
IT企業 あいてぃーきぎょう Perusahaan IT

～に勤める ～につとめる bekerja di-

～で働く ～ではたらく bekerja di-

なかなか大変 なかなかたいへん sangat susah, sangat berat

このようなこと このようなこと         hal/kejadian seperti ini.

上司 じょうし atasan

～に呼ばれる ～によばれる dipanggil (oleh seseorang)

発注データ はっちゅうでーた data pemesanan

～を処理しておく ～をしょりしておく akan mengolah, mengatur

返事をする へんじをする menjawab, membalas

席に戻る せきにもどる kembali ke tempat duduk

いつも通り いつもどおり seperti biasanya

ウロウロする うろうろする mondar-mandir, berjalan kesana-kemari

横に よこに di samping

スクリーン すくりーん layar (komputer)

～をのぞき込む ～をのぞきこむ menengok / mengintip

入力 にゅうりょく pemasukan, entri (data)

時刻 じこく waktu, jam

急ぎの いそぎの segera, yang harus diselesaikan secepatnya.

頼む たのむ meminta, memohon

理由 りゆう alasan

気になる きになる menjadi kepikiran, merasa terganggu, 
penasaran

作業 さぎょう kerja

～を進める ～をすすめる menjalankan, memajukan, mempercepat

行動 こうどう perbuatan, tingkah laku

自身 じしん diri sendiri, orangnya

信じる しんじる percaya

直属の上司 ちょくぞくのじょうし atasan langsung

語
ご

彙
い

リスト（インドネシア語
ご

）
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ビジネスコミュニケーションのためのケース学習　【教材編】

C A S E 0 2

合弁会社 ごうべんがいしゃ perusahaan patungan

機械 きかい mesin

～に勤務する ～にきんむする bekerja di-

エンジニア えんじにあ insinyur, ahli teknik mesin

～で働く ～ではたらく bekerja di-

社員 しゃいん pegawai/karyawan perusahaan

10名程 じゅうめいほど kira-kira 10 orang

ほとんどは ほとんどは        kebanyakan, pada umumnya

現地採用 げんちさいよう pengangkatan pegawai di daerah setempat.

入社後 にゅうしゃご setelah menjadi pegawai/karyawan

～を始める ～をはじめる memulai

旧日本語能力試験 きゅうにほんご
のうりょくしけん

Ujian Kemampuan Bahasa Jepang versi lama

3級 さんきゅう Level 3

～に合格する ～にごうかくする lulus

日本語能力 にほんごのうりょく kemampuan bahasa Jepang

～を評価する ～をひょうかする menilai, mengapresiasi, menghargai

数カ月 すうかげつ beberapa bulan

技術研修を受ける ぎじゅつけんしゅうをうける mengikuti pelatihan kerja

～を通して ～をとおして melalui

ずいぶん ずいぶん cukup banyak, sangat, luar biasa

困った状況 こまったじょうきょう situasi yang pelik/keadaan yang sangat susah

上司 じょうし atasan

～を任せる ～をまかせる mempercayakan

できるかい？ できるかい？ Apakah (Anda) bisa melakukannya?

初めての はじめての pertama kali

内容 ないよう isi 

具体的な ぐたいてきな secara rinci

指示 しじ petunjuk

マニュアル まにゅある buku pedoman

～を進める ～をすすめる menjalankan

急に きゅうに tiba-tiba

不安になる ふあんになる merasa tidak percaya diri, khawatir

せっかく せっかく mumpung

逆に ぎゃくに sebaliknya
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語彙リスト（インドネシア語）

