはようございます。
konnichiwa
ﾊﾛ
Halo.
こんにちは。
o genki desu ka
ｱﾊﾟ ｶﾊﾞﾙ
Apa kabar?
お元気ですか？
dou deshita ka
ﾊﾞｶﾞｲﾏﾅ ﾀﾃﾞｨ ～
Bagaimana tadi ~?
どうでしたか。(状況確認)
dou shimashita ka / nani ka okorimashita ka
ｱﾊﾟ ﾔﾝ ｻﾗｰ
どうしましたか？/何か起こりましたか？(具合を尋ねるとき) Apa yang salah?
moshimoshi, wayan-san o onegai shimasu
ﾊﾛ｡ ﾋﾞｻ ﾌﾞﾙﾋﾞﾁｬﾗ ﾄﾞｩﾝｶﾞﾝ ﾊﾟｯ ﾜﾔﾝ
Halo. Bisa berbicara dengan Pak Wayang?
もしもし。ワヤンさんをお願いします。
arigatou
ﾄｩﾘﾏｶｼｰ
Terima kasih.
ありがとう。
gomennasai
ﾏｱﾌ
Maaf.
ごめんなさい。
sayounara
ｽﾗﾏｯ ﾃｨﾝｶﾞﾙ
Selamat tinggal.
さようなら。
hajimemashite
ｽﾅﾝ ﾌﾞﾙﾄｩﾑ ｱﾝﾀﾞ
Senang bertemu Anda.
はじめまして。
watashi no namae wa nakamura desu
ﾅﾏ ｻﾔ ﾅｶﾑﾗ
Nama saya Nakamura.
私の名前は中村です。
anata no onamae o oshiete kudasai
ﾎﾞﾚｰ ｻﾔ ﾀﾆｬ ﾅﾏ ｱﾝﾀﾞ
Boleh saya tanya nama Anda?
あなたのお名前を教えて下さい。
watashi wa nihon no toukyou kara kimashita
ｻﾔ ﾀﾞﾘ ﾄｷｮ､ｼﾞｭﾊﾟﾝ
Saya dari Tokyo, Jepang.
私は日本の東京から来ました。
watashi wa dokushin desu / watashi ha kekkon shiteimasu ｻﾔ ﾌﾞﾙﾑ ﾑﾆｶｰ/ ｻﾔ ｽﾀﾞｰ ﾑﾆｶｰ
Saya belum menikah/Saya sudah menikah.
私は独身です。 / 私は結婚しています。
Indoneshia o houmon shita no wa konkai ga hajimete desu ｲﾆ ｸﾝｼﾞｭﾝｶﾞﾝ ﾌﾟﾙﾀﾏ ｻﾔ ｸ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱを訪問したのは今回が初めてです。 Ini kunjungan pertama saya ke Indonesia.
Indoneshiago wa sukoshi dake hanasemasu
ｻﾔ ﾊﾆｬ ﾋﾞｻ ｽﾃﾞｨｷｯ ﾊﾞﾊｻ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
Saya hanya bisa sedikit bahasa Indonesia.
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語は少しだけ話せます。
tsuuyaku o onegaishimasu
ﾋﾞｻｶｰ ｱﾝﾀﾞ ﾑﾇﾙｼﾞｭﾏｰｶﾝ
Bisakah Anda menerjemahkan?
通訳をお願いします。
nihon dewa denki sekkei o tantou shite imashita
ｻﾔ ﾌﾟﾅﾝｸﾞﾝ ｼﾞｬﾜﾌﾞ ﾃﾞｻｲﾝ ﾘｽﾄﾘｯ ﾃﾞｨ ｼﾞｭﾊﾟﾝ
Saya penanggung jawab desain listrik di Jepang.
日本では電気設計を担当していました。
yoroshiku onegaishimasu
ｽﾅﾝ ﾌﾞﾙﾄｩﾑ ｱﾝﾀﾞ｡/ ﾓﾎﾝ ｸﾙｼﾞｬｻﾏﾆｬ
Senang bertemu Anda. / Mohon kerjasamanya.
よろしくお願いします。
kono souchi no sekkeizu o mite kudasai
ﾄﾛﾝ ﾘﾊｯ ｶﾞﾝﾊﾞﾙ ﾃﾞｻｲﾝ ｳﾝﾄｩｯ ﾌﾟﾗﾝｶｯ ｲﾆ
Tolong lihat gambar desain untuk perangkat ini.
この装置の設計図を見て下さい。
anata wa san jigen kyado o tsukaemasuka
ｱﾝﾀﾞ ﾋﾞｻ ﾑﾝｸﾞﾅｶﾝ CAD( ﾁｪ ｱ ﾃﾞ) 3D(ﾃｨｶﾞ ﾃﾞｨﾒﾝｼ)
Anda bisa menggunakan CAD 3D?
あなたは3次元CADを使えますか？
buhin risuto o misete kudasai
ﾄﾛﾝ ﾄｩﾝｼﾞｭｯｶﾝ ﾀﾞﾌﾀﾙ ｺﾑﾎﾟﾈﾝ
Tolong tunjukkan daftar komponen.
部品リストを見せて下さい。
sekkei sampuru o nihon kara jisan shimashita
ｻﾔ ｽﾀﾞｰ ﾑﾝﾊﾞﾜ ｻﾝﾌﾟﾙ ﾃﾞｻｲﾝ ﾀﾞﾘ ｼﾞｭﾊﾟﾝ
Saya sudah membawa sampel desain dari Jepang.
設計サンプルを日本から持参しました。
koko no sumpou o shuusei shite kudasai
ﾄﾛﾝ ｺﾚｸｼ ﾌﾟﾝｳｸﾗﾝ ｲﾆ
Tolong koreksi pengukuran ini.
ここの寸法を修正して下さい。
kosuto daun o okonau tame ni sekkei henkou o okonaimasu ﾌﾟﾙﾊﾞﾊﾝ ﾃﾞｻｲﾝ ｱｶﾝ ﾃﾞｨﾌﾞｱｯ ｳﾝﾄｩｯ ﾑﾇﾙﾝｶﾝ ﾋﾞﾔﾔ
コストダウンを行うために設計変更を行います。 Perubahan desain akan dibuat untuk menurunkan biaya.
kono buhin wa kyoudo ga hijou ni juuyou desu
ｸｸｱﾀﾝ ｺﾑﾎﾟﾈﾝ ｲﾆ ｻﾝｶﾞｯ ﾌﾟﾝﾃｨﾝ
Kekuatan komponen ini sangat penting.
この部品は強度が非常に重要です。

