インダストリアル・サポート・サービス・インドネシア（ISSI）
翻訳・通訳サービスのご案内
	
  この度インダストリアル・サポート・サービス・インドネシア（ISSI）では、以下のような翻訳・通訳
サービスを行っています。どうぞご利用ください。
1. 一般通訳サービス C（インドネシア人）
l 日本語能力試験 N2 級以上/日本滞在経験２年以上のインドネシア人が担当いたします。
l 料金：
半日（4 時間まで） １万円
l
一日（8 時間まで） １万 7 千円
（オーバータイム 1,500 円/時）
2.	
  一般通訳サービス B（インドネシア人	
  上級）
l 日本語能力試験 N1/通訳経験２年以上
l 料金：
半日（4 時間まで） １万３千円
l
一日（8 時間まで） ２万３千円
（オーバータイム３千円/時）
3. 一般通訳サービス A（日本人）
l
在イ 26 年のベテラン通訳者による通訳サービス
l
料金：
半日（4 時間まで） ２万５千円
一日（8 時間まで） ４万８千円
（オーバータイム７千円/時）
4. セミナー／会議通訳サービス(日イ)
l
せっかく経験豊富な人にセミナーを行ってもらったのに、どうも現地スタッフの反応がいまいち、
セミナー後の結果が出にくいという経験はありませんか？セミナーの良し悪しは通訳によるも
のが大きいものです。
l
料金：	
  半日（4 時間まで）
３万円
一日（8 時間まで） ５万８千円
（オーバータイム８千円/時）
5. 同時通訳(日イ)
l
料金：	
  半日（4 時間まで）
4 万 8 千円
一日（8 時間まで） ８万８千円
（オーバータイム１万円/時）
6. 翻訳サービス
l
プロフェッショナル
・今まで多くの技術関係、法律関係の翻訳を手がけています。どうぞ安心してご利用ください。
・料金：
一般
1 ページ ３千５百円
技術・法律
1 ページ ４千円
レイアウト
1 ページにつき千円加算
(印刷までお任せいただけます)
	
  1 ページ（出来上がり、日本語 400 字、インドネシア語 150 単語）
l
スタンダード	
 
・	
  簡単な翻訳にご利用ください。
・	
  料金：	
  一般
1 ページ 	
  １８万ルピア
	
  1 ページ（日本語 400 字、インドネシア語 150 単語）
l
翻訳の納品および支払い方法
・	
  基本的に翻訳物のやり取りは電子メールもしくはファックスで行います。
支払いは翻訳が出来上がった時点で完成した翻訳と共に請求書をお送りしますので
ISSI の銀行口座にお振込みください
お問い合わせ先
PT.インダストリアル・サポート・サービス・インドネシア(PT. ISSI)
Tel: 021-8990-9861
Fax: 021-8990-7296	
  （月-金、9:00-18:00、日本語のできるスタッフが対応します）
E-mail
: oku@issi.co.id/ fuad@issi.co.id 携帯
: 0817-490-8510 （奥信行）/ 0817-84-9702 (フアッド)

Informasi jasa terjemahan dan penerjemah oleh
PT. Industrial Support Services Indonesia (ISSI)
Atas nama PT. Industrial Support Services Indonesia (ISSI), memberikan jasa sebagai berikut.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jasa Penerjemah umum C (Lokal)
l
Ditangani orang Indonesia yang sudah dapat ujian kemampuan bahasa Jepang N2 lebih /
pernah tinggal di Jepang 2 tahun lebih.
l
Ongkos jasa:
Setengah hari (sebelum 4 jam)
10.000 yen
Satu hari (sebelum 8 jam)
17,000 yen
(Over time 1,500 yen / jam)
Jasa Penerjemah umum B (Lokal)
l
Ditangani orang Indonesia yang sudah dapat ujian kemampuan bahasa Jepang N1 /
pengalaman penerjemah 2 tahun lebih.
l
Ongkos jasa:
Setengah hari (sebelum 4 jam)
13.000 yen
Satu hari (sebelum 8 jam)
23,000 yen
(Over time 3,000 yen / jam)
Jasa Penerjemah umum A (Orang Jepang)
l
Jasa Penerjemah yang profesional, yang ditangani oleh orang Jepang yang telah tinggal di
Indonesia dan pengalaman sebagai penerjemah selama 26 tahun
l
Ongkos jasa:
Setengah hari (sebelum 4 jam)
25,000 yen
Satu hari (sebelum 8 jam)
48,000 yen
(Over time 7,000 yen / jam)
Jasa Penerjemah untuk Seminar / Rapat
l
Apakah ada pengalaman seperti, walaupun diadakan seminar oleh orang ahli, tetapi reaksi
pesertanya tidak memuaskan, atau setelah seminar, hasilnya tidak begitu kelihatan.
Kesuksesan seminar, sangat tergantung penerjemah juga.
l
Ongkos jasa:
Setengah hari (sebelum 4 jam)
30,000 yen
Satu hari (sebelum 8 jam)
58,000 yen
(Over time 8,000 yen / jam)
Simultaneous translator
l
Ongkos jasa:
Setengah hari (sebelum 4 jam)
48,000 yen
Satu hari (sebelum 8 jam)
88,000 yen
(Over time 10,000 yen / jam)
Jasa Terjemahan
l
Professional
・	
 Ditangani oleh orang Jepang yang telah berpengalaman untuk berbagai macam
terjemahan baik teknis maupun hukum.
・	
 Ongkos jasa:
Umum
: 1 halaman
3,500 yen
Teknis / hukum :
1 halaman
4,000 yen
Gambar / daftar ditambah 1,000 yen perhalaman
1 halaman (bahasa Jepang 400 huruf, bahasa Indonesia 150 kata)
Siap menerima pesanan sampai ke percetakan.
l
Ekonomis
・Ditangani oleh orang Indonesia berpengalaman.
・Ongkos jasa:
1 halaman
Rp. 180.0001 halaman (bahasa Jepang 400 huruf, bahasa Indonesia 150 kata)
l
Cara mengirim terjemahan dan pembayaran
・Kirim mengirim bahan terjemahan secara dasar dilakukan melalui e-mail atau fax.
Setelah selesai terjemahan, kami akan kirim hasil terjemahan dan invoice,
maka tolong ditransfer ke rekening ISSI.

Hubungi ke:
PT. Industrial Support Services Indonesia (PT. ISSI)
Tel. : 021-8990-9861 Fax: 021-8990-7296
（Senin-Jum’at, 9.00-17.00, Ada staff yang bisa bahasa Jepang）
E-mail
: fuad@issi.co.id	
 
HP : 0817-84-9702 (Fuad)

