
No 中国語 ピンイン 日本語

1 工作 gōngzuò 仕事。
2 商务 shāngwù ビジネス。
3 生意 shēngyi 商売。
4 买卖 mǎimài 売り買い。取引。
5 买卖 mǎimai 商売。
6 事先联系 shìxiān liánxì 事前に連絡する。
7 预约 yùyuē アポ。予約する。約束する。
8 约会 yuēhuì アポ。会う約束。
9 访问 fǎngwèn 訪問する。
10 参观 cānguān 見学する。
11 对方 duìfāng 相手。
12 安排 ānpái 段取り。予定。
13 日期 rìqī 日付。
14 日程 rìchéng 日程。
15 变更 biàngēng 変更する。修正する。
16 更改 gēnggǎi 変更する。
17 取消 qǔxiāo 取り消し。中止。
18 会议 huìyì 会議。
19 开会 kāihuì 会議をする。開会する。
20 商量 shāngliang 相談する。意見を交わす。
21 洽商 qiàshāng 打ち合わせる。相談する。
22 商洽 shāngqià 協議する。相談する。
23 碰头会 pèngtóuhuì ミーティング。
24 报告会 bàogàohuì 報告会。
25 名片 míngpiàn 名刺。
26 工作牌 gōngzuòpái 社員証。
27 身份证 shēnfènzhèng 身分証。
28 ID卡 ID kǎ ＩＤカード。
29 谈判 tánpàn 交渉する。協議する。
30 介绍 jièshào 紹介する。
31 说明 shuōmíng 説明する。
32 解释 jiěshì 説明する。解釈する。釈明する。
33 公司的情况 gōngsī de qíngkuàng 会社の状況。
34 公司简介 gōngsī jiǎnjiè 会社概要。
35 历史变迁 lìshǐ biànqiān 沿革。
36 业务内容 yèwù nèiróng 業務内容。
37 员工 yuángōng 従業員。
38 工人 gōngrén 工場労働者。
39 ⺠工 míngōng 出稼ぎの労働者。
40 设备 shèbèi 設備。
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41 生产 shēngchǎn 生産。
42 管理 guǎnlǐ 管理。
43 公司产品 gōngsī chǎnpǐn 会社の製品。取り扱い商品。
44 公司主要产品 gōngsī zhǔyào chǎnpǐn 会社の主力製品。
45 贵公司 guìgōngsī 御社。
46 我们公司 wǒmen gōngsī 弊社。私たちの会社。
47 敝公司 bì gōngsī 弊社。
48 建议 jiànyì 提案。
49 提议 tíyì 提案。
50 提案 tí'àn 提案。プレゼンテーション。
51 方案 fāng'àn 仕事のプラン。規則。
52 新产品 xīn chǎnpǐn 新製品。
53 新商品 xīn shāngpǐn 新商品。
54 王牌商品 wángpái shāngpǐn 看板商品。
55 样品 yàngpǐn サンプル。
56 试制品 shìzhìpǐn 試作品。
57 商品目录 shāngpǐn mùlù 商品カタログ。
58 小册子 xiǎocèzi パンフレット。
59 设计 shèjì 設計。
60 图纸 túzhǐ 図面。
61 规格单 guīgédān スペックシート。
62 规格说明书 guīgé shuōmíngshū 仕様書。
63 产品仕样书 chǎnpǐn shìyàngshū 仕様書。
64 说明书 shuōmíngshū 説明書。
65 型号 xínghào 型番。
66 产品编号 chǎnpǐn biānhào 製品ナンバー。
67 商品编码 shāngpǐn biānmǎ 商品コード。
68 商品代号 shāngpǐn dàihào 商品コード。
69 商品代码 shāngpǐn dàimǎ 商品コード。
70 商品条码 shāngpǐn tiáomǎ 商品バーコード。
71 批 pī ロット。
72 批量检查 pīliàng jiǎnchá ロット検査。
73 生产批号 shēngchǎn pīhào 製造ロットナンバー。
74 生产日期 shēngchǎn rìqí 製造日。
75 制造商 zhìzào shāng 製造業者。メーカー。
76 生产厂商 shēngchǎn chǎngshāng 製造業者。メーカー。
77 资料 zīliào 資料。
78 广告 guǎnggào 広告。
79 销售 shāoshòu 営業。
80 关键字 guānjiànzì キーワード。

