
No 中国語 ピンイン 日本語

1 间谍 jiàndié スパイ。
2 特务 tèwu スパイ。特殊工作員。
3 特务 tèwù 特殊任務。
4 特工 tègōng スパイ工作。スパイ。特殊工作員。
5 密探 mìtàn スパイ。回し者。密偵。
6 碟报员 diébào yuán 諜報員。スパイ。
7 产业间谍 chǎnyè jiàndié 産業スパイ。
8 双重间谍 shuāngchóng jiàndié 二重スパイ。
9 女间谍 nǚ jiàndié 女スパイ。
10 叛逆 pànnì 裏切り。
11 背叛 bèipàn 裏切り。
12 叛徒 pàntú 裏切者。
13 间谍活动 jiàndié huódòng スパイ活動。
14 从事间谍活动 cóngshì jiàndié huódòng スパイ活動に従事する。
15 间谍罪 jiàndiézuì スパイ罪。
16 涉嫌间谍罪 shèxián jiàndiézuì スパイ罪容疑。
17 间谍⻜机 jiàndié fēijī 偵察機。
18 间谍卫星 jiàndié wèixīng 偵察衛星。
19 间谍网 jiàndiéwǎng スパイ網。
20 特务机关 tèwu jīguān 特務機関。
21 机要部门 jīyào bùmén 機密部門。
22 谍报机关 diébào jīguān 諜報機関。
23 特务活动 tèwu huódòng スパイ活動。
24 搞特务活动 gǎo tèwu huódòng スパイ活動をする。
25 派特务 pái tèwu スパイを派遣する。
26 美人计 měirén jì 色じかけ。ハニートラップ。
27 施美人计 shī měirén jì 色仕掛けを仕掛ける。
28 被女特工巧施美人计 bèi nǚ tègōng qiǎo shī měirén jì 女性エージェントに巧みに色仕掛けをされる。
29 绝密 juémì 極秘。
30 最高机密 zuìgāo jīmì トップシークレット。
31 机密情报 jīmì qíngbào 機密情報。
32 机密事件 jīmì shìjiàn 機密事項。
33 机密文件 jīmì wénjiàn 機密文書。
34 机要文件 jīyào wénjiàn 機密文書。
35 国家机密 guójiā jīmì 国家機密。
36 军事机密 jūnshì jīmì 軍事機密。
37 机要工作 jīyào gōngzuò 機密任務。
38 透露机密 tòulù jīmì 機密が漏れる。機密を漏らす。
39 特殊武器 tèshū wǔqì 特殊武器。
40 特制装备 tèzhì zhuāngbèi 特製装備。

ムムッ。スパイ？ ハニートラップ？  1/2

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 秘密武器 mìmì wǔqì 秘密兵器。
42 绝密装备 juémì zhuāngbèi シークレット装備。
43 特殊功能 tèshū gōngnéng 特殊機能。
44 特殊部队 tèshū bùduì 特殊部隊。
45 特种部队 tèzhǒng bùduì 特殊部隊。
46 特种兵 tèzhǒng bīng 特殊兵。
47 黑恶势力 hēi è shìlì 反社会勢力。
48 地下秘密组织 dìxià mìmì zǔzhī 地下の秘密組織。
49 刺客 cìkè 暗殺者。刺客。
50 杀手 shāshǒu 暗殺者。刺客。
51 职业杀手 zhíyè shāshǒu 殺し屋。
52 毒物 dúwù 毒物。
53 毒药 dúyào 毒薬。
54 定时炸弹 dìngshí zhàdàn 時限爆弾。
55 手枪 shǒuqiāng 拳銃。ピストル。
56 子弹 zǐdàn 弾丸。
57 枪弹 qiāngdàn 弾丸。
58 暗号 ànhào 暗号。
59 译解密码 yì jiě mìmǎ パスワードを解読する。
60 网络攻击 wǎngluò gōngjí サイバー攻撃。
61 脱出 tuōchū 脱出する。
62 谍战电影 dié zhàn diànyǐng スパイ戦の映画。
63 007 líng líng qī ００７。
64 碟中谍 dié zhōng dié ミッションインポッシブル。
65 王牌特工 wángpái tègōng キングスマン。
66 你是间谍吗? nǐ shì jiàndié ma あなたはスパイですか。
67 你是不是间谍? nǐ shì bushì jiàndié あなたはスパイですか。
68 难道你是个特工? nándào nǐ shì ge tègōng まさかあなたスパイではあるまい。
69 你是国家特工吗? nǐ shì guójiā tègōng ma あなたは国家スパイですか。
70 你觉得你身边有间谍吗? nǐ juéde nǐ shēnbiān yǒu jiàndié ma あなたの周りにスパイがいると感じますか。
71 可能他是个特工 kěnéng tā shì ge tègōng 彼はスパイかもしれない。
72 他所属于谍报机关 tā suǒshǔ yú diébào jīguān 彼は諜報機関に所属している。
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