FA現場フレーズ集
FA현장 문장 모음

日本語→韓国語
일본어 → 한국어

FA 現場ですぐに使えるフレーズ 138 例について
日本語・韓国語対訳を収録しております。
생산 현장에서 바로 사용할 수 있는 문장 138개에 대해
일본어, 한국어 대역을 수록했습니다.

注意事項
주의 사항

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。
문장 구성과 상황에 따라 문장과 단어의 번역이 다른 경우가 있습니다.
본 문장 모음에 수록된 문장과 단어는 참고용으로 해 주시고, 사용할 때는
주의해 주시기 바랍니다.
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ｷﾎﾞﾝ ﾋﾟｮﾝ

hai

基本編

はい

기본 편

hai, sou desu

ﾈ
네
ﾈ､ ｸﾞﾛｯｽﾑﾆﾀﾞ
네, 그렇습니다.
ｱﾆﾖ
아니요.
ｱﾆﾖ､ ｸﾛｯﾁ ｱﾝｽﾑﾆﾀﾞ/ ｱﾆﾑﾆﾀﾞ
아니요, 그렇지 않습니다. / 아닙니다.
～ｲﾑﾆｶ
~입니까?
ｲｯｽﾑﾆﾀﾞ
있습니다.
ｵﾌﾟｽﾑﾆﾀﾞ
없습니다.
ﾁｮｯｽﾑﾆﾀﾞ
좋습니다.
ﾁｮｯﾁ ｱﾝｽﾑﾆﾀﾞ
좋지 않습니다.
ｹﾝﾁｬﾝｽﾑﾆﾀﾞ
괜찮습니다.
ﾑﾝｼﾞｪ ｵﾌﾟｽﾑﾆﾀﾞ
문제 없습니다.
ﾀﾍﾝｲｸﾞﾆｮ(ﾍﾝｳﾝｲﾈﾖ)
다행이군요(행운이네요).
～ﾍﾄﾞ ｹﾝﾁｬﾝｽﾑﾆｶ
~해도 괜찮습니까?
ﾁｮｯｽﾑﾆﾀﾞ
좋습니다
ｱﾝﾃﾞﾑﾆﾀﾞ
안됩니다.
ﾊﾙ ｽ ｲｯｽﾑﾆﾀﾞ
할 수 있습니다.
ﾊﾙ ｽ ｵﾌﾟｽﾑﾆﾀﾞ
할 수 없습니다.
ﾁｬﾙﾍｽﾑﾆﾀﾞ
잘했습니다.
ｶﾝﾀﾝﾊﾑﾆﾀﾞ
간단합니다.
ｵﾘｮｯﾌﾟｽﾑﾆﾀﾞ
어렵습니다.
ｲﾍﾍｯｽﾑﾆｶ
이해했습니까?
ｲﾍﾍｯｽﾑﾆﾀﾞ
이해했습니다.
ﾓﾙｹﾞｯｽﾑﾆﾀﾞ
모르겠습니다.
ｱﾙｺﾞ ｲｯｽﾑﾆﾀﾞ
알고 있습니다.
ﾓﾙﾑﾆﾀﾞ
모릅니다.
ｲｺﾞｽﾝ ﾑｵｼﾑﾆｶ
이것은 무엇입니까?
ｲﾕﾇﾝ ﾑｵｼﾑﾆｶ
이유는 무엇입니까?
ｵﾄｯｹ
어떻게?
ｵﾝｼﾞｪｲﾑﾆｶ
언제입니까?

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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ｷﾎﾞﾝ ﾋﾟｮﾝ

