お店の名前
日本語

インドネシア語

インドネシア語 読み

Bahasa Jepang

お店

toko

トコ

omise

服屋

toko baju

トコ バジュー

huku ya

サンダル屋

toko sepatu

トコ スパトゥ

sandaru ya

カバン屋

toko tas

トコ タス

kaban ya

お土産屋

toko oleh-oleh

トコ オレオレ

omiyage ya

日本語

インドネシア語

インドネシア語 読み

Bahasa Jepang

こんにちは（昼間）

selamat siang

スラマッ シアン

konnichiwa

こんばんは（夕方）

selamat sore

スラマッ ソーレ

konbanwa

お店についたとき

すみませーん

permisi

プルミシ

sumimasen

入っていい？

boleh masuk ?

ボレ マスッ ?

haitte ii desuka ?

靴、脱がないとだめ？

harus lepas sepatu ?

ハルス
ルパーストゥトゥッ
スパトゥ ?
ジャンブラパ

kutsu ha nuidahouga iidesuka ?

何時に閉まりますか？

jam berapa tutup ?

(プ）？

nanji heiten desuka ?

※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）
※こんにちは、などの「は」はBahasa Jepangではwaと表記してます。

買い物中
日本語

インドネシア語

これは何ですか？

apa ini ?

インドネシア語

読み

Bahasa Jepang

アパ イニ？

kore ha nandesuka ?

あれは何ですか？

apa itu ?

アパ イトゥ？

are ha nandesuka ?

見てるだけ

lihat lihat saja

リハッ リハッ サジャ

miterudake

サイズは何？

apa ukuran-nya ?

アパ ウクランニャ？

saizu ha nani ?

何色がありますか？

warna apa saja ?

ワルナ アパ サジャ？

naniiro ga arimasuka ?

これと同じのありますか ？

ada yang sama begini ?

アダ ヤン サマ ブギ二 ?

koreto onaji no arimasuka ?

〇〇のような

seperti 〇〇

スプルティ〇〇

〇〇no youna

〇〇を探してます

saya cari 〇〇

サヤ チャリ ○○

〇〇wo sagashite imasu

他のも見ていい？

boleh lihat yang lain ?

ボレ リハッ ヤン ライン？

hoka mo mite ii desuka ?

試着していいですか ？

boleh di coba ?

ボレ ディ チョバ？

shichaku shite ii desuka ?

もっと小さいのある？

ada yang lebih kecil ?

アダ ヤン ルビ クチル？

motto chiisai no arimasuka ?

もっと大きいのある？

ada yang lebih besar ?

アダ ヤン ルビ ブサール？

motto ookii no arimasuka ?

似合わなかった^^;

tidak cocok ^^;

ティダッ チョチョッ ^^;

niawanakatta ^^;

これ、可愛いね

ini cantik

イニ チャンティッ

kore kawaii ne

いいね

bagus

バグース

iine

小さすぎ

kekecilan

ククチラン

chiisazugiru

大きすぎ

kebesaran

クブサラン

ookisugiru

短い

pendek

ペンデッ

mijikai

長い

panjang

パンジャン

nagai

丁度いい

ok / pas

オッケー / パス

chodo ii

あれ取ってください

tolong ambil itu

トロン アンビル イトゥ

are totte kudasai

あれが見たい

saya mau lihat itu

サヤ マウ リハッ イトゥ

arega mitai

どうやって着るの？

bagaimana cara pakai ?

バガイマナ チャラ パカイ？

douyatte kimasuka ?

着るの手伝ってくれる？

bisa bantu pakai ?

ビサ バントゥ パカイ？

kiruno wo tetsudatte kudasai

これなにするもん ？

ini untuk apa ?

イニ ウントゥッ アパ ？

kore ha nani ni tsukau mono desuka ?

横のやつ

yang di samping

ヤン ディ サンピン

yoko no mono

前のやつ

yang di depan

ヤン ディ ドゥパン

mae no mono

後ろのやつ

yang di belakang

ヤン ディ ブラカン

ushiro no mono

素材は何ですか？

apa bahan-nya ?

アパ バハン ニャ？

sozai ha nandesuka ?

本革ですか？

ini kulit asli ?

イニ クリッ アスリ？

honkawa desuka ?

品切れです

habis

ハビス

sinagire desu

いつ、入荷しますか？

kapan ada barang lagi ?

カパン アダ バラン ラギ？

itsu nyuka shimasu ka ?

お土産

oleh-oleh

オレ オレ

omiyage

何個入り？

berapa isi-nya ?

ブラパ イシニャ？

nanko iri desuka ?

値段交渉中
日本語

インドネシア語

インドネシア語

読み

Bahasa Jepang

いくらですか？

berapa harga-nya ?

ブラパ ハルガニャ？

ikura desuka ?

高いなー

mahal

マハール

takai

まだ高いなー

masih mahal

マシ マハール

mada takai

安い！

murah !

ムラ （ハ）

yasui

安くできますか？

bisa tawar ?

ビサ タワール？

yasuku dekimasuka ?

割引ある？

ada diskon ?

アダ ディスコン？

waribiki arimasuka ?

〇〇ルピアでどうよ？

kalau 〇〇rupiah ?

カラウ 〇〇ルピア？

〇〇rupia de doudesuka ?

もし２つ買ったら？

kalau beli dua ?

カラウ ブリ ドゥア？

moshi hutatsu kattara ?

もしいっぱい買ったら？

kalau beli banyak ?

カラウ ブリ バニャッ？

moshi ippai kattara ?

考えるわ

pikir dulu

ピキル ドゥルー

kangaemasu

ちょっと待ってや

tunggu sebentar

トゥングー スブンタール

chotto matte

できません

tidak bisa

ティダッ ビサ

dekimasen

倒産する

bangkrut

他のお店は〇〇ルピアだったよ 〇〇rupiah di toko lain

バンクルッ

tousan suru

〇〇ルピア ディ トコ ライン

hoka no mise ha 〇〇rupia deshita

やめとくわ

tidak jadi ya

ティダッ ジャディ ヤー

yameteokimasu

ごめんね

maaf ya

マアフ ヤー

gomenne

また後で来るね

nanti kembali lagi ya

ナンティ クンバリ ラギ ヤー

mata atode kimasu

買い物が決まったとき
日本語

インドネシア語

これ買います

saya mau beli ini

インドネシア語

サヤ マウ ブリ イニ

読み

Bahasa Jepang
kore kaimasu

これが欲しい

saya mau ini

サヤ マウ イニ

kore ga hoshii

これだけ

ini saja

イニ サジャ

koredake

他には？

ada lagi ?

アダ ラギ？

hokaniwa ?

これを５個ください

minta 5 yang ini

ヤン イニ
ボレ ミンタ
パカイ リマ
カルトゥクレジット

kore wo goko kudasai

クレジットカード使える？

boleh pakai kartu kredit ?

?

credit card tsukaemasuka ?

ATM はどこ？

dimana ATM ?

ディマナ アーテーエム ?

ATM ha dokodesuka ?

レシートください

minta nota

ミンタ ノタ

reciept kudasai

袋は要りません

tidak perlu tas

ティダ プルルゥ タス

hukuro irimasen

もっと袋もらえますか？

boleh minta tas lebih ?

ボレ ミンタ タス ルビ？

motto hukuro moraemasuka ?

お店の名刺ありますか？

ada kartu nama ?

アダ カルトゥ ナマ？

omise no meishi arimasuka ?

今すぐ使いたい

saya mau langsung pakai

サヤ マウ ランスン パカイ

imasugu tsukaimasu

値札外してください

tolong lepas label harga

トロン ルパス ラベル ハルガ

nehuda hazushite kudasai

ギフト包装してもらえる？

bisa bungkus kado ?

ビサ ブンクス カドー？

gift housou shite kudasai

また来るね

saya akan datang lagi ya

サヤ アカン ダタン ラギ ヤ

どうもありがとう！

terima kasih banyak !

テリマカシ

バニャッ！

mata kimasu
doumo arigatou !

雑談
日本語

インドネシア語

インドネシア語

読み

Bahasa Jepang

名前は？

siapa nama ?

シアパ ナマ ?

namae wa ?

どこから（何人）？

dari mana ?

ダリ マナ？

dokokara kimashita ka ?

日本からです

dari Jepang

ダリ ジャパン

nihon kara desu

ホリデーですか？

holiday ?

ホリデー？

holiday desuka ?

バリ島ははじめて？

pertama di Bali ?

プラタマ ディ バリ？

Bali tou ha hajimete ?

バリ島が好きです

saya suka Bali

サヤ スカ バリ

Bali tou ga sukidesu

はい

ya

ヤ

hai

いいえ

tidak

ティダッ

iie

インドネシア語うまいねー

pintar bahasa Indonesia

ピンタールバハサインドネシア

Indonesia go jyouzu desune

ちょっとだけ

sedikit saja

スディキッ サジャ

chotto dake

流暢じゃないよ

tidak lancar

ティダッ ランチャール

ryuuchou deha naidesu

勉強中です

sedang belajar

スダン ブラジャール

bennkyou chu desu

結婚してるの？

sudah menikah ?

スダ ムニカ？

kekkon shitemasuka ?

恋人はいるの？

sudah punya pacar ?

スダ プニャ パチャール？

koibito ha imasuka ?

子供はいる？

sudah punya anak ?

スダ プニャ アナッ？

kodomo ha imasuka ?

ある

ada

アダ

aru

ない

tidak ada

ティダック アダ

nai

どこに住んでる（滞在してる）の？

dimana tinggal ?

ディマナ ティンガル？

doko ni sunde masuka ?