ビジネス、商談で使いそうな言葉  2/5

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 概念 gàiniàn 概念。コンセプト。
82 制造业 zhìzàoyè 製造業。
83 服务行业 fúwùhángyè サービス業。
84 贸易 màoyì 貿易。
85 出口 chūkǒu 輸出。
86 进口 jìnkǒu 輸入。
87 进出口 jìnchūkǒu 輸出入。
88 物流 wùliú 物流。
89 搬运站 bānyùn zhàn 物流ステーション。
90 经验 jīngyàn 経験。
91 技术 jìshù 技術。
92 诀窍 juéqiào ノウハウ。こつ。勘どころ。
93 知识 zhīshì ノウハウ。知識。
94 质量 zhìliàng 品質。
95 售后服务 shòuhòu fúwù アフターサービス。
96 销售额 xiāoshòu'é 売上額。
97 利益 lìyì 利益。
98 利润率 lìrùn lǜ 利益率。
99 目标 mùbiāo 目標。
100 不良品 bùliángpǐn 不良品。
101 次品 cìpǐn 不良品。
102 次货 cìhuò 不良品。
103 废品 fèipǐn 不良品。
104 残次品 cáncìpǐn 不良品。
105 坏产品 huài chǎnpǐn 不良品。
106 不良率 bùliáng lǜ 不良率。
107 佳品 jiāpǐn 上物。品質のよい品物。
108 好货 hǎohuò 良い品。
109 成品 chéngpǐn 完成品。
110 半成品 bànchéngpǐn 半製品。
111 半制品 bànzhìpǐn 半製品。
112 包装 bāozhuāng 包装。梱包。
113 标签 biāoqiān ラベル。商品の札。
114 贴纸 tiēzhǐ シール。
115 成品率 chéngpǐn lǜ 歩留まり。
116 良率 liáng lǜ 歩留まり。
117 出成率 chūchéng lǜ 歩留まり。
118 交易户 jiāoyìhù 取引先。
119 伙伴 huǒbàn パートナー。
120 客户 kèhù 顧客。取引先。
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121 老客户 lǎo kèhù 得意先。
122 新客户 xīn kèhù 新規顧客。
123 竞争对手 jìngzhēng duìshǒu 競争相手。
124 厂家 chǎngjiā メーカー。
125 报价单 bàojiàdān 見積書。
126 价格 jiàgé 価格。
127 预算 yùsuàn 予算。
128 讲价 jiǎng jià 価格交渉。
129 讨价还价 tǎo jià huán jià 値段交渉をする。
130 条件 tiáojiàn 条件。
131 订货 dìnghuò 商品を発注する。
132 定货 dìnghuò 商品を発注する。
133 订单 dìngdān 注文書。
134 定单 dìngdān 注文書。
135 限价订单 xiànjià dìngdān 指値注文。
136 限价委托 xiànjià wěituō 指値委託。
137 订单数量 dìngdān shùliàng 発注数。
138 交货 jiāohuò 納品。
139 交货期 jiāohuòqī 納期。
140 交纳期限 jiāonà qīxiàn 納期。
141 按时交货 ànshí jiāohuò 納期を守る。
142 合同 hétóng 契約書。
143 违反合同 wéifǎn hétóng 契約違反。
144 备忘录 bèiwànglù 覚書。
145 协议书 xiéyì shū 協議書。
146 文件 wénjiàn 書類。
147 确认 quèrèn 確認。
148 审核 shěnhé 審査。
149 许可 xǔkě 許可。
150 批准 pīzhǔn 承認。
151 修改 xiūgǎi 訂正。
152 调查 diàochá 調べる。
153 原因 yuányīn 原因。
154 签字 qiānzì サインする。署名する。
155 符合要求 fúhé yāoqiú 要求を満たす。
156 不符合要求 bù fúhé yāoqiú 要求を満たさない。
157 投诉 tóusù クレームを出す。
158 发生问题 fāshēng wèntí 問題が生じる。
159 退货 tuìhuò 返品。
160 换货 huànhuò 商品交換。
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161 库存 kùcún 在庫。
162 存货 cúnhuò 在庫品。商品をストックする。
163 错误 cuòwù 間違い。
164 差错 chācuò 間違い。
165 过错 guòcuò 過ち。
166 过失 guòshī 過ち。
167 失误 shīwù ミス。
168 处里不当 chǔlǐ bùdàng 不手際。
169 毛病 máobìng 故障。
170 修好 xiūhǎo 直る。
171 修不好 xiūbùhǎo 直らない。
172 检查 jiǎnchá 検査する。
173 办法 bànfǎ 方法。
174 方法 fāngfǎ 方法。
175 法子 fǎzi 手段。手立て。
176 对策 duìcè 対策。
177 尽量 jǐnliàng できるだけ。
178 顺利 shùnlì 順調。
179 不顺利 bù shùnlì 順調でない。
180 赶得上 gǎndeshàng 間に合う。
181 赶不上 gǎnbushàng 間に合わない。
182 来得及 láidejí 間に合う。
183 来不及 láibují 間に合わない。
184 解决了 jiějué le 解決した。
185 没解决 méi jiějué 解決しない。
186 经过 jīngguò 経過。
187 过程 guòchéng プロセス。
188 计划 jìhuà 計画。企画。
189 负责 fùzé 責任を持つ。
190 负责人 fùzérén 担当者。責任者。
191 一个一个地解决 yī ge yī ge de jiějué ひとつずつ解決する。
192 逐个处里 zhúgè chǔlǐ ひとつずつ片づける。
193 做到底 zuò dàodǐ 最後までやる。
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