
No 中国語 ピンイン 日本語

1 职务 zhíwù 役職。肩書き。
2 职位 zhíwèi 職種、職級に応じた職名。肩書き。
3 职称 zhíchēng 職種、職級に応じた職名。肩書き。
4 头衔 tóuxián 官職、学位などの肩書き。
5 学衔 xuéxián 大学、研究所などでの肩書き。学位。
6 官衔 guānxián 役人の肩書き。官職名。
7 称号 chēnghào 称号。肩書き。
8 地位 dìwèi 地位。
9 地位高 dìwèi gāo 地位が高い。
10 地位低 dìwèi dī 地位が低い。
11 他是一个地位最高的人 tā shì yī ge dìwèi zuìgāo de rén 彼は最も偉い人です。
12 他是一个地位很高的人 tā shì yī ge dìwèi hěn gāo de rén 彼はとても偉い人です。
13 我公司的第二名 wǒ gōngsī de dì èr míng 私の会社のナンバー２の人。
14 地位不高 dìwèi bù gāo 偉くない。
15 地位低下的人 dìwèi dīxià de rén 下っ端。地位が低い人。
16 小职员 xiǎo zhíyuán 下っ端。小者の職員。
17 身份 shēnfen 身分。
18 要职 yàozhí 要職。
19 组织 zǔzhī 組織。組織する。
20 建制 jiànzhì 軍隊・政府機関などの組織。
21 公司的老 �板 gōngsī de lǎobǎn 会社のオーナー。会社のボス。
22 老板 lǎobǎn 経営者。社⻑。店主。ボス。男性への呼びかけ。
23 老板娘 lǎobǎnniáng 女性の経営者、もしくは、経営者の妻。
24 老总 lǎozǒng 社⻑などに対する敬称。兵⼠や警官に対する呼称。
25 董事⻓ dǒngshìzhǎng 董事会の議⻑。筆頭株主や会⻑、理事⻑に相当。
26 副董事⻓ fù dǒngshìzhǎng ２番目の株主や副会⻑に相当。
27 董事 dǒngshì 董事会で議決権を有すメンバー。取締役役員に相当。
28 总经理 zǒngjīnglǐ 最高経営責任者。社⻑や総支配人に相当。
29 副总经理 fù zǒngjīnglǐ 副社⻑に相当。
30 经理 jīnglǐ 部⻑やマネージャー、支配人に相当。 
31 副经理 fù jīnglǐ 副部⻑に相当。
32 科⻓ kēzhǎng 課⻑に相当。
33 课⻓ kèzhǎng 課⻑に相当。
34 股⻓ gǔzhǎng 係⻑に相当。
35 主管⻓ zhǔguǎnzhǎng 主管⻑に相当。
36 主管 zhǔguǎn 主管に相当。
37 助理 zhùlǐ 助手。補佐役。助役。
38 总领班 zǒnglǐngbān 総班⻑、総組⻑に相当。
39 领班 lǐngbān 班⻑、組⻑に相当。
40 厂⻓ chǎngzhǎng ⼯場⻑。製造業の経営者。