ﾀﾞｻﾙ

doko desu ka

基本編

どこですか？

Dasar

ｳﾁｬﾊﾟﾝ ｻﾗﾑ

挨拶編

Ucapan salam

ﾌﾟﾙｸﾅﾗﾝ ﾃﾞｨﾘ

自己紹介編

Perkenalan diri

ﾃﾞｻｲﾝ

設計編

Desain
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ﾃﾞｻｲﾝ

shouhaisenka o kentou shimashou

設計編

省配線化を検討しましょう。

Desain

kono kadai wa watashi no hou de kentou shimasu

この課題は私のほうで検討します。
shiikensaa no radaa puroguramu o sakusei shite kudasai

シーケンサのラダープログラムを作成して下さい。
saabo no youryou o sentei shimashou

サーボの容量を選定しましょう。
mazu wa kono koutei ni tsuite torai o shite mimashou

まずはこの工程についてトライをしてみましょう。
ﾌﾟﾛﾄﾞｸｼ

buhin ga subete sorotte iru ka chekku shite kudasai

製造編

部品が全て揃っているかチェックして下さい。

Produksi

buhin ga tarinai node, souko kara toriyosete kudasai

部品が足りないので、倉庫から取り寄せて下さい。
kono buhin wa youkyuu shiyou o manzoku shite imasen

この部品は要求仕様を満足していません。
kono zairyou wa nou-nyuu meekaa ni henpin shite kudasai

この材料は納入メーカに返品して下さい。
seisan peesu o agete kudasai

生産ペースを上げて下さい。
seihin zaiko ga kajou ni natte imasu

製品在庫が過剰になっています。
raishuu kara nikkin, yakin no ni koutai sei ni shimasu

来週から日勤、夜勤の2交代制にします。
zangyou o onegaishimasu

残業をお願いします。
jidouka rain no dounyuu ga hitsuyou desu

自動化ラインの導入が必要です。
seru seisan houshiki no dounyuu o kentou simasu

セル生産方式の導入を検討します。
ｺﾝﾄﾛﾙ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ

okyakusama ga nouki o isogarete imasu

生産管理編

お客様が納期を急がれています。

Kontrol produksi

konkichuu ni nijuu paasento no seisan kouritsu koujou ga

今期中に20%の生産効率向上が
hitsuyou desu

必要です。
ashita, seisan keikaku no kaigi o kaisai shimasu

明日、生産計画の会議を開催します。
rainen kara seisan hinmoku o baizou sasemasu

来年から生産品目を倍増させます。
ketsuron toshite raigetsu ni setsubi zoukyou o okonaimasu

結論として来月に設備増強を行います。
buhin meekaa ni juyou yosoku o tsutaete kudasai

部品メーカに需要予測を伝えて下さい。

ﾏﾘ ｷﾀ ﾘﾊｯ ｶﾌﾞﾙﾆｬ
Mari kita lihat kabelnya.
ｻﾔ ｱｶﾝ ﾑﾆｭﾘﾃﾞｨｷ ﾏｻﾗｰ ｲﾆ ｽﾝﾃﾞｨﾘ
Saya akan menyelidiki masalah ini sendiri.
ﾄﾛﾝ ﾄｩﾘｽ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ladder PLC(ﾗｯﾀﾞｰ ﾋﾟ ｴﾙ ｼ)
Tolong tulis program ladder PLC.
ﾄﾛﾝ ﾋﾟﾘｰ ｶﾊﾟｼﾀｽ ｾﾙﾌｫ