基本編

기본 편

ｲﾝｻ ﾋﾟｮﾝ

挨拶編

인사 편

ﾁｬｷﾞｿｹﾞ ﾋﾟｮﾝ

自己紹介編

자기소개 편

ｿﾙｹﾞ ﾋﾟｮﾝ

設計編

설계 편

ｵﾃﾞｨｲﾑﾆｶ
어디입니까?
dore desu ka
ｵﾇ ｺｯｼﾑﾆｶ
어느 것입니까?
どれですか？
dare desu ka
ﾇｸﾞｲﾑﾆｶ
누구입니까?
誰ですか？
ohayou gozaimasu
ｱﾝﾆｮﾝﾊｾﾖ
안녕하세요.
おはようございます。
konnichiwa
ｱﾝﾆｮﾝﾊｾﾖ
안녕하세요.
こんにちは。
o genki desu ka
ｺﾝｶﾞﾝﾊｼﾑﾆｶ
건강하십니까?
お元気ですか？
dou deshita ka
ｵｯﾃｯｽﾑﾆｶ
어땠습니까.
どうでしたか。(状況確認)
dou shimashita ka / nani ka okorimashita ka
ﾑｽﾝ ｲﾘﾑﾆｶ
どうしましたか？/何か起こりましたか？(具合を尋ねるとき) 무슨 일입니까?
moshimoshi, cho-san o onegai shimasu
ﾖﾎﾞｾﾖ ﾁｮｰｼﾙﾙ ﾌﾞﾀｶﾑﾆﾀﾞ
여보세요. 조 씨를 부탁합니다.
もしもし。チョーさんをお願いします。
arigatou
ｶﾑｻﾊﾑﾆﾀﾞ
ありがとう。
감사합니다.
gomennasai
ﾁｪｿﾝﾊﾑﾆﾀﾞ
죄송합니다.
ごめんなさい。
sayounara
ｱﾝﾆｮﾝﾋ ｶｾﾖ
안녕히 가세요.
さようなら。
hajimemashite
ﾁｮｳﾑ ﾍﾟｯｹｯｽﾑﾆﾀﾞ
처음 뵙겠습니다.
はじめまして。
watashi no namae wa kamimura desu
ﾁｪ ｲﾙﾑﾝ ｶﾐﾑﾗｲﾑﾆﾀﾞ
제 이름은 가미무라입니다.
私の名前は上村です。
anata no onamae o oshiete kudasai
ﾀﾞﾝｼﾆ ｲﾙﾑﾙ ｶﾙﾁｮ ｼﾞｭｾﾖ
당신의 이름을 가르쳐 주세요.
あなたのお名前を教えて下さい。
watashi wa nihon no toukyou kara kimashita
ﾁｮﾇﾝ ｲﾙﾎﾞﾝ ﾄｷｮｴｿ ﾜｯｽﾑﾆﾀﾞ
저는 일본 도쿄에서 왔습니다.
私は日本の東京から来ました。
watashi wa dokushin desu / watashi ha kekkon shiteimasu ﾁｮﾇﾝ ﾐﾎﾆﾑﾆﾀﾞ｡ / ﾁｮﾇﾝ ｷｮﾛﾝﾍｯｽﾑﾆﾀﾞ
私は独身です。 / 私は結婚しています。
저는 미혼입니다. / 저는 결혼했습니다.
kankoku o houmon shita no wa konkai ga hajimete desu ﾊﾝｸﾞｯｸ ﾊﾟﾝﾑﾇﾝ ｲﾎﾞﾆ ﾁｮｳﾐﾑﾆﾀﾞ
한국 방문은 이번이 처음입니다.
韓国を訪問したのは今回が初めてです。
kankoku go wa sukoshi dake hanasemasu
ﾊﾝｸﾞｺﾞﾇﾝ ﾁｮｸﾞﾑ ﾊﾙ ﾁｭﾙ ｱﾑﾆﾀﾞ
한국어는 조금 할 줄 압니다.
韓国語は少しだけ話せます。
tsuuyaku o onegaishimasu
ﾄﾝﾖｸﾞﾙ ﾌﾞﾀｯｶﾑﾆﾀﾞ
통역을 부탁합니다.
通訳をお願いします。
nihon dewa denki sekkei o tantou shite imashita
ｲﾙﾎﾞﾈｿﾇﾝ ﾁｮﾝｷﾞ ｿﾙｹﾞﾙﾙ ﾀﾑﾀﾞﾝﾊｺﾞ ｲｯｽﾑﾆﾀﾞ
일본에서는 전기 설계를 담당하고 있습니다.
日本では電気設計を担当していました。
yoroshiku onegaishimasu
ﾁｬﾙ ﾌﾟﾀｯｶﾑﾆﾀﾞ
잘 부탁합니다.
よろしくお願いします。
kono souchi no sekkeizu o mite kudasai
ｲ ﾁｬﾝﾁｴ ｿﾙｹﾞﾄﾞﾙﾙ ﾎﾟﾖ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
이 장치의 설계도를 보여 주십시오.
この装置の設計図を見て下さい。
anata wa san jigen kyado o tsukaemasuka
ﾀﾝｼﾇﾝ ｻﾑﾁｬｳｫﾝ ｹﾄﾞｩﾙﾙ ｽﾙ ｽ ｲｯｽﾑﾆｶ
당신은 3차원 CAD를 쓸 수 있습니까?
あなたは3次元CADを使えますか？
buhin risuto o misete kudasai
ﾌﾟﾌﾟﾑ ﾘｽﾄｩﾙﾙ ﾎﾟﾖ ﾁｭｼﾌﾟｼﾖ
부품 리스트를 보여 주십시오.
部品リストを見せて下さい。
sekkei sampuru o nihon kara jisan shimashita
ｿﾙｹﾞ ｾﾝﾌﾟﾙﾙ ｲﾙﾎﾞﾈｿ ｶｼﾞｺﾞ ﾜｯｽﾑﾆﾀﾞ
설계 샘플을 일본에서 가지고 왔습니다.
設計サンプルを日本から持参しました。
koko no sumpou o shuusei shite kudasai
ﾖｷﾞ ﾁｽﾙﾙ ｽｼﾞｮﾝﾍ ﾁｭｼﾌﾟｼﾖ
ここの寸法を修正して下さい。
여기 치수를 수정해 주십시오.
kosuto daun o okonau tame ni sekkei henkou o okonaimasu ｺｽﾄｩ ﾀﾞｳﾇﾙ ｳｨﾍ ｿﾙｹﾞﾋﾞｮﾝｷﾞｮﾝｳﾙ ｼﾍﾝﾊｹﾞｯｽﾑﾆﾀﾞ
コストダウンを行うために設計変更を行います。 코스트 다운을 위해 설계변경을 시행하겠습니다.
kono buhin wa kyoudo ga hijou ni juuyou desu
ｲ ﾌﾞﾌﾟﾑﾝ ｶﾝﾄﾞｶﾞ ﾒｳ ﾁｭﾝﾖﾊﾑﾆﾀﾞ
이 부품은 강도가 매우 중요합니다.
この部品は強度が非常に重要です。
doko desu ka

どこですか？
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ｿﾙｹﾞ ﾋﾟｮﾝ

shouhaisenka o kentou shimashou

設計編

省配線化を検討しましょう。

설계 편

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。
ｼﾞｪｼﾞｮ ﾋﾟｮﾝ

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。

제조 편

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。
ｾﾝｻﾝ ｸｧﾝﾘ ﾋﾟｮﾝ

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。

생산 관리 편

konkichuu ni nijuu paasento no seisan kouritsu koujou ga

今期中に20%の生産効率向上が

ﾍﾟｿﾝ ﾁｮﾘｬｸｧﾙﾙ ｺﾑﾄﾊﾌﾟｼﾀﾞ
배선 절약화를 검토합시다.
ｲ ｸｧｼﾞｪﾇﾝ ﾁｪｶﾞ ｺﾑﾄﾊｹﾞｯｽﾑﾆﾀﾞ
이 과제는 제가 검토하겠습니다.
PLCｳｲ ﾚﾄﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾚﾑﾙ ﾁｬｸｿﾝﾍ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
PLC의 래더 프로그램을 작성해 주십시오.
ｿﾎﾞ ﾖﾝﾘｬﾝｳﾙ ｿﾝｼﾞｮﾝﾊﾌﾟｼﾀﾞ
서보 용량을 선정합시다.
ｲﾙﾀﾞﾝ ｲ ｺﾝｼﾞｮﾝｴ ﾃﾍｿ ｼﾄﾞﾍ ﾎﾞﾌﾟｼﾀﾞ
일단 이 공정에 대해서 시도해 봅시다.
ﾌﾞﾌﾟﾐ ﾓﾄﾞｩ ｶﾁｭｵｼﾞｮ ｲﾝﾇﾝｼﾞ ﾌｧｷﾞﾝﾍ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
부품이 모두 갖춰져 있는지 확인해 주십시오.
ﾌﾞﾌﾟﾐ ﾌﾟｼﾞｮｶﾑﾛ､ﾁｬﾝｺｴｿ ｶｼﾞｮﾜ ｼﾞｭｼｯﾌﾟｼﾖ
부품이 부족하므로, 창고에서 가져와 주십시오.
ｲ ﾌﾞﾌﾟﾑﾝ ﾖｸﾞ ｻﾔﾝｳﾙ ﾏﾝｼﾞｮｶｺﾞ ｲｯﾁ ｱﾝｽﾑﾆﾀﾞ
이 부품은 요구 사양을 만족하고 있지 않습니다.
ｲ ﾁｪﾘｮﾇﾝ ﾅﾋﾞｯﾌﾟ ﾁｪｼﾞｮｻｴｹﾞ ﾊﾟﾝﾌﾟﾒ ﾁｭｼﾌﾟｼﾖ
이 재료는 납입 제조사에게 반품해 주십시오.
ｾﾝｻﾝ ｿｯｸﾄﾞﾙﾙ ｵﾙﾘｮ ﾁｭｼﾌﾟｼﾖ
생산 속도를 올려 주십시오.
ﾁｪﾌﾟﾑ ﾁｪｺﾞｶﾞ ｸｧｲﾝ ｻﾝﾃｲﾑﾆﾀﾞ
제품 재고가 과잉 상태입니다.
ﾀｳﾑﾁｭﾌﾞﾄ ﾅｯｸﾝﾑ､ﾊﾞﾑｸﾝﾑ ｲｷｮﾃﾞﾁｪﾛ ﾊｹﾞｯｽﾑﾆﾀﾞ
다음주부터 낮 근무, 밤 근무 2교대제로 하겠습니다.
ﾁｮｸｧ ｸﾝﾑ ﾌﾟﾀｶﾑﾆﾀﾞ
초과 근무 부탁합니다.
ﾁｬﾄﾞﾝﾌｧ ﾗｲﾝ ﾄｲﾋﾞ ﾋﾟﾘｮﾊﾑﾆﾀﾞ
자동화 라인 도입이 필요합니다.
ｾﾙ ｾﾝｻﾝ ﾊﾟﾝｼｹﾞ ﾄｲﾌﾞﾙ ｺﾑﾄﾊｹﾞｯｽﾑﾆﾀﾞ
셀 생산 방식의 도입을 검토하겠습니다.
ｺｹﾞｷﾞ ﾊﾟﾙﾘ ﾅｯﾌﾟﾏｷﾞﾙﾙ ｳｫﾅﾑﾆﾀﾞ
고객이 빨리 납품하기를 원합니다.
ｲﾎﾞﾝ ﾌｪｷﾞ ﾁｭﾝｴ ｲｼｯﾌﾟ ﾌﾟﾛ ｾﾝｻﾝ ﾋｮﾕﾙ ﾋｬﾝｻﾝｲ ﾋﾟﾘｮﾊﾑﾆﾀﾞ
이번 회기 중에 20% 생산 효율 향상이 필요합니다.

hitsuyou desu

必要です。
ﾈｲﾙ ｾﾝｻﾝ ｹﾌｪｯｸ ﾌｪｲﾙﾙ ｹﾁｪﾊﾑﾆﾀﾞ
내일 생산 계획 회의를 개최합니다.
rainen kara seisan hinmoku o baizou sasemasu
ﾈﾆｮﾝﾌﾞﾄ ｾﾝｻﾝ ﾌﾟﾝﾓｸﾞﾙ ﾍﾟﾛ ﾇﾙﾘｹﾞｯｽﾑﾆﾀﾞ
내년부터 생산 품목을 배로 늘리겠습니다.
来年から生産品目を倍増させます。
ketsuron toshite raigetsu ni setsubi zoukyou o okonaimasu ｷｮﾙﾛﾝﾁｮｸﾞﾛ ﾀｳﾑ ﾀﾚ ｿﾙﾋﾞ ﾁｭﾝｶﾞﾝｳﾙ ｼﾙｼﾊｹﾞｯｽﾑﾆﾀﾞ
결론적으로 다음 달에 설비 증강을 실시하겠습니다.
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
ﾌﾞﾌﾟﾑ ｼﾞｪｼﾞｮｻｴｹﾞ ｽﾖ ｲｪﾁｭｸﾘｬﾝｳﾙ ﾁｮﾈ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
部品メーカに需要予測を伝えて下さい。
부품 제조사에게 수요 예측량을 전해 주십시오.
zaiko wa faasuto in・faasuto auto de shukka shite kudasai ﾁｪｺﾞﾇﾝ ｿﾆｯﾌﾟｿﾝﾁｭﾙﾛ ﾁｭﾗﾍ ﾁｭｼﾌﾟｼﾖ
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。 재고는 선입선출로 출하해 주십시오.
gijiroku o watashi ate ni ii meeru shite kudasai
ﾌｪｲﾛｸﾞﾙ ﾁｪｹﾞ ｲﾒｲﾙﾛ ﾎﾟﾈ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
議事録を私宛にeメールして下さい。
회의록을 제게 이메일로 보내주십시오.
araamu shingou wa nankai hassei shimashita ka
ｱﾙﾗﾑ ｼﾉﾇﾝ ﾐｮｯﾎﾟﾝ ﾊﾟﾙｾﾝﾍｯｽﾑﾆｶ
アラーム信号は何回発生しましたか？
알람 신호는 몇 번 발생했습니까?
nani ka mondai ga nai ka oshiete kudasai
ﾑｽﾝ ﾑﾝｼﾞｪｶﾞ ｵﾝﾇﾝｼﾞ ｱﾙﾘｮ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
무슨 문제가 없는지 알려 주십시오.
何か問題がないか教えて下さい。
kono setsubi wa koshou shite imasu
ｲ ｿﾙﾋﾞﾇﾝ ｺｼﾞｬﾝﾅｯｽﾑﾆﾀﾞ
이 설비는 고장났습니다.
この設備は故障しています。
seisan rain o tomete kudasai
ｾﾝｻﾝ ﾗｲﾇﾙ ﾓﾝﾁｭｫ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
생산 라인을 멈춰 주십시오.
生産ラインを止めて下さい。
toraburu no gen in kyuumei o onegaishimasu
ﾄﾗﾌﾞﾚ ｳｵﾆﾝ ｷｭﾐｮﾝｳﾙ ﾌﾟﾀｯｶﾑﾆﾀﾞ
트러블의 원인 규명을 부탁합니다.
トラブルの原因究明をお願いします。
ashita, seisan keikaku no kaigi o kaisai shimasu