肩書 / 会社組織  1/5

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 总⼯程师 zǒng gōngchéngshī チーフエンジニア。技師⻑。
42 老员⼯ lǎo yuángōng ベテラン従業員。
43 新员⼯ xīn yuángōng 新人従業員。
44 社⻓ shèzhǎng 日本企業の社⻑職。
45 监察人 jiānchá rén 監査人。
46 审计员 shěnjìyuán 会計監査人。
47 秘书 mìshū 秘書。
48 会计 kuàijì 会計。経理。
49 财会 cáikuài 財務と会計。
50 售货员 shòuhuòyuán 販売員。
51 委员⻓ wěiyuánzhǎng 議⻑。委員⻑。
52 副委员⻓ fù wěiyuánzhǎng 副議⻑。副委員⻑。
53 委员 wěiyuán 委員。
54 ⼯会主席 gōnghuì zhǔxí 労働組合⻑。
55 代表 dàibiǎo 代表。
56 团⻓ tuánzhǎng 団⻑。
57 职员 zhíyuán 職員。スタッフ。
58 办公员 bàngōngyuán 事務職。オフィスワーカー。
59 ⼯作人员 gōngzuò rényuán スタッフ。職員。要員。
60 ⼯作员 gōngzuò yuán スタッフ。労働者。
61 �⺠⼯ míngōng 出稼ぎ労働者。政府の動員や呼びかけに応じて働く人。
62 ⼯人 gōngrén 労働者。⼯員。
63 钟点⼯ zhōngdiǎngōng 時給労働者。パートタイマー。
64 打⼯ dǎgōng アルバイトをする。
65 正式员⼯ zhèngshì yuángōng 正社員。
66 正式职员 zhèngshì zhíyuán 正社員。
67 合同⼯ hétonggōng 契約労働者。
68 非正式职员 fēi zhèngshì zhíyuán 臨時雇い。
69 特约人员 tèyuē rényuán 嘱託雇い。
70 ⻅习 jiànxí 見習い。研修生。実習生。
71 保安 bǎo'ān 警備。
72 阿姨 āyí おばさん。掃除のおばさん。お手伝いさん。
73 总书记 zǒng shūjì 事務総⻑。党などの最高指導者。
74 主席 zhǔxí 最高指導者。主席。議⻑。
75 总理 zǒnglǐ 総理。首相。
76 书记 shūjì 党などの組識の書記。
77 议员 yìyuán 議員。
78 省⻓ shěngzhǎng ⾏政省の首⻑。
79 政府主席 zhèngfǔ zhǔxí ⾏政政府の首⻑。
80 ⾏政⻓官 xíngzhèng zhǎngguān 特別⾏政区の首⻑。
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81 市⻓ shìzhǎng ⾏政市の首⻑。
82 镇⻓ zhènzhǎng ⾏政鎮の首⻑。
83 首⻓ shǒuzhǎng 政府機関の各部門の⻑。
84 部⻓ bùzhǎng 国務院の部⻑、大⾂。日本企業の部⻑職。
85 外交部⻓ wàijiāo bùzhǎng 外務大⾂。
86 外⻓ wàizhǎng 外務大⾂。
87 局⻓ júzhǎng ⾏政局の局⻑。
88 将军 jiāngjūn 将軍。軍の高級将校。
89 一级上将 yī jí shàngjiàng 軍の総司令官あるいは名誉階級。
90 上将 shàngjiàng 大将。
91 上校 shàngxiào 大佐。
92 上尉 shàngwèi 大尉。
93 队⻓ duìzhǎng 隊⻑。スポーツチームのキャプテン。
94 领队 lǐngduì 隊⻑。ツアーマネージャー。引率リーダー。
95 主将 zhǔjiàng 重鎮。リーダー。
96 领导者 lǐngdǎo zhě リーダー。
97 首领 shǒulǐng リーダー。首領。
98 校⻓ xiàozhǎng 校⻑。学⻑。
99 副校⻓ fù xiàozhǎng 副校⻑。教頭。
100 校⻓助理 xiàozhǎng zhùlǐ 校⻑補佐。教頭。
101 主任 zhǔrèn 主任。
102 干事 gànshi 幹事。
103 组⻓ zǔzhǎng 組⻑。グループ⻑。
104 院⻓ yuànzhǎng 〜院の⻑。院⻑。
105 会⻓ huìzhǎng 会⻑。
106 执⾏主席 zhíxíng zhǔxí 総裁。
107 理事⻓ lǐshìzhǎng 理事⻑。
108 理事 lǐshì 理事。
109 店⻓ diànzhǎng 店⻑。
110 支店⻓ zhīdiàn zhǎng 支店⻑。
111 分店⻓ fēndiàn zhǎng 支店⻑。
112 站⻓ zhànzhǎng 駅⻑。
113 船⻓ chuánzhǎng 船⻑。
114 舰⻓ jiànzhǎng 艦⻑。
115 机⻓ jīzhǎng 機⻑。
116 公安局⻓ gōng'ān júzhǎng 警察署⻑。
117 ⾏⻓ hángzhǎng 銀⾏の頭取。
118 支⾏⾏⻓ zhīháng hángzhǎng 銀⾏の支店⻑。
119 馆⻓ guǎnzhǎng 館⻑。
120 师⻓ shīzhǎng 師団⻑。教師に対する尊称。
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121 护⼠⻓ hùshì zhǎng 看護婦の婦⻑。
122 研究所所⻓ yánjiūsuǒ suǒcháng 研究所⻑。
123 博⼠ bóshì 博⼠。
124 教授 jiàoshòu 教授。教授する。
125 副教授 fùjiàoshòu 准教授。助教授。
126 助理教授 zhùlǐ jiàoshòu 准教授。助教授。
127 讲师 jiǎngshī 教職のランクの講師。
128 研究员 yánjiūyuán 研究職の職階での研究員。
129 硕⼠ shuòshì 学位号の修⼠。
130 部门 bùmén 部門。部署。
131 营业部 yíngyè bù 営業部。
132 销售部 xiāoshòu bù 営業部。
133 营业计划部 yíngyè jìhuà bù 営業企画部。
134 事业计划部 shìyè jìhuà bù 事業企画部。
135 计划部 jìhuà bù 企画部。
136 技术部 jìshù bù 技術部。
137 研发部 yánfā bù 研究開発部。
138 开发部 kāifā bù 開発部。
139 采购部 cǎigòu bù 購買部。
140 制造部 zhìzào bù 製造部。
141 ⼯程部 gōngchéng bù ⼯程部。
142 生产部 shēngchǎn bù 生産部。
143 生产控制部 shēngchǎn kòngzhì bù 生産管理部。
144 质保部 zhíbǎo bù 品質保証部。
145 质量控制部 zhìliàng kòngzhì bù 品質管理部。
146 质量管理部 zhìliàng guǎnlǐ bù 品質管理部。
147 质检部 zhìjiǎn bù 品質検査部。
148 运营管理部 yùnyíng guǎnlǐ bù 運営管理部。
149 财务部 cáiwù bù 財務部。
150 会计部 kuàijì bù 経理部。
151 人力资源部 rénlì zīyuán bù 人材部。
152 人事部 rénshì bù 人事部。
153 业务部 yèwù bù 業務部。
154 ⾏政部 xíngzhèng bù ⾏政部。
155 总务部 zǒngwù bù 総務部。
156 法务部 fǎwù bù 法務部。
157 公共关系部 gōnggòng guānxì bù 広報部。
158 资讯系统管理部 zīxùn xìtǒng guǎnlǐ bù 情報システム管理部。
159 顾客服务 gùkè fúwù カスタマーサービス。
160 售后服务 shòuhòu fúwù アフターサービス。
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161 办公室 bàngōngshì オフィス。
162 展示厅 zhǎnshì tīng 展示ホール。ショールーム。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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