
No 中国語 ピンイン 日本語

1 杂 zá 入り混じっている。多様である。
2 种种 zhǒngzhǒng 種々。さまざま。
3 各种 gèzhǒng 各種。さまざま。
4 各样 gèyàng 各スタイル。さまざま。
5 各式 gèshì 各スタイル。さまざま。
6 各色 gèsè さまざま。特殊。
7 各自 gèzì 各自。それぞれ。
8 各方 gèfāng 各方面。いろいろなところ。
9 多彩 duōcǎi 多彩。いろいろ。
10 多样 duōyàng さまざまな様式。
11 到处 dàochù 至る所。あちこち。
12 处处 chùchù あらゆる所。随所。
13 各种各样 gèzhǒng gèyàng 各種各様。いろいろ。
14 各式各样 gèshì gèyàng 各種各様。いろいろ。
15 各色各样 gèsè gèyàng 種々さまざま。いろいろ。
16 多种多样 duōzhǒng duōyàng 多種多様。
17 形形色色 xíngxíngsèsè さまざまだ。
18 丰富多彩 fēngfù duōcǎi 多彩。多種多様。いろいろ。
19 多方 duōfāng 多方面にわたって。いろいろと。
20 多方面 duōfāngmiàn 多方面にわたって。いろいろと。
21 多姿 duōzī 多彩である。変化に富む。いろいろ。
22 许多 xǔduō 多い。たくさん。いろいろ。
23 诸多 zhūduō 多くの。もろもろの。
24 不同 bùtóng 違っている。さまざま。
25 〜各异 〜gè yì 〜は異なる。さまざま。
26 东⻄南北 dōngxīnánběi あらゆる方面。四方八方。
27 山南海北 shānnánhǎiběi 話にとりとめがない。至るところ。
28 天南地北 tiānnándìběi 話にとりとめがない。遠く離れたところ。
29 纷纷 fēnfēn 雑多である。入り乱れている。次から次へ。
30 议论纷纷 yìlùn fēnfēn 諸説紛紛(しょせつふんぷん)。
31 千辛万苦 qiānxīnwànkǔ 艱難辛苦(かんなんしんく)。
32 千差万别 qiānchāwànbié 千差万別。
33 千变万化 qiānbiànwànhuà 千変万化(せんぺんばんか)。
34 种类很多 zhǒnglèi hěn duō 種類が多い。
35 种类繁多 zhǒnglèi fánduō 種類がおびただしく多い。
36 品种繁多 pǐnzhǒng fánduō 品種がおびただしく多い。
37 无数 wúshù 数限りない。確信がない。
38 内容很杂 nèiróng hěn zá 内容はいろいろ雑多だ。
39 种种现象 zhǒngzhǒng xiànxiàng さまざまな現象。
40 种种辩解 zhǒngzhǒng biànjiě さまざまな弁解。
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41 种种原因 zhǒngzhǒng yuányīn いろいろな原因。
42 种种理由 zhǒngzhǒng lǐyóu さまざまな理由。
43 种种事情 zhǒngzhǒng shìqíng さまざまな事柄。さまざまな事情。
44 种种障碍 zhǒngzhǒng zhàng'ài さまざまな障害。
45 种种解释 zhǒngzhǒng jiěshì いろいろな解釈。いろいろな説明。
46 有种种要做的事 yǒu zhǒngzhǒng yào zuò de shì いろいろやらなければならない事がある。
47 感谢您的种种厚意 gǎnxiè nín de zhǒngzhǒng hòuyì いろいろとご厚意いただき感謝いたします。
48 凡此种种, 不一而足 fán cǐ zhǒngzhǒng, bù yī ér zú およそ、このたぐいのものはいろいろあり、ひとつだけではない。

49 克服种种困难 kèfú zhǒngzhǒng kùnnán さまざまな困難を克服する。
50 各种办法 gèzhǒng bànfǎ さまざまな方法。いろいろなやり方。
51 各种要素 gèzhǒng yàosù さまざまな要素。
52 各种猜测 gèzhǒng cāicè さまざまな推測。
53 各种矛盾 gèzhǒng máodùn さまざまな矛盾。
54 各种东⻄ gèzhǒng dōngxi いろいろなもの。
55 各种尺寸 gèzhǒng chǐcùn いろいろなサイズ。
56 各种书籍 gèzhǒng shūjí さまざまな書籍。
57 各种花朵 gèzhǒng huāduǒ いろいろな花。
58 各种优惠 gèzhǒng yōuhuì さまざまな特典。
59 各种货品 gèzhǒng huòpǐn さまざまな商品。
60 用尽各种手段 yòngjìn gèzhǒng shǒuduàn いろいろな手段を使い切る。あの手この手。
61 找各种门路 zhǎo gèzhǒng ménlu ありとあらゆるつてをたどる。いろいろな方法を探す。
62 考虑各种情况 kǎolǜ gèzhǒng qíngkuàng さまざまな状況を考慮する。
63 从各种角度考虑 cóng gèzhǒng jiǎodù kǎolǜ さまざまな角度から考える。
64 各种类型的电脑 gèzhǒng lèixíng de diànnǎo さまざまなタイプのコンピュータ。
65 在作各种摸索 zài zuò gèzhǒng mōsuǒ いろいろと模索している。
66 各样货色 gèyàng huòsè さまざまな商品。
67 各式服装 gèshì fúzhuāng さまざまな服。
68 各式家具 gèshì jiājù いろいろな家具。
69 各色货物 gèsè huòwù いろいろな商品。
70 各色用品 gèsè yòngpǐn 各種用品。
71 各色人物 gèsè rénwù いろいろな人物。
72 各色人等 gèsè rén děng さまざまな人たち。
73 各自买票 gèzì mǎi piào 各自それぞれで切符を買う。