Tolong pilih kapasitas servo.
ﾏﾘ ｷﾀ ﾁｮﾊﾞ ﾌﾟﾛｾｽ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ ｲﾆ ﾄﾞｩﾙ
Mari kita coba proses produksi ini dulu.
ﾄﾛﾝ ﾌﾟﾘｸｻ ｽﾑｱ ｺﾑﾎﾟﾈﾝ ﾔﾝ ﾄｩﾙｽﾃﾞｨﾔ
Tolong periksa semua komponen yang tersedia.
ｺﾑﾎﾟﾈﾝ ﾃｨﾀﾞｯ ﾁｭｸﾌﾟ､ﾄﾛﾝ ﾌﾟｻﾝ ﾀﾞﾘ ｸﾞﾀﾞﾝ
Komponen tidak cukup, tolong pesan dari gudang.
ｺﾑﾎﾟﾈﾝ ｲﾆ ﾃｨﾀﾞｯ ｽｽﾜｲ ｽﾍﾟｼﾌｨｶｼ ﾔﾝ ﾃﾞｨﾌﾟﾙﾙｶﾝ
Komponen ini tidak sesuai spesifikasi yang diperlukan.
ﾄﾛﾝ ｸﾝﾊﾞﾘｶﾝ ﾏﾃﾘｱﾙ ｲﾆ ｸ ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾆｬ
Tolong kembalikan material ini ke pabriknya.
ﾄﾛﾝ ﾅｲｯｶﾝ ﾊﾟﾁｭ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ
Tolong naikkan pacu produksi.
ﾄｩﾙﾗﾙ ﾊﾞﾆｬｯ ｽﾄｯｸ ﾊﾞﾗﾝ ｼﾞｬﾃﾞｨ
Terlalu banyak stok barang jadi.
ｻﾔ ｱｶﾝ ﾑﾝｸﾞﾊﾞｰ ｼﾌﾄ ｼｱﾝ ﾀﾞﾝ ﾏﾗﾑ ﾑﾗｲ ﾐﾝｸﾞ ﾄﾞｩﾊﾟﾝ
Saya akan mengubah shift siang dan malam mulai minggu depan.
ﾄﾛﾝ ｸﾙｼﾞｬ ﾙﾝﾌﾞﾙ
Tolong kerja lembur.
ﾐﾝﾀ ﾃﾞｨﾌﾟﾙｸﾅﾙｶﾝ ｼﾞｬﾙﾙ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ ｵﾄﾏﾃｨｽ
Minta diperkenalkan jalur produksi otomatis.
ｷﾀ ｱｶﾝ ﾑﾝﾌﾟﾗｼﾞｬﾘ ｼｽﾃﾑ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ ｾﾙ
Kita akan mempelajari sistem produksi sel.
ﾌﾟﾗﾝｶﾞﾝ ﾑﾑﾙﾙｶﾝ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯ ﾙﾋﾞｰ ﾁｭﾊﾟｯ
Pelanggan memerlukan produk lebih cepat.
ｷﾀ ﾌﾟﾙﾙ ﾑﾆﾝｶｯﾄｶﾝ ｴﾍﾞｸﾃｨﾌｨﾀｽ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ ｻﾝﾊﾟｲ ﾄﾞｩｱﾌﾟﾙｰ ﾌﾟﾙｾﾝ
Kita perlu meningkatkan efektivitas produksi sampai 20%
ﾀﾞﾗﾑ ｽﾒｽﾃﾙ ｲﾆ
dalam semester ini.
ﾗﾊﾟｯ ﾌﾟﾙﾝﾁｬﾅｱﾝ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ ｱｶﾝ ﾃﾞｨｱﾀﾞｶﾝ ﾍﾞｿｯ
Rapat perencanaan produksi akan diadakan besok.
ｷﾀ ｱｶﾝ ﾑﾘﾊﾟｯﾄｶﾞﾝﾀﾞｶﾝ ﾊﾞﾗﾝ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ ﾑﾗｲ ﾀﾌﾝ ﾄﾞｩﾊﾟﾝ
Kita akan melipatgandakan barang produksi mulai tahun depan.
ｸｼﾝﾌﾟﾗﾝﾆｬ､ ﾌﾟﾆﾝｶﾀﾝ ﾌｧｼﾘﾀｽ ｱｶﾝ ﾃﾞｨﾗｸｶﾝ ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞｩﾊﾟﾝ
Kesimpulannya, peningkatan fasilitas akan dilakukan bulan depan.
ﾄﾛﾝ ﾗﾎﾟﾙｶﾝ ﾌﾟﾙｷﾗｱﾝ ﾌﾟﾙﾐﾝﾀｱﾝ ｸ ﾊﾟﾌﾞﾘｯ ｺﾑﾎﾟﾈﾝ
Tolong laporkan perkiraan permintaan ke pabrik komponen.

zaiko wa faasuto in・faasuto auto de shukka shite kudasai ﾄﾛﾝ ｷﾘﾑｶﾝ ｽﾄｯｸ ﾑﾝｸﾞﾅｶﾝ ﾒﾄﾃﾞ FIFO(ｴﾌ ｱｲ ｴﾌ ｵ) (ﾌｧｰｽﾄ ｲﾝ ﾌｧｰｽﾄ ｱｳﾄ)

在庫はファーストイン・ファーストアウトで出荷して下さい。 Tolong kirimkan stok menggunakan metode FIFO (first-in, first out).

ﾄﾛﾝ ｷﾘﾑｶﾝ ﾉﾄｩﾚﾝ ﾗﾊﾟｯ ｸﾊﾟﾀﾞ ｻﾔ
Tolong kirimkan notulen rapat kepada saya.
ﾌﾞﾗﾊﾟ ｶﾘ ｼﾆｬﾙ ｱﾗｰﾑ ﾏﾃｨ
Berapa kali sinyal alarm mati?
ﾄﾛﾝ ﾌﾞﾘﾀｳ ｻﾔ ｼﾞｶ ｱﾀﾞ ﾏｻﾗｰ
Tolong beritahu saya jika ada masalah.
ﾌﾟﾗﾗﾀﾝ ｲﾆ ﾃｨﾀﾞｯ ﾋﾞｻ ﾃﾞｨｸﾞﾅｶﾝ
Peralatan ini tidak bisa digunakan.
ﾄﾛﾝ ﾌﾝﾃｨｶﾝ ｼﾞｬﾙﾙ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ
Tolong hentikan jalur produksi.
ﾄﾛﾝ ﾁｬﾘ ﾌﾟﾆｭﾊﾞﾌﾞ ﾏｻﾗｰﾆｬ
Tolong cari penyebab masalahnya.

gijiroku o watashi ate ni ii meeru shite kudasai

議事録を私宛にeメールして下さい。
ﾌﾟﾗﾜﾀﾝ

araamu shingou wa nankai hassei shimashita ka

保守編

アラーム信号は何回発生しましたか？

Perawatan

nani ka mondai ga nai ka oshiete kudasai

何か問題がないか教えて下さい。
kono setsubi wa koshou shite imasu

この設備は故障しています。
seisan rain o tomete kudasai

生産ラインを止めて下さい。
toraburu no gen in kyuumei o onegaishimasu

トラブルの原因究明をお願いします。
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ｸﾘﾊﾀﾝﾆｬ ｾﾝｿﾙ ﾃｨﾀﾞｯ ﾌﾞｸﾙｼﾞｬ ﾄﾞﾝｶﾞﾝ ﾊﾞｲｯ
Kelihatannya sensor tidak bekerja dengan baik.
atarashii jigu o dounyuu shimasu
ｼﾞｸﾞ ﾔﾝ ﾊﾞﾙ ｱｶﾝ ﾃﾞｨﾊﾟｻﾝ
Jig yang baru akan dipasang.
新しい治具を導入します。
shuuri o soukyuu ni okonatte kudasai
ﾄﾛﾝ ｽｸﾞﾗ ﾃﾞｨﾌﾟﾙﾊﾞｲｷ
Tolong segera perbaiki.
修理を早急に行って下さい。
ichi jikan inai ni sai kadou sasete kudasai
ﾄﾛﾝ ﾗﾝｼﾞｭｯﾄｶﾝ ｵﾌﾟﾗｼ ﾀﾞﾗﾑ ｻﾄｩ ｼﾞｬﾑ
Tolong lanjutkan operasi dalam satu jam
1時間以内に再稼動させて下さい。
hinshitsu chekku no houhou o setsumei shimasu
ｻﾔ ｱｶﾝ ﾑﾝｼﾞｭﾗｽｶﾝ ﾌﾟﾛｾﾄﾞｩﾙ ｺﾝﾄﾛﾙ ｸﾜﾘﾀｽ
Saya akan menjelaskan prosedur kontrol kualitas.
品質チェックの方法を説明します。
teiki kensa no houhou ga machigatte imasu
ﾒﾄﾃﾞ ﾔﾝ ﾃﾞｨｸﾞﾅｶﾝ ｳﾝﾄｩｯ ｲﾝﾌｪｽﾃｨｶﾞｼ ﾌﾞﾙｶﾗ ﾃｨﾀﾞｯ ﾌﾞﾅﾙ
Metode yang digunakan untuk investigasi berkala tidak benar.
定期検査の方法が間違っています。
hinshitsu chekku ga morete imasu
ﾌﾟﾑﾘｯｸｻｱﾝ ｸﾜﾘﾀｽ ｽﾀﾞｰ ﾃﾞｨﾋﾗﾝｶﾝ
Pemeriksaan kualitas sudah dihilangkan.
品質チェックが漏れています。
zensuu chekku shite kudasai
ﾄﾛﾝ ﾌﾟﾘｸｻ ｽﾑｱﾆｬ
Tolong periksa semuanya.
全数チェックして下さい。
furyou ritsu no kaizen ga juuyou na kadai desu
ﾑﾆﾝｶｯﾄﾆｬ ﾃｨﾝｶｯ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯ ﾁｬﾁｬｯﾄ ｱﾀﾞﾗｰ ﾏｻﾗｰ ﾌﾟﾝﾃｨﾝ
Meningkatnya tingkat produk cacat adalah masalah penting.
不良率の改善が重要な課題です。
bijon shisutemu o dounyuu shimashou
ﾏﾘ ｷﾀ ﾌﾟﾘｸﾅﾙｶﾝ ｼｽﾃﾑ ﾌｨｽｱﾙ
Mari kita perkenalkan sistem visual.
ビジョンシステムを導入しましょう。
furyou hin wa torimingu shite kudasai
ｼﾗｶﾝ ﾑﾗｸｶﾝ ﾌﾟﾏﾝｶｻﾝ ﾀﾞﾘ ﾊﾞｷﾞﾔﾝ ﾔﾝ ﾙｻｯ
Silakan melakukan pemangkasan dari bagian yang rusak
不良品はトリミングして下さい。
kanseihin o konpou shite shukka shimashou
ﾏﾘ ｷﾀ ｸﾏｽ ﾀﾞﾝ ｷﾘﾑ ﾊﾞﾗﾝ ｼﾞｬﾃﾞｨ
Mari kita kemas dan kirim barang jadi.
完成品を梱包して出荷しましょう。
shiyou enerugii ryou o keisoku shimashou
ﾏﾘ ｷﾀ ｳｸﾙ ｺﾝｽﾑｼ ｴﾈﾙｷﾞﾆｬ
Mari kita ukur konsumsi energinya.
使用エネルギー量を計測しましょう。
mitsubishi denki no inbaataa o dounyuu shite shouene
ﾏﾘ ｷﾀ ﾍﾏｯ ｴﾈﾙｷﾞ ﾄﾞｩﾝｶﾞﾝ ﾑﾝｸﾞﾅｶﾝ ｲﾝﾌｪﾙﾃﾙ ﾐﾂﾋﾞｼ
Mari kita hemat energi dengan menggunakan inverter Mitsubishi
三菱電機のインバータを導入して省エネ
shimashou
ｴﾚｯｸﾄﾘｯｸ
Electric.
しましょう。
yuugai bussitsu no chousa wa ikka getsu ni ikkai
ﾊﾟｽﾃｨｶﾝ ｳﾝﾄｩｯ ﾑﾗﾎﾟﾙｶﾝ ｲﾝﾌｪｽﾃｨｶﾞｼ ﾊﾞﾊﾝ ﾌﾞﾙﾊﾞﾊﾔ
Pastikan untuk melaporkan investigasi bahan berbahaya
有害物質の調査は1ヶ月に1回
kanarazu houkoku shite kudasai
ｽﾌﾞﾗﾝ ｽｶﾘ
sebulan sekali.
かならず報告して下さい。
denshi buhin ni hokori wa taiteki desu
ﾄﾞｩﾌﾞ ｱﾀﾞﾗｰ ﾑｽｰ ｳﾀﾏ ｺﾑﾎﾟﾈﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ
Debu adalah musuh utama komponen elektronik.
電子部品に埃は大敵です。
anzen dai ichi de sagyou ni torikunde kudasai
ｳﾀﾏｶﾝ ｸｽﾗﾏﾀﾝ
Utamakan keselamatan.
安全第一で作業に取り組んで下さい。
[seiri, seiton, seisou, seiketsu, shitsuke] no go esu
ｲﾝｶﾞｯ ｸﾙｼﾞｬ ﾘﾏ ｴｽ: ｾｲﾘ､ｾｲﾄﾝ､ｾｲｿｳ､ｾｲｹﾂ､ｼﾂｹ
Ingat kerja 5S: " Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke
「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5S
katsudou o kokoro gakemashou
( ﾘﾝｶｽ､ﾗﾋﾟ､ﾙｼｯ､ﾗﾜｯﾄ ﾀﾞﾝ ﾗｼﾞﾝ)
(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin)".
活動を心掛けましょう。
anzen kanri wa seizou buchou to kaku kachou de
ﾏﾅｼﾞｭﾒﾝ ｸｽﾗﾏﾀﾝ ﾊﾙｽ ﾃﾞｨﾗｸｶﾝ ｵﾚｰ ｸﾊﾟﾗ
Manajemen keselamatan harus dilakukan oleh kepala
安全管理は製造部長と各課長で
okonatte kudasai
ﾃﾞﾊﾟﾙﾃﾒﾝ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ ﾀﾞﾝ ﾃｨﾔｯﾌﾟ ﾏﾅｼﾞｪﾙ ﾊﾞｷﾞﾔﾝ
departemen produksi dan tiap manajer bagian.
行って下さい。
seizou sutaffu no toreeningu o jisshi shimashou
ﾏﾘ ｷﾀ ﾗﾃｨｰ ｱﾝｺﾞﾀ ｽﾀﾌ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ
製造スタッフのトレーニングを実施しましょう。 Mari kita latih anggota staf produksi.
sagyou kaishi jikan o mamorimashou
ﾏﾘ ｷﾀ ﾊﾟｽﾃｨｶﾝ ﾊﾞｰﾜ ｸﾙｼﾞｬ ﾃﾞｨﾑﾗｲ ﾄｩﾊﾟｯ ﾜｯｸﾄｩ
Mari kita pastikan bahwa kerja dimulai tepat waktu.
作業開始時間を守りましょう。
[o kyaku sama dai ichi shugi] de seisan ni torikumi mashou ﾏﾘ ｷﾀ ｸﾞﾅｶﾝ ﾌﾟﾘﾝｼﾌﾟ ｳﾀﾏｶﾝ ﾌﾟﾗﾝｶﾞﾝ ﾀﾞﾗﾑ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ
「お客様第一主義」で生産に取り組みましょう。 Mari kita gunakan prinsip "utamakan pelanggan" dalam produksi.
kotoshi wa furyou ritsu no gojuu paasento sakugen o
ﾏﾘ ｷﾀ ﾄｩﾀﾌﾟｶﾝ ｻｻﾗﾝ ﾘﾏﾌﾟﾙｰ ﾌﾟﾙｾﾝ ﾌﾟﾇﾙﾅﾝ ﾃｨﾝｶｯ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯ
Mari kita tetapkan sasaran 50% penurunan tingkat produk
今年は不良率の50%削減を
chiimu no mokuhyou ni settei shimashou
ﾁｬﾁｬｯﾄ ﾀﾌﾝ ｲﾆ
cacat tahun ini.
チームの目標に設定しましょう。
rainen wa hyoushou seido o dounyuu shimasu
ｼｽﾃﾑ ﾌﾟﾝﾊﾙｶﾞｱﾝ ｱｶﾝ ﾃﾞｨﾌﾟﾙｸﾅﾙｶﾝ ﾀﾌﾝ ﾄﾞｩﾊﾟﾝ
Sistem penghargaan akan diperkenalkan tahun depan.
来年は表彰制度を導入します。