機会を生かす きかいをいかす menggunakan kesempatan

努力する どりょくする berusaha

数々の かずかずの sejumlah

困難に遭遇する こんなんにそうぐうする mengatasi kesulitan

試行錯誤する しこうさくごする belajar dari kesalahan dan terus mencoba

ようやく ようやく        akhirnya

満足のいく まんぞくのいく merasa puas

出来 でき hasil

結果 けっか hasil

～を報告する ～をほうこくする melaporkan

工夫 くふう upaya, usaha melakukan sesuatu yang baru

～をほめる ～をほめる memuji

内心 ないしん dalam hati

期待する きたいする mengharapkan, berharap

自分勝手な じぶんかってな seenaknya, sesuka hati, semau gue

怒鳴る どなる berteriak

わけが分からない わけがわからない tidak mengerti, tidak masuk akal

ただ～ばかり ただ～ばかり        hanya melakukan satu hal saja, (tanpa yang 
lain)

驚く おどろく keget, terkejut

頭の中が真っ白になる あたまのなかが
まっしろになる

pusing, tidak dapat berpikir lagi.

C A S E 0 3

変更 へんこう perubahan

大学時代 だいがくじだい semasa masahasiswa

～を含め ～をふくめ termasuk

経験 けいけん pengalaman

日本滞在中に にほんたいざいちゅうに selama tinggal di Jepang

旧日本語能力試験 きゅうにほんご
のうりょくしけん

Ujian Kemampuan Bahasa Jepang versi lama

1級 いっきゅう level 1

～に合格する ～にごうかくする lulus

現在 げんざい sekarang, saat ini

ウェブデザイン会社 うぇぶでざいんがいしゃ perusahaan perencang laman website
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ビジネスコミュニケーションのためのケース学習　【教材編】

取締役 とりしまりやく direktur perusahaan

政府 せいふ pemerintah

企業 きぎょう perusahaan

～関連 ～かんれん berhubungan, terkait dengan

通訳 つうやく penerjemahan (lisan)

業務提携先 ぎょうむていけいさき rekanan bisnis

以前の いぜんの dahulu, sebelumnya

上司 じょうし atasan

注文を受ける ちゅうもんをうける menerima pesanan

伝える つたえる menyampaikan

商品 しょうひん barang dagangan, produk

～を宣伝する ～をせんでんする menyebarluaskan, mempublikasikan

広告 こうこく iklan

アウトソーシング あうとそーしんぐ memesan barang atau parts dari perusahaan 
lain untuk kebutuhan perusahaan sendiri.

困った こまった menemui kesulitan

立場 たちば posisi

～に立たされる ～にたたされる ditempatkan pada, diperhadapkan/berada 
pada

要望 ようぼう keinginan

詳しく くわしく secara rinci, detail

相互に そうごに saling

予算内 よさんない sesuai anggaran, dengan anggaran ini

解決する かいけつする memecahkan masalah

判断する はんだんする mempertimbangkan, mengambil keputusan

仕様書 しようしょ buku petunjuk, manual

怒る おこる marah

進まない すすまない tidak maju-maju, terhenti

双方 そうほう kedua-belah pihak

納得した上で なっとくしたうえで atas kesepahaman, dapat menerima 

～にもかかわらず ～にもかかわらず padahal, meskipun,
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語彙リスト（インドネシア語）

