
No 中国語 ピンイン 日本語

1 手续 shǒuxù 手続き。
2 报名手续 bàomíng shǒuxù 申し込み手続き。応募手続き。
3 登录 dēnglù 登録。
4 注册 zhùcè 登記する。登録する。
5 注册手续 zhùcè shǒuxù 登録手続き。
6 入会手续 rùhuì shǒuxù 入会手続き。
7 法律手续 fǎlǜ shǒuxù 法的手続き。
8 合同手续 hétóng shǒuxù 契約手続き。
9 解约手续 jiěyuē shǒuxù 解約手続き。
10 预约手续 yùyuē shǒuxù 予約手続き。
11 许可手续 xǔkě shǒuxù 認可手続き。
12 许可申请 xǔkě shēnqǐng 認可申請。
13 准许手续 zhǔnxǔ shǒuