
インドネシア語の挨拶
日本語 インドネシア語 インドネシア語　読み Bahasa Jepang

おはよう selamat pagi スラマッパギ ohayo
こんにちは（昼前から午後） selamat siang スラマッシアン konnichiwa

こんにちは（夕方） selamat sore スラマッソーレ konnichiwa
こんばんは selamat malam スラマッマラム konbanwa
おやすみ selamat tidur スラマティドゥール oyasumi

ありがとう terima kasih トゥリマカシ arigatou
どういたしまして sama-sama サマサマ do-itashimashite

すみませーん permisi プルミシー sumimasen
またね sampai jumpa (lagi) サンパイ ジュンパ (ラギ) matane
ごめん maaf マアフ gomen/sumimasen

元気ですか？ apa kabar アパ　カバール？ genki desuka ?
元気です baik バイッ gennki desu

良い/素晴らしい！ bagus バグース！ sugoi !/subarashii !

※日本語の伸ばす音は”ー”で表しています。



会話で使える便利な言葉とフレーズ

日本語 インドネシア語 インドネシア語　読み Bahasa Jepang

はい ya ヤ hai

いいえ tidak ティダ iie

わたし saya サヤ watashi

あなた anda アンダ anata

済んだ sudah スダ sunda 

まだ belum ブルム mada

どこ行くの？ mau ke mana ? マウ ク マナ？ doko ikuno ?

ご飯食べてくるわ makan dulu マカン ドゥルー gohan tabe ni iku

何時ですか？ jam berapa ? ジャン ブラパ？ nanji desuka ?

へーそうなんやー！ oh begitu ! オー ブギトゥ ! hee- sounanda/sounanya

そうそうそう！ ya ya ya ! ヤーヤーヤー！ so so so ! / sou sou !

どこ住んでるん？ di mana tinggal ? ディマナ ティンガル？ dokoni sunderu ?

違う違う！ bukan bukan ブカン ブカン！ chigau

ほんまに？ betul ? / benar ? ブトゥール？/ブナール？ hontoni ?

あっちゃー aduh アドゥー accha-

絶対？ pasti ? (yakin ?) パスティ？(ヤキン？） zettai ?

大丈夫 tidak apa apa ティダ アパ アパ daijyoubu
えーっと何ていうんやっけ

ー..
apa nama nya.. アパ ナマニャー.. e-tto nandakke ?

※インドネシア語では丁寧さより、簡単な日本語を表記しています。（標準語が基本）



レストランで使えるフレーズ

日本語 インドネシア語 インドネシア語　読み Bahasa Jepangいただきます（召し上がれ
的） selamat makan スラマッ マカン itadakimasu

（私）お腹空いた  saya lapar サヤ ラパール onaka suita

美味しい！ enak！ エナッ！ oishii !

むっちゃ美味しい！ enak sekali ! エナッ スカリ！ sugoi oishii !

持ち帰りします mau bungkus マウ ブンクス motte kaerimasu

ここで食べます makan disini マカン ディシ二 kokode tabemasu

何人ですか？ berapa orang ? ブラパオラン？ nan nin desuka ?

メニューください minta menu ミン タメヌ menu kudasai

もう一個ください minta satu lagi ミンタ サトゥ ラギ mou ikko kudasai

お会計してください minta bon ミンタ ボン okaikei shitekudasai

むっちゃ辛っ！ pedas sekali ! プダスカリ sugoi karai !

辛くしないで jangan pedas ジャンガンプダス karaku shinaide

お皿ください minta piring ミンタ　ピリン osara kudasai

スプーンください minta sendok ミンタ センドッ spoon kudasai

これ何？ apa ini ? アパ イニ？ kore nani ?

あれ何？ apa itu ? アパ イトゥ？ are nani ?

わたしお肉食べません saya tidak makan daging サヤ ティダッ マカン ダギン watashi oniku tabemasen

※インドネシア語は簡単で実用的な日本語を表記しています。（標準語が基本）



買い物で使えるフレーズ

日本語 インドネシア語 インドネシア語　読み Bahasa Jepang

試着していい？ boleh di coba ? ボレ ディ チョバ？ shichaku shite iidesuka ?

もっと小さいのある？ ada lebih kecil ? アダ ルビ クチル？ motto chiisai no arimasuka ?

むちゃ大きい besar sekali ブサールスカリ o-ki sugiru

他の色ある？ ada warna yang lain ? アダ ワルナ ヤン ライン？ hoka no iro arimasuka ?

いくつ？ berapa ? ブラパ？ ikutsu ?

値段いくら？ berapa harganya ? ブラパ　ハルガニャ？ ikura desuka ?

まけてくれる？ boleh di tawar ? ボレ ディ タワール？ makete kuremasuka ?

ちょっと安くできる？ bisa sedikit kurang ? ビサ スディキット クラン？ chotto yasuku dekimasuka ?

もし2つ買ったら？ kalau beli dua ? カラウ（カロ）ブリ ドゥア？ moshi 2ko kattara ?

何かお手伝いできますか？ bisa di bantu ? ビサ ディ バントゥ？ nanika otetsudai shimasyouka ?

見てるだけ～ lihat lihat saja リハッリハッ サジャ miterudake

（私）ちょっと考えるわ （saya) pikir dulu （サヤ）ピキル ドゥルー chotto kangaemasu

可愛いー cantik チャンティッ kawaii

高いな、、、 mahal… マハール、、、 takai na...

やめとくわ tidak jadi ティダッ ジャディ yamete okimasu

あれが欲しい mau itu マウ イトゥ are ga hoshii

他には？ ada lagi ? アダ ラギ？ hoka niha ?

これだけで ini saja イニ サジャ koredake de

※インドネシア語は同じような意味で実用的な日本語を表記しています。（標準語が基本）