ﾌﾟﾗﾜﾀﾝ

sensaa no choushi ga warui you desu

保守編

センサーの調子が悪いようです。

Perawatan

ｲﾝﾌｪｽﾃｨｶﾞｼ

検査編

Investigasi

ﾘﾝｸﾝｶﾞﾝ ﾀﾞﾝ ｸｽﾗﾏﾀﾝ

環境安全編
Lingkungan dan Keselamatan

ﾌﾟﾗﾃｨﾊﾝ

教育編

Pelatihan
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ｽﾄｩﾗｰ ｶﾙﾔﾜﾝ ﾊﾞﾙ ﾑﾆｭﾙｻｲｶﾝ ﾌﾟﾗﾃｨﾊﾝ、ﾑﾚｶ ｱｶﾝ

ﾌﾟﾗﾃｨﾊﾝ

shinjin kyoiku ga owattara seisan genba ni haizoku shimasu

教育編

新人教育が終わったら、生産現場に配属します。 Setelah karyawan baru menyelesaikan pelatihan, mereka akan

Pelatihan
mondai ga hassei shitara sugu ni hanchou ni soudan shite

問題が発生したらすぐに班長に相談して

ﾃﾞｨﾄｩｶﾞｽｶﾝ ﾃﾞｨ ﾊﾞｷﾞﾔﾝ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯｸｼ
ditugaskan di bagian produksi.
ｼﾞｶ ﾑﾝﾁｭﾙ ﾏｻﾗｰ､ ｽｸﾞﾗ ﾃﾞｨｽｸｼｶﾝ ﾄﾞｩﾝｶﾞﾝ ﾌﾟﾐﾑﾋﾟﾝ ﾃｨﾑ
Jika muncul masalah, segera diskusikan dengan pemimpin tim.

kudasai

下さい。
ﾌﾟﾝﾃｨﾝ ﾑﾝﾍﾞﾀﾞｶﾝ ﾃﾞｨﾘ ｷﾀ ﾀﾞﾘ ﾌﾟｻｲﾝ
Penting membedakan diri kita dari pesaing.
kakaku kyousou ryoku no koujou mo juuyou ni natte imasu ﾌﾟﾝﾃｨﾝ ｼﾞｭｶﾞ ｳﾝﾄｩｯ ﾑﾆﾝｶｯﾄｶﾝ ﾌﾟﾙｻｲﾝｶﾞﾝ ﾊﾙｶﾞ
Penting juga untuk meningkatkan persaingan harga.
価格競争力の向上も重要になっています。
mitsubishi denki no seihin wa hinshitsu ga ii desu ne
ｸﾜﾘﾀｽ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯ ﾐﾂﾋﾞｼ ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ﾊﾞｸﾞｽ ｶﾝ
Kualitas produk Mitsubishi Electric bagus kan?
三菱電機の製品は品質が良いですね。
afutaasaabisu taisei o kyouka suru hitsuyou ga arimasu ｼｽﾃﾑ ﾗﾔﾅﾝ ﾌﾟﾙﾅ ｼﾞｭﾜﾙ ﾊﾙｽ ﾃﾞｨﾃｨﾝｶｯﾄｶﾝ
アフターサービス体制を強化する必要があります。 Sistem layanan purna jual harus ditingkatkan.
shinsouchi o tenjikai ni shutten shimasu
ﾌﾟﾗﾝｶｯ ﾊﾞﾙ ｱｶﾝ ﾃﾞｨﾀﾝﾋﾟﾙｶﾝ ﾃﾞｨ ﾊﾟﾒﾗﾝ
Perangkat baru akan ditampilkan di pameran.
新装置を展示会に出展します。
kono shouhin no shijou chousa o okonatte kudasai
ﾄﾛﾝ ﾗｸｶﾝ ﾘｾｯﾄ ﾊﾟｻﾙ ｳﾝﾄｩｯ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯ ｲﾆ
Tolong lakukan riset pasar untuk produk ini.
この商品の市場調査を行って下さい。
o kyaku sama no niizu no tayou ka ni taiou suru koto ga ｷﾀ ﾊﾙｽ ﾑﾅﾝｶﾞﾋﾟ ｸﾌﾞﾄｩﾊﾝ ﾌﾟﾗﾝｶﾞﾝ ﾔﾝ ﾌﾞﾙﾍﾞﾀﾞﾍﾞﾀﾞ
Kita harus menanggapi kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda.
お客様のニーズの多様化に対応することが

ﾌﾟﾏｻﾗﾝ

kyougou tasha tono sabetsuka ga juuyou desu

マーケティング編

競合他社との差別化が重要です。

Pemasaran

hitsuyou to narimasu

必要となります。
ｻﾔ/ ｷﾀ ｱｶﾝ ﾑﾝﾌﾞﾝﾄｩｯ ﾃｨﾑ ﾌﾟﾝｸﾞﾝﾊﾞﾝｶﾞﾝ ﾌﾟﾛﾄﾞｩｯ ﾊﾞﾙ
Saya/kita akan membentuk tim pengembangan produk baru.
ﾄｩﾘﾏｶｼ ｱﾀｽ ｸﾙｼﾞｬ ｸﾗｽﾆｬ
Terima kasih atas kerja kerasnya.
ｱﾝﾀﾞ ﾙﾗｰ
Anda lelah?
ﾏﾘ ｷﾀｰ ﾏｶﾝ ﾏﾗﾑ ﾌﾞﾙｻﾏ ｽﾑｱ ｱﾝｺﾞﾀ ｸﾞﾙﾌﾟ
Mari kita makan malam bersama semua anggota grup.
ﾄｯｽ
Toss!
ﾏﾘ ﾑﾆｯﾏﾃｨ ｵﾌﾞﾛﾗﾝ ﾌﾞﾙｻﾏｻﾏ
Mari menikmati obrolan bersama-sama.
ﾏｶﾅﾝ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｲﾆ ｴﾅｯ ﾔ
Makanan Indonesia ini enak ya?
ﾊﾟﾅｽ
Panas.
ｻﾔ ｽｶ
Saya suka.
ｻﾔ ﾃｨﾀﾞｯ ｽｶ
Saya tidak suka.
ｼﾗｶﾝ ﾏｶﾝ ｽﾌﾟｱｽﾆｬ
Silakan makan sepuasnya.
ﾎﾞﾚｰ ｻﾔ ﾐﾝﾀ ﾋﾞﾙ ﾗｷﾞ
Boleh saya minta bir lagi?
ﾄｩﾝｯｸﾞ ｽﾌﾞﾝﾀﾙ
Tunggu sebentar.
ﾄｩﾘﾏｶｼ ｱﾀｽ ｸﾙｼﾞｬ ｸﾗｽ ｽﾑｱﾆｬ､ ﾌﾟﾛｲｪｸﾆｬ ｽｸｾｽ
Terima kasih atas kerja keras semuanya, proyeknya sukses.