明日、生産計画の会議を開催します。

ﾎﾟｽ ﾋﾟｮﾝ

保守編

보수 편
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ﾎﾟｽ ﾋﾟｮﾝ

sensaa no choushi ga warui you desu

保守編

センサーの調子が悪いようです。

보수 편

atarashii jigu o dounyuu shimasu

新しい治具を導入します。
shuuri o soukyuu ni okonatte kudasai

修理を早急に行って下さい。
ichi jikan inai ni sai kadou sasete kudasai

1時間以内に再稼動させて下さい。
ｺﾑｻ ﾋﾟｮﾝ

hinshitsu chekku no houhou o setsumei shimasu

検査編

品質チェックの方法を説明します。

검사 편

teiki kensa no houhou ga machigatte imasu

定期検査の方法が間違っています。
hinshitsu chekku ga morete imasu

品質チェックが漏れています。
zensuu chekku shite kudasai

全数チェックして下さい。
furyou ritsu no kaizen ga juuyou na kadai desu

不良率の改善が重要な課題です。
bijon shisutemu o dounyuu shimashou

ビジョンシステムを導入しましょう。
furyou hin wa torimingu shite kudasai

不良品はトリミングして下さい。
kanseihin o konpou shite shukka shimashou

完成品を梱包して出荷しましょう。
ﾌｧﾝｷﾞｮﾝ ｱﾝｼﾞｮﾝ ﾋﾟｮﾝ

shiyou enerugii ryou o keisoku shimashou

環境安全編

使用エネルギー量を計測しましょう。

환경 안전 편

mitsubishi denki no inbaataa o dounyuu shite shouene

三菱電機のインバータを導入して省エネ

ｾﾝｿｴ ｻﾝﾃｶﾞ ｱﾝ ｼﾞｮｳﾝ ｺｯ ｶｯｽﾑﾆﾀﾞ
센서의 상태가 안 좋은 것 같습니다.
ｾﾛｳﾝ ﾁｸﾞﾙﾙ ﾄｲｯﾌﾟﾊｹﾞｯｽﾑﾆﾀﾞ
새로운 지그를 도입하겠습니다.
ｽﾘﾙﾙ ｼﾝｿｶﾞｹﾞ ﾁﾈﾝﾍ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
수리를 신속하게 진행해 주십시오.
ﾊﾝｼｶﾞﾝ ｲﾈｴ ﾁｪｶﾞﾄﾝｼｷｮ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
1시간 이내에 재가동시켜 주십시오.
ﾌﾟﾑﾁﾙ ﾁｪｸ ﾊﾟﾝﾎﾞﾌﾞﾙ ｿﾙﾐｮﾝﾊｹﾞｯｽﾑﾆﾀﾞ
품질 체크 방법을 설명하겠습니다.
ﾁｮﾝｷﾞ ｺﾑｻ ﾊﾟﾝﾎﾞﾋﾞ ﾄｩﾙﾘｮｯｽﾑﾆﾀﾞ
정기 검사 방법이 틀렸습니다.
ﾌﾟﾑﾁﾙ ﾁｪｸｶﾞ ﾊﾟｼﾞｮ ｲｯｽﾑﾆﾀﾞ
품질 체크가 빠져 있습니다.
ﾁｮﾝﾁｪ ｹｯｽﾙﾙ ﾁｪｸﾍ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
전체 갯수를 체크해 주십시오.
ﾌﾟﾙﾘｬﾝﾘｭﾚ ｹｿﾆ ﾁｭﾝﾖﾊﾝ ｸｧｼﾞｪｲﾑﾆﾀﾞ
불량률의 개선이 중요한 과제입니다.
ﾋﾟｼﾞｮﾝ ｼｽﾃﾑﾙ ﾄｲｯﾊﾟﾌﾟｼﾀﾞ
비전 시스템을 도입합시다.
ﾌﾟﾙﾘｬﾝﾌﾟﾑﾝ ﾁｪｺﾞﾍ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
불량품은 제거해 주십시오.
ﾜﾝｿﾝﾌﾟﾑﾙ ﾎﾟｼﾞｬﾝﾍｿ ﾁｭﾗﾊﾌﾟｼﾀﾞ
완성품을 포장해서 출하합시다.
ｻﾖﾝ ｴﾉｼﾞﾔﾝｳﾙ ｹﾁｭｶﾌﾟｼﾀﾞ
사용 에너지양을 계측합시다.
ﾐﾂﾋﾞｼ ﾁｮﾝｷﾞ ｲﾝﾎﾞﾄﾙﾙ ﾄｲｯﾊﾟﾖ ｴﾉｼﾞﾙﾙ ﾁｮﾘｬｶﾌﾟｼﾀﾞ
미쓰비시 전기 인버터를 도입하여 에너지를 절약합시다.

shimashou

しましょう。
ﾕﾍ ﾑﾙｼﾞﾙ ﾁｮｻﾇﾝ ﾊﾝﾀﾞﾚ ﾊﾝﾎﾞﾝ ﾊﾟﾝﾄﾞｩｼ ﾎﾟｺﾞﾍ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
유해 물질 조사는 한 달에 한 번 반드시 보고해 주십시오.

yuugai bussitsu no chousa wa ikka getsu ni ikkai

有害物質の調査は1ヶ月に1回
kanarazu houkoku shite kudasai

かならず報告して下さい。
denshi buhin ni hokori wa taiteki desu

電子部品に埃は大敵です。
anzen dai ichi de sagyou ni torikunde kudasai

安全第一で作業に取り組んで下さい。
[seiri, seiton, seisou, seiketsu, shitsuke] no go esu katsudou o

「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5S活動を
kokoro gakemashou

心掛けましょう。
anzen kanri wa seizou buchou to kaku kachou de

安全管理は製造部長と各課長で

ﾁｮﾝｼﾞｬ ﾌﾞﾌﾟﾒ ﾓﾝｼﾞﾇﾝ ﾁｪﾃﾞｴ ﾁｮｷﾞﾑﾆﾀﾞ
전자 부품에 먼지는 최대의 적입니다.
ｱﾝｼﾞｮﾝﾁｪｲﾙﾛ ﾁｬｺﾞﾍﾞ ﾁｬｸｽﾍ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
안전제일'로 작업에 착수해 주십시오.
ﾁｮﾝﾘ､ﾁｮﾝﾄﾞﾝ､ﾁｮﾝｿ､ﾁｮﾝｷﾞｮﾙ､ｲｪｳｲﾎﾟﾑﾁｮﾙ ﾀｿｯｶｼﾞ ﾊﾝﾓｹﾞ
정리, 정돈, 청소, 청결, 예의범절' 5가지 항목에
ｼﾝｷﾞｮﾝｽﾌﾟｼﾀﾞ
신경 씁시다.
ｱﾝｼﾞｮﾝ ｸｧﾝﾘﾇﾝ ﾁｪｼﾞｮﾌﾞｼﾞｬﾝｸﾞｧ ｶｸ ｸｧｼﾞｬﾝｲ ｼﾍﾝﾍ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
안전 관리는 제조부장과 각 과장이 시행해 주십시오.

okonatte kudasai

行って下さい。
ｷｮﾕｸ ﾋﾟｮﾝ

教育編

교육 편

ﾁｪｼﾞｮ ｽﾃﾌﾟ ﾄｩﾚｲﾆﾝｳﾙ ｼﾙｼﾊﾌﾟｼﾀﾞ
제조 스태프 트레이닝을 실시합시다.
sagyou kaishi jikan o mamorimashou
ﾁｬｺﾞｯﾌﾟ ｹｼ ｼｶﾞﾇﾙ ﾁｷﾌﾟｼﾀﾞ
作業開始時間を守りましょう。
작업 개시 시간을 지킵시다.
[o kyaku sama dai ichi shugi] de seisan ni torikumi mashou ｺｹﾞｸﾁｪｲﾙﾁｭｳｲ ﾛ ｾﾝｻﾈ ｲﾑﾊﾌﾟｼﾀﾞ
「お客様第一主義」で生産に取り組みましょう。 고객제일주의'로 생산에 임합시다.
kotoshi wa furyou ritsu no gojuu paasento sakugen o
ｵﾚﾇﾝ ﾌﾟﾙﾘｬﾝﾘｭﾙ ｵｼｯﾌﾟ ﾌﾟﾛ ｻｸｶﾞﾑﾙ ﾄﾑｲｴ ﾓｯﾋﾟｮﾛ ｿﾙｼﾞｮﾝﾊﾌﾟｼﾀﾞ
올해는 불량률 50% 삭감을 팀의 목표로 설정합시다.
今年は不良率の50%削減を
seizou sutaffu no toreeningu o jisshi shimashou

製造スタッフのトレーニングを実施しましょう。

chiimu no mokuhyou ni settei shimashou

チームの目標に設定しましょう。
ﾈﾆｮﾈﾇﾝ ﾋﾟｮﾁｬﾝｼﾞｪﾄﾞﾙﾙ ﾄｲﾊﾟﾙ ｲｴｼﾞｮﾝｲﾑﾆﾀﾞ
내년에는 표창제도를 도입할 예정입니다.

rainen wa hyoushou seido o dounyuu shimasu

来年は表彰制度を導入します。
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ｼﾆｯﾌﾟｻｳｫﾝ ｷｮﾕｷﾞ ｸﾝﾅﾐｮﾝ ｾﾝｻﾝ ﾋｮﾝｼﾞｬﾝｴ ﾍﾞｿｶﾑﾆﾀﾞ

ｷｮﾕｸ ﾋﾟｮﾝ

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。 신입사원 교육이 끝나면 생산 현장에 배속합니다.

교육 편

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

ﾑﾝｼﾞｪｶﾞ ﾊﾟﾙｾﾝﾊﾐｮﾝ ﾊﾟﾛ ﾊﾞﾝｼﾞｬﾝｴｹﾞ ｳｨﾉﾈ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
문제가 발생하면 바로 반장에게 의논해 주십시오.

kudasai

下さい。
ﾏｹﾃｨﾝ ﾋﾟｮﾝ

マーケティング編

마케팅 편

ｷｮﾝｼﾞｪﾝ ｵｯﾌﾟﾁｪﾜｴ ﾁｬﾋﾞｮﾗｶﾞ ﾁｭﾝﾖﾊﾑﾆﾀﾞ
경쟁 업체와의 차별화가 중요합니다.
kakaku kyousou ryoku no koujou mo juuyou ni natte imasu ｶｷﾞｮｸ ｷﾞｮﾝｼﾞｪﾝﾘｮｹﾞ ﾋｬﾝｻﾝﾄﾞ ﾁｭﾝﾖﾊﾑﾆﾀﾞ
가격 경쟁력의 향상도 중요합니다.
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
ﾐﾂﾋﾞｼ ﾁｮﾝｷﾞ ﾁｪﾌﾟﾑﾝ ﾌﾟﾑｼﾞﾘ ﾁｮｯｸﾝﾆｮ
미쓰비시 전기 제품은 품질이 좋군요.
三菱電機の製品は品質が良いですね。
afutaasaabisu taisei o kyouka suru hitsuyou ga arimasu ｴｲｴｽ ﾁｪｼﾞｪﾙﾙ ｶﾝﾌｧﾊﾙ ﾋﾟﾘｮｶﾞ ｲｯｽﾑﾆﾀﾞ
アフターサービス体制を強化する必要があります。 AS 체제를 강화할 필요가 있습니다.
shinsouchi o tenjikai ni shutten shimasu
ｾﾛｳﾝ ﾁｬﾝﾁﾙﾙ ﾁｮﾝｼﾌｪｴ ﾁｭﾙﾌﾟﾑﾊｹﾞｯｽﾑﾆﾀﾞ
新装置を展示会に出展します。
새로운 장치를 전시회에 출품하겠습니다.
kono shouhin no shijou chousa o okonatte kudasai
ｲ ｻﾝﾌﾟﾒ ｼｼﾞｬﾝ ﾁｮｻﾙﾙ ｼﾍﾝﾍ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
이 상품의 시장 조사를 시행해 주십시오.
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 ｺﾞｹﾞｸ ﾖｸﾞｴ ﾀﾔﾝﾌｧｴ ﾃｳﾝﾊﾙ ﾋﾟﾘｮｶﾞ ｲｯｽﾑﾆﾀﾞ
고객 요구의 다양화에 대응할 필요가 있습니다.
お客様のニーズの多様化に対応することが
kyougou tasha tono sabetsuka ga juuyou desu