期待は（が）はずれる きたいは（が）はずれる tidak sesuai harapan

中小企業 ちゅうしょうきぎょう perusahaan kecil dan menengah

取締役 とりしまりやく direktur perusahaan

発注 はっちゅう pemesanan

～が届く ～がとどく menerima, mendapat

要望 ようぼう keinginan

十分に伝えきれずに じゅうぶんに
つたえきれずに

tidak tersampaikan dengan baik

悩む なやむ penuh kesukaran, merasa susah, menderita

取引先 とりひきさき rekanan bisnis

部長以下 ぶちょういか kepala bagian dan bawahannya

視察を兼ねて しさつをかねて mengadakan inspeksi berulang kali

仕様書 しようしょ buku petunjuk, manual

細部 さいぶ detail, rinci

詰める つめる membahas

機会 きかい kesempatan

～に期待をかける ～にきたいをかける dengan penuh harapan

実際には じっさいには pada kenyataannya

到着する とうちゃくする tiba

すぐにでも すぐにでも segera, secepatnya

打ち合わせに入る うちあわせにはいる mengadakan rapat koordinasi

市内観光 しないかんこう wisata dalam kota

終了する しゅうりょうする selesai, berakhir, tamat

郊外 こうがい pinggiran kota

工場見学 こうじょうけんがく kunjungan wisata ke paberik

工場長 こうじょうちょう kepala paberik

簡単な打ち合わせ かんたんなうちあわせ rapat koordinasi kecil

最終日 さいしゅうび hari terakhir

ようやく ようやく akhirnya

確認すべきこと かくにんすべきこと hal-hal yang harus dikonfirmasikan

問題点 もんだいてん pokok masalah

山のように出てくる やまのようにでてくる muncul seperti gunung

何一つ解決しないまま なにひとつかいけつ
しないまま

tidak ada satupun masalah yang dipecahkan

訪問日程 ほうもんにってい jadwal kunjungan

C A S E 0 4
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ビジネスコミュニケーションのためのケース学習　【教材編】

最後の一言 さいごのひとこと kata-kata terakhir

私自身 わたしじしん saya sendiri

意味 いみ arti

伝える つたえる menyampaikan, mengabarkan

途方に暮れる とほうにくれる tidak tahu harus bagaimana

せっかくの機会 せっかくのきかい mumpung kesempatan yang baik

直接話し合う場 ちょくせつはなしあうば tempat untuk berbicara secara langsung

C A S E 0 5

駐在員 ちゅうざいいん pegawai yang ditempatkan di luar negeri

～に勤務する ～にきんむする bertugas sebagai

日系 にっけい milik Jepang

～に勤める ～につとめる bekerja di 

工場長 こうじょうちょう kepala paberik

普段 ふだん biasanya

～から離れた ～からはなれた terpisah dari

支社 ししゃ kantor cabang

～の統括をする ～のとうかつをする mengkordinir

基本的に きほんてきに pada dasarnya

日本文化 にほんぶんか budaya Jepang

～に精通する ～にせいつうする benar-benar tahu, menguasai

社員 しゃいん pegawai/karyawan perusahaan

意思の疎通 いしのそつう komunikasi

困っている こまっている mengalami kesulitan

連絡 れんらく pemberitahuan, menghubungi

相談 そうだん konsultasi

体制が整う たいせいがととのう sistimnya teratur

報告 ほうこく laporan

ほう・れん・そう ほうれんそう HORENSO: kepanjangan dari Houkoku: 
melaporkan, Renraku: menghubungi/
memberitahukan, Soudan: berkonsultasi

～が徹底する ～がてっていする menjadi terbiasa, membudaya
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語彙リスト（インドネシア語）

日報を出す にっぽうをだす menyampaikan laporan harian

部下 ぶか bawahan

部署（間） ぶしょ（かん） (antar) unit, bagian

現場 げんば lapangan/lokasi (pekerjaan)

情報が上がる じょうほうがあがる informasinya naik sampai ke atasan

業績 ぎょうせき　 hasil kerja, hasil usaha

大変なロスにつながる たいへんなろすにつながる mengarah pada kerugian yang besar

商品 しょうひん barang dagangan, produk

取引先 とりひきさき rekan bisnis, klain

売られていない理由 うられていないりゆう alasan mengapa tidak terjual

営業担当者 えいぎょうたんとうしゃ penganggungjawab

その件については そのけんについては mengenai hal itu

実は じつは sebenarnya, sebetulnya

同僚 どうりょう rekan kerja

～を開拓する ～をかいたくする membuka suatu lapangan baru, membuka 
hubungan kerja baru

失敗に終わる しっぱいにおわる berakhir dengan gagal

役職 やくしょく jabatan

相手にする あいてにする memperlakukan seseorang sebagai rekanan

大切さ たいせつさ pentingnya (sesuatu)

～にもかかわらず  ～にもかかわらず       meskipun, padahal

契約 けいやく perjanjian

変更 へんこう perubahan

自分一人で じぶんひとりで oleh saya sendiri

事前に じぜんに sebelumnya, terlebih dahulu

取引の継続 とりひきのけいぞく kelanjutan transaksi

新規開拓 しんきかいたく pembukaan suatu area baru/ rekanan bisnis 
baru

仕事ぶりから判断する しごとぶりからはんだんする dilihat dari hasil kerja seseorang

任せる まかせる mempercayakan (kpd seseorang)

一部取り消し いちぶとりけし pembatalan sebagian

ダメージ だめーじ kerusakan

情報を共有する じょうほうをきょうゆうする membagikan informasi

方法 ほうほう cara
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ビジネスコミュニケーションのためのケース学習　【教材編】

C A S E 0 6

中間の ちゅうかんの sedang dalam proses (barang setengah jadi)

納品 のうひん pengantaran barang

中小企業 ちゅうしょうきぎょう perusahaan kecil dan menengah

IT商品 あいてぃーしょうひん barang produksi IT / produk IT

下請け会社 したうけがいしゃ perusahaan pelaksana proyek

開発予定の製品 かいはつよていのせいひん barang siap produksi

仕様 しよう spesifikasi

～に派遣される ～にはけんされる ditempatkan, (dikirim kesuatu tempat untuk 
bekerja)

専用 せんよう khusus

窓口 まどぐち loket

各段階 かくだんかい setiap tahapan

密接に みっせつに hubungan yang erat, rapat

自社 じしゃ perusahaan sendiri

橋渡しをする はしわたしをする menjembatani

納品管理 のうひんかんり manajemen pengantaran barang

～を徹底する ～をてっていする dengan tuntas, dengan baik, lengkap

円滑に えんかつに secara cepat dan efisien, dengan lancar

役目 やくめ peran, tugas

要求される ようきゅうされる diminta

サイクル さいくる putaran

余裕のない よゆうのない tidak ada waktu luang

納期を守る のうきをまもる menjaga agar pengantaran barang sesuai 
waktu.

考え方につきあう かんがえかたにつきあう mengikuti cara berpikir perusahaan

期日 きじつ waktu

できたところまでの結果 できたところまでのけっか hasil sementara / sampai dimana selesainya. 

この間 このあいだ dalam waktu ini

～を渡される ～をわたされる diserahkan

限られた かぎられた terbatas

人員 じんいん sumber daya manusia

設計書作成 せっけいしょさくせい pembuatan sketsa

検証 けんしょう pengujian

終了させる しゅうりょうさせる menyelesaikan

きつい きつい sukar



009

語彙リスト（インドネシア語）

仕方なく しかたなく apa boleh buat

出勤する しゅっきんする pergi kerja, masuk kerja

フル稼働 ふるかどう bekerja penuh

作業を行う さぎょうをおこなう melaksanakan tugas

動作 どうさ gerak

～に着手する ～にちゃくしゅする mulai kerja

突然 とつぜん tiba-tiba

短縮する たんしゅくする memperpendek, mempersingkat, 
memperkecil

まともなもの まともなもの sesuatu yang sempurna, barang jadi

無理な むりな tidak mungkin

判断 はんだん pertimbangan

散々 さんざん secara habis-habisan, mati-matian

交渉をする こうしょうをする bernegosiasi

納得する なっとくする merasa legah, dapat diterima

完成版 かんせいばん versi lengkap, versi yang sudah jadi

とりあえず とりあえず untuk sementara ini

動く うごく bergerak, berevolusi, berproses

具体的に ぐたいてきに secara konkrit, secara jelas

想像する そうぞうする membayangkan

満足する まんぞくする merasa puas

心の中で疑問に感じる こころのなかで
ぎもんにかんじる

bertanya-tanya di dalam hati

出来上がり できあがり bentuk jadi

了承する りょうしょうする mengeri, memahami, menyetujui

～に合意する ～にごういする setuju/menyetujui

作業工程 さぎょうこうてい proses kerja, proses produksi

慎重に しんちょうに secara sungguh-sungguh

不備 ふび kekurangan

～と指摘する ～としてきする menunjukkan bahwa, mengeritik

箇所 かしょ bagian

未開発 みかいはつ belum dikembangkan, masih sedang dalam 
proses

未検証 みけんしょう belum diuji

追加する ついかする menambahkan

驚き おどろき terkejut, kaget

怒り いかり marah

～の気持ちでいっぱい ～のきもちでいっぱい penuh dengan rasa-(marah, dll)
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ビジネスコミュニケーションのためのケース学習　【教材編】

なのに なのに tetapi

不完全な ふかんぜんな yang belum selesai, setengah jadi

～にこだわらず ～にこだわらず tidak terpaku pada sesuatu

解決する かいけつする memecahkan (masalah)

散々説明する さんざんせつめいする menjelaskan berkali-kali

精いっぱい せいいっぱい dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-
sungguh

対応する たいおうする melayani

～を認識する ～をにんしきする sadar akan sesuatu, mengetahui

安定した あんていした yang stabil

結局 けっきょく pada akhirnya

品質 ひんしつ kualitas

～に影響を与える ～にえいきょうをあたえる memberikan pengaruh

必死に ひっしに dengan mati-matian, sungguh-sungguh

～に専念する ～にせんねんする dengan tekun

モチベーション もちべーしょん motivasi, dorongan

要望 ようぼう keinginan

C A S E 0 7

アプリケーション あぷりけーしょん aplikasi

開発 かいはつ pengembangan, pembuatan

代表者 だいひょうしゃ perwakilan, utusan

～に派遣される ～にはけんされる ditempatkan di .. (suatu negara/tempat kerja)

自社 じしゃ perusahaan kami

ブリッジ ぶりっじ jembatan

プロジェクト ぷろじぇくと proyek

要件 ようけん permintaan, pesanan

～をもとに ～をもとに berdasarkan pada

要件定義書 ようけんていぎしょ surat permintaan/pemesanan

設計仕様書 せっけいしようしょ spesifikasi 

検査結果 けんさけっか hasil pengujian, hasil pemeriksaan

ユーザー ゆーざー pemakai

～向け ～むけ untuk

マニュアル まにゅある pedoman, buku pegangan
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語彙リスト（インドネシア語）

成果物 せいかぶつ hasil produksi

さまざまな さまざまな bermacam-macam

資料 しりょう dokumen

納品管理 のうひんかんり manajemen /pengawasan barang

品質管理 ひんしつかんり pengawasan mutu

～が発生する ～がはっせいする terjadi, timbul, muncul

記録 きろく rekaman

お客様に提出する おきゃくさまにていしゅつ
する

diberikan kepada tamu

内容的に ないようてきに dari segi hasilnya, isinya

漏れがない もれがない tidak ada kebocoran, tidak ada kekurangan

判断 はんだん pertimbangan

上司 じょうし atasan

完成度 かんせいど tingkat kesempurnaan

～を徹底する ～をてっていする dilakukan dengan tegas sampai tuntas

充実した じゅうじつした penuh berisi, lengkap, sempurna

理由 りゆう alasan

書式 しょしき format, bentuk tulisan

細かく こまかく detail, rinci

整えられていない ととのえられていない tidak lengkap, tidak siap

箇条書き かじょうがき uraian dalam bentuk poin/item

ずれている ずれている bergeser, tidak sejajar

フォント ふぉんと font, huruf

サイズ さいず ukuran

微妙に びみょうに tipis, halus, tidak kentara

レイアウト れいあうと penataan

営業の資料 えいぎょうのしりょう dokumen bisnis

～を気にする ～をきにする khawatir akan sesuatu

工数 こうすう jumlah pekerjaan

数日後 すうじつご beberapa hari kemudian

頑張って～を作ったのに がんばって～をつくったのに padahal sudah berusaha sebaik-baiknya 
membuat (sesuatu)

ほめる ほめる memuji

商習慣 しょうしゅうかん kebiasaan/budaya bisnis

学ぶ まなぶ belajar

こだわり こだわり sikap teguh

見た目に みために secara visual, pandangan mata

出来上がり できあがり bentuk jadi, hasil, produk
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評価する ひょうかする menilai

欧米 おうべい Barat (sebutan untuk Eropah dan Amerika)

～を重視する傾向 ～をじゅうしするけいこう kecenderungan mementingkan... (sesuatu)

常に つねに senantiasa, selalu

意識する いしきする menyadari

訂正 ていせい memberbaiki

～に費やす ～についやす menghabiskan waktu, melewatkan waktu

もったいない もったいない mubazir, royal (rasa saya terhadap sesuatu 
yang disia-siakan)

C A S E 0 8

動かす うごかす menggerakkan, memindahkan

～を卒業する ～をそつぎょうする lulus dari

就職する しゅうしょくする mencari kerja, mendapat kerja

しかも しかも bahkan, lagi pula

相当に そうとうに sangat, begitu (sulit)

予想する よそうする membayangkan, memperkirakan

困難を感じる こんなんをかんじる merasa kesulitan

～に合う ～にあう sesuai untuk..., cocok dengan...

職種 しょくしゅ jenis pekerjaan

～に満足する ～にまんぞくする merasa puas

入社 にゅうしゃ menjadi karyawan suatu perusahaan

～を迎える ～をむかえる menjelang

～に対する意欲 ～にたいするいよく kehendak/kemauan terhadap 

医療介護 いりょうかいご pengobatan dan perawatan

斡旋する あっせんする jasa perantara (lowongan kerja, dll)

仲介する ちゅうかいする menengahi, menjadi perantara

新人研修の期間 しんじんけんしゅうのきかん masa pelatihan untuk karyawan baru

～に配置された ～にはいちされた ditempatkan di

看護師 かんごし perawat

勤務先 きんむさき tempat kerja, lapangan kerja

専門用語 せんもんようご istilah khusus

とにかく とにかく pokoknya, bagaimanapun juga
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世代 せだい generasi

異なる ことなる berbeda

苦痛 くつう rasa susah, payah

周囲の人 しゅういのひと orang-orang di sekitar

～以来 ～いらい sejak

上司 じょうし atasan

はっきりものを言う はっきりものをいう mengatakan sesuatu dengan tegas

～に熱心だ ～にねっしんだ serius terhadap

顔に出る かおにでる nampak di wajah

仲間に合わせる なかまにあわせる menyesuaikan diri dengan rekan kerja

いやな気分になる いやなきぶんになる merasa tidak enak (hati)

しっかり しっかり dengan teguh, dengan kuat

努力する どりょくする berusaha, berjuang

～を重ねる ～をかさねる berulang-kali

残業 ざんぎょう kerja lembur

その甲斐あって そのかいあって alhasil, syukurlah

成果を挙げる せいかをあげる meningkatkan hasil kerja

～への意欲がわく ～へのいよくがわく semanga terhadap (kerja) bangkit lagi

施設 しせつ fasilitas

担当の課 たんとうのか unit kerja/bagian penanggung jawab

～に異動する ～にいどうする dipindahkan ke 

次々と つぎつぎと berturut-turut

同期 どうき (rekan) seangkatan

それにしても それにしても meskipun demikian

専任職 せんにんしょく kerja penuh waktu

希望者 きぼうしゃ peminat, pelamar

パート職 ぱーとしょく kerja paruh waktu

課に移る かにうつる pindah ke bagian/unit kerja lain

ノウハウ のうはう pengetahuan

～を生かす ～をいかす menerapkan

～た瞬間から ～たしゅんかんから sejak saat (pindah, datang)

～の意欲を失う ～のいよくをうしなう hilang semangat

落ち着いて おちついて dengan tenang, rileks

積み重ねができる つみかさねができる yang bisa kerja dengan tetap

環境 かんきょう lingkungan kerja

～を与える ～をあたえる memberikan

電話の応対をする でんわのおうたいをする menjawab telepon
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～を見かねる ～をみかねる tidak tenang melihat (seseorang)

～のように ～のように seperti

態度 たいど sikap

怒鳴る どなる membentak, berteriak marah

趣味 しゅみ hobi, kegemaran

間違う まちがう salah

C A S E 0 9

空気を読む くうきをよむ membaca situasi

通販会社 つうはんがいしゃ perusahaan dagang melalui internet

向上 こうじょう peningkatan

検証 けんしょう pengujian, verifikasi

バグ修正 ばぐしゅうせい perbaikan program bug

本番 ほんばん yang sesungguhnya, waktunya

移行作業 いこうさぎょう pekerjaan memindahkan (program)

インフラチーム いんふらちーむ tim sarana-prasarana

原因 げんいん penyebab

不備 ふび kekurangan, kesalahan

～と判明する ～とはんめいする membuktikan, terbukti, ternyata

突然 とつぜん tiba-tiba

調達部門 ちょうたつぶもん bagian perlengkapan

～に支障が出る ～にししょうがでる memberikan kerugian terhadap

怒る おこる marah

環境 かんきょう lingkungan, jaringan

～と連携する ～とれんけいする bekerjasama dengan

言い訳をする いいわけをする memberikan alasan

事実 じじつ fakta, kenyataan

先輩 せんぱい rekan senior

対応する たいおうする merespons, bereaksi
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C A S E 1 0

結論 けつろん kesimpulan

～に派遣される ～にはけんされる ditempatkan (disuatu negara atau 
perusahaan)

技術職 ぎじゅつしょく tenaga teknisi

管理者 かんりしゃ manejer

先輩 せんぱい senior

部署 ぶしょ unit kerja, bagian

連絡を取り合う れんらくをとりあう saling menghubungi

過去に かこに di masa lalu

商習慣 しょうしゅうかん kebiasaan, budaya bisnis

心強い こころづよい tegar, kuat hati

導入 どうにゅう pemasukan, pengenalan

～を任される ～をまかされる dipercayakan

すでに すでに sudah

カスタマイズする かすたまいずする menyesuaikan

順調 じゅんちょう berjalan dengan baik dan lancar

大規模な だいきぼな dengan skala besar

要望 ようぼう keinginan, permintaan

既存の きそんの yang sudah ada

機能 きのう fungsi

変更する へんこうする mengubah

複数の ふくすうの jamak, beberapa

追加する ついかする menambahkan

実装 じっそう implementasi

可能 かのう kemungkinan

詳しく調べる くわしくしらべる meneliti/memeriksa secara detail

仕様 しよう spesifikasi

工数 こうすう jumlah pekerjaan

期限 きげん batas waktu

無理（な） むり（な） tidak mungkin

やる気 やるき semangat kerja

実現可能な じつげんかのうな yang dapat direalisasikan

～の件 ～のけん perihal

取り上げられる とりあげられる diangkat

検討する けんとうする mempertimbangkan
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満足した様子 まんぞくしたようす suasana rasa puas

慎重に しんちょうに dengan sungguh-sungguh

現在の げんざいの waktu sekarang ini, saat ini

体制 たいせい sistim

追加予算 ついかよさん anggaran tambahan

判断する はんだんする mempertimbangkan

了解する りょうかいする mengerti, paham, OK

納得する なっとくする merasa  puas/paham terhadap  suatu 
penjelasan.