shin seihin no kaihatsu chiimu o hensei shimasu

新製品の開発チームを編成します。
ﾏｶﾝ ﾏﾗﾑ

otsukare sama deshita

会食編

お疲れ様でした。

Makan malam

tsukare mashita ka

疲れましたか？
guruupu zen-in de issho ni shokuji o shimashou

グループ全員で一緒に食事をしましょう。
kampai

乾杯！
minna de tanoshiku kandan shimashou

みんなで楽しく歓談しましょう。
indoneshia-ryouri wa oishii desu ne

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ料理は美味しいですね。
atsui desu

暑いです。
suki desu

好きです。
kirai desu

嫌いです。
enryo sezu ni takusan meshiagatte kudasai

遠慮せずに沢山召し上がって下さい。
biiru o mou ippai kudasai

ビールをもう一杯下さい。
sukoshi matte kudasai

少し待ってください。
mina san no kyouryoku de konkai no purojekuto ga

皆さんの協力で今回のプロジェクトが
seikou shimashita

成功しました。
ｻﾔ ﾄｩﾙｸｻﾝ
Saya terkesan.
ﾏﾘ ｷﾀ ﾗｸｶﾝ ﾔﾝ ﾄｩﾙﾊﾞｲｯ ﾗｷﾞ ﾍﾞｿｯ
Mari kita lakukan yang terbaik lagi besok.

kandou shimashita

感動しました。
ashita mo mata gambari mashou

明日もまた頑張りましょう。
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場面
Adegan

日本語
Bahasa Jepang

インドネシア語
Bahasa Indonesia

ﾏｶﾝ ﾏﾗﾑ

gambatte kudasai

会食編

がんばってください。

Makan malam

gambari mashou

ﾗｸｶﾝ ﾔﾝ ﾄｩﾙﾊﾞｲｯ
Lakukan yang terbaik!
ﾏﾘ ｷﾀ ﾗｸｶﾝ ﾔﾝ ﾄｩﾙﾊﾞｲｯ
Mari kita lakukan yang terbaik!

がんばりましょう。

＜注意事項＞
＊インドネシア語のフレーズには、比較的インドネシア語の読みに近いカタカナ表記を付加しています。
＊日本語のフレーズには、ご参考用として、日本語の読みに比較的近いローマ字表記を付加しています。
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Contact below for information or inquiries.
三菱電機インドネシア
PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA
Gedung Jaya 11th Floor, JL MH. Thamrin No.12, Jakarta, Pusat 10340, Indonesia
●TEL 62-21-31926461（代表）
●FAX 62-21-31923942
●対応言語 インドネシア語／英語／日本語

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

本社機器営業部
北海道支社
東北支社
関越支社
新潟支店
神奈川支社
北陸支社
中部支社
豊田支店
関西支社
中国支社
四国支社
九州支社

K-032-K1301本(CDS)

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3
（東京ビル）
（03）
3218-6760
〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1
（北海道ビル）
（011）
212-3794
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7
（仙台上杉ビル）
（022）
216-4546
〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ビル（ランド・アクシス・タワー34階）
（048）
600-5835
〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10
（日本生命ビル）
（025）
241-7227
〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1
（横浜ランドマークタワー）
（045）
224-2624
〒920-0031 金沢市広岡3-1-1
（金沢パークビル）
（076）
233-5502
〒451-8522 名古屋市西区牛島町6-1
（名古屋ルーセントタワー）
（052）
565-3314
〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10
（矢作豊田ビル）
（0565）
34-4112
〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2
（近鉄堂島ビル）
（06）
6347-2771
〒730-8657 広島市中区中町7-32
（ニッセイ広島ビル）
（082）
248-5348
〒760-8654 高松市寿町1-1-8
（日本生命高松駅前ビル）
（087）
825-0055
〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1
（天神ビル）
（092）
721-2247

2013年1月作成