競合他社との差別化が重要です。

hitsuyou to narimasu

必要となります。
ｼﾝﾁｪｯﾌﾟﾑ ｹﾊﾞﾙﾃｨﾑﾙ ﾋﾟｮﾝｿﾝﾊｹﾞｽﾑﾆﾀﾞ
신제품 개발팀을 편성하겠습니다.
ｽｺﾞﾊｼｮｯｽﾑﾆﾀﾞ
수고하셨습니다.
ﾋﾟｺﾞﾅｼﾑﾆｶ
피곤하십니까?
ｸﾙｯﾌﾟ ﾁｮﾝｳｫﾝｲ ﾊﾑｹ ｼｸｻﾊﾌﾟｼﾀﾞ
그룹 전원이 함께 식사합시다.
ｺﾝﾍﾞ
건배!
ﾓﾄﾞｩ ﾀ ｶﾁ ﾁｭﾙｺﾞｯﾌﾟｹ ｵｳﾙﾘﾌﾟｼﾀﾞ
다 같이 즐겁게 어울립시다.
ﾊﾝｸﾞｯｸ ﾖﾘﾇﾝ ﾏｼｯｸﾝﾆｮ
한국 요리는 맛있군요.
ﾄｯﾌﾟｽﾑﾆﾀﾞ
덥습니다.
ﾁｮｱﾊﾑﾆﾀﾞ
좋아합니다.
ｼﾛﾊﾑﾆﾀﾞ
싫어합니다.
ｻﾔﾝﾊｼﾞ ﾏﾙｺﾞ ﾏﾆ ﾄｩｼﾌﾟｼﾖ
사양하지 말고 많이 드십시오.
ﾒｸﾁｭ ﾊﾝｼﾞｬﾝ ﾄﾞ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
맥주 한 잔 더 주십시오.
ﾁｮｸﾞﾑﾏﾝ ｷﾀﾞﾘｮ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
조금만 기다려 주십시오.
ﾖﾛﾌﾞﾈ ﾋｮﾑﾘｮｸﾞﾛ ｲﾎﾞﾝ ﾌﾟﾛｼﾞｪｯｸﾄｩｶﾞ ｿﾝｺﾞﾝﾍｯｽﾑﾆﾀﾞ
여러분의 협력으로 이번 프로젝트가 성공했습니다.

shin seihin no kaihatsu chiimu o hensei shimasu

新製品の開発チームを編成します。
ﾌｪｼｸ ﾋﾟｮﾝ

otsukare sama deshita

会食編

お疲れ様でした。

회식 편

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。
kankoku ryouri wa oishii desu ne

韓国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。
ｶﾑﾄﾞﾝﾍｯｽﾑﾆﾀﾞ
감동했습니다.
ﾈｲﾙﾄﾞ ﾄ ﾋﾑﾈﾌﾟｼﾀﾞ
내일도 또 힘냅시다.
ﾖﾙｼﾐ ﾍ ｼﾞｭｼﾌﾟｼﾖ
열심히 해 주십시오.

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。
gambatte kudasai

がんばってください。
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FA현장 문장 모음(한국어)

エフエイ ヒョンジャン ムンジャン モウム（ハングゴ）
チャンミョン

イルボノ

ハングゴ

場面
장면

日本語
일본어

韓国語
한국어

ﾌｪｼｸ ﾋﾟｮﾝ

gambari mashou

会食編

がんばりましょう。

ﾖﾙｼﾐ ﾊﾌﾟｼﾀﾞ
열심히 합시다.

회식 편
＜注意事項＞
＊韓国語のフレーズには、比較的韓国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、比較的日本語の読みに近いローマ字表記を付加しています。
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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-036-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
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