74 人生各自不同 rénshēng gèzì bùtóng 人生はいろいろだ。
75 大家各自有不同的想法 dàjiā gèzì yǒu bùtóng de xiǎngfa みんなそれぞれ、いろんな考えをもっている。
76 多谢各方关照 duōxiè gèfāng guānzhào いろいろありがとうございました。
77 多彩多样的菜 duōcǎi duōyàng de cài 多種多様な料理。
78 到处找 dàochù zhǎo あちこち探す。
79 到处都有 dàochù dōu yǒu いろんな所にある。
80 到处打听 dàochù dǎtīng いろいろあたってみる。
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81 全国处处都是鲜花盛开 quánguó chùchù dōu shì xiānhuā shèngkāi 全国いたるところで花盛りだ。
82 有了信用卡处处都方便 yǒu le xìnyòngkǎ chùchù dōu fāngbiàn クレジットカードがあると、いろいろと便利だ。
83 各种各样的活动 gèzhǒng gèyàng de huódòng さまざまな行事。さまざまな活動。
84 各种各样的意⻅ gèzhǒng gèyàng de yìjian さまざまな意見。
85 各种各样的动物 gèzhǒng gèyàng de dòngwù いろいろな動物。
86 形状各种各样 xíngzhuàng gèzhǒng gèyàng 形状がさまざまだ。
87 有各种各样的人 yǒu gèzhǒng gèyàng de rén いろいろな人がいる。
88 各式各样的东⻄ gèshì gèyàng de dōngxi さまざまなモノ。
89 各式各样的狗 gèshì gèyàng de gǒu いろんな種類のイヌ。
90 各色各样的商品 gèsè gèyàng de shāngpǐn いろいろな商品。
91 多种多样的需要 duōzhǒng duōyàng de xūyào 多種多様な意見。さまざまなニーズ。
92 多种多样的生物 duōzhǒng duōyàng de shēngwù 多種多様な生物。
93 形形色色的服装 xíngxíngsèsè de fúzhuāng さまざまな服。
94 丰富多彩的节目 fēngfù duōcǎi de jiémù いろいろ多彩なプログラム。
95 多方协助 duōfāng xiézhù いろいろと協力する。
96 受到多方帮助 shòudào duōfāng bāngzhù いろいろ助けてもらう。
97 上次承您多方关照了 shàngcì chéng nín duōfāng guānzhào le この前はいろいろとお世話になりました。
98 谢谢你多方面的帮助 xièxiè nǐ duōfāngmiàn de bāngzhù いろいろ助けてくれてありがとう。
99 多方面的知识 duōfāngmiàn de zhīshi いろいろな知識。
100 从多方面考虑 cóng duōfāngmiàn kǎolǜ いろいろな面から考える。
101 天空的色彩变化多姿 tiānkōng de sècǎi biànhuà duōzī 空の色はいろいろと変わる。
102 浮想起许多往事 fú xiǎng qǐ xǔduō wǎngshì 昔のことをいろいろ思い出す。
103 有许多先例 yǒu xǔduō xiānlì 数多くの先例がある。いろいろ先例がある。
104 诸多不便 zhūduō bùbiàn さまざまな不便。
105 诸多费心 zhūduō fèixīn いろいろと気を遣う。
106 诸多关照 zhūduō guānzhào さんざん世話になる。
107 诸多原因 zhūduō yuányīn 諸般の事情により。
108 四季不同的景致 sìjì bùtóng de jǐngzhì 四季おりおりの景色。
109 人心各异 rénxīn gè yì 人の心はさまざま。
110 颜色各异 yánsè gè yì 色さまざま。
111 东⻄南北地谈天 dōngxīnánběi de tántiān あれこれ世間話をする。
112 他两山南海北聊了 tā liǎng shānnánhǎiběi liáo le 彼ら二人はあれこれと話した。
113 天南地北的聊 tiānnándìběi de liáo いろいろたわいのない話。
114 各界群众纷纷来信 gèjiè qúnzhòng fēnfēn láixìn 各方面の人々からいろいろ便りが届く。
115 在这个问题上议论纷纷 zài zhège wèntí shàng yìlùn fēnfēn この問題でさまざまな意見が出る。
116 历尽千辛万苦 lìjìn qiānxīnwànkǔ いろいろ苦労を重ねる。
117 人心是千差万别的 rénxīn shì qiānchāwànbié de 人の心はさまざまだ。
118 社会现象千变万化 shèhuì xiànxiàng qiānbiànwànhuà 世相がさまざまに変わる。
119 合金的种类很多 héjīn de zhǒnglèi hěn duō 合金の種類はいろいろ。
120 自然界中生物种类繁多 zìránjiè zhōng shēngwù zhǒnglèi fánduō 自然界の生物種は多く、さまざまだ。
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121 手机市场品种繁多 shǒujī shìchǎng pǐnzhǒng fánduō 携帯電話市場の品種は多く、さまざまだ。
122 无数事实 wúshù shìshí 数限りない事実。さまざまな事実。
123 渡过无数难关 dùguo wúshù nánguān いろいろ難関を切り抜ける。
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