インドネシア語

※主に赤い枠内は飲食店、青い枠内はお客様が使うことを想定しています。

(Bahasa Indonesia )

Mainly, the boxed text in red indicates for staff of restaurants and in blue for customers.

指差し会話シート
外国語に不自由なため、このシートを利用してお話させていただきます。

Karena saya tidak mahir bahasa asing, mohon biarkan saya berbicara
menggunakan buku ini

入店の時 (Saat datang)

ご予約は頂いていますか？

Apakah sudah reservasi?

何名様でしょうか

Berapa orang?
食券は、あちらでお買い求めください

Kupon makannya tolong dibeli di
sana.

はい

いいえ

カウンター

窓側

Iya

Tidak

Konter

Pinggir jendela

禁煙

喫煙

Bebas rokok

Boleh merokok

少しお待ち頂けますでしょうか？

Boleh mohon tunggu sebentar?

お席のご希望はありますか？

Apakah ada kursi pilihan?

●●分くらい待ってください

Mohon tunggu kurang lebih ●●
menit

ただいま満席です

Saat ini kursi sedang penuh

席に着いた時 (Saat tiba di kursi)
ご注文がお決まりになりましたか？

Apabila sudah selesai memilih

食事後 (Setelah makan)

店員を呼んでください

Mohon panggil staf kami
ボタンを押してください

Mohon tekan tombol
お会計をお願いします

Tolong saya mau bayar.

お会計はレジでお願いします

現金

クレジットカード

Mohon lakukan pembayaran di kasir.

Kas

Kartu kredit

お会計はテーブルでお願いします

別々の会計でお願いします

Mohon lakukan pembayaran di meja.

Untuk pembayarannya tolong dipisahkan
masing-masing.

お支払はどのようになさいますか？

Mau bayar pakai apa?
申し訳ございませんが、
クレジットカードはご利用になれません

Mohon maaf, Kartu kredit tidak bisa dipakai

割り勘で支払います

Pembayaran akan dilakukan secara
patungan.
領収書をください

Minta tolong kuitansinya.

お飲み物は何になさいますか？

注文の時 (Saat pesan menu)

Mau minum apa?

料理のご注文は●●時までです
飲みもののご注文は●●時までです

Batas waktu untuk memesan makanan sampai
dengan jam ●●.

Batas waktu untuk memesan minuman sampai
dengan jam ●●.

こちらはオススメメニューです

Ini adalah menu rekomendasi

メニューをください

Minta menunya
これは●●料理です

Ini adalah masakan ...
早くできるのはどれですか？
甘い

辛い

すっぱい

Manis

Pedas

Kecut

温かい

つめたい

炒める

Hangat

Dingin

Tumis

煮る

蒸す

くんせい

Rebus

Kukus

Asap

揚げる

焼いた

生

Goreng

Bakar

Mentah

Manakah yang cepat saji?
オススメはどれですか？

Manakah yang direkomendasikan?
どうやって食べるのですか？

Bagaimana cara makannya?
この料理の調理方法は？

Apa cara memasak masakan ini?
お料理はお決まりでしょうか？

Apakah sudah selesai memilih masakan?
注文した料理がまだきません

ご注文を確認させて頂きます

Makanan yang dipesan belum datang

Saya ulangi pesanannya
食べられない物はありますか？

注文した料理と違います

Apakah ada makanan yang tidak bisa dimakan?

Makanannya berbeda dengan yang telah
dipesan

ご注文の品は全て揃いましたか？

Apakah sudah keluar semua pesanannya?
お手洗いはどこですか
(何か）必要なものはありますか？

Toilet ada di mana?

Ada perlu apa?
水

スプーン

はし

酢

取り皿

Air

Sendok

Sumpit

Cuka

Piring

ナイフ

フォーク

グラス

灰皿

おしぼり

Pisau

Garpu

Gelas

Asbak

Handuk tangan

メニュー

Menu

マヨネーズ

Mayonaise

さとう

タバスコ

塩

Gula

Tabasco

Garam

しょうゆ

胡椒

ケチャップ

ドレッシング

Kecap asin

Merica

Saus tomat

Bumbu salad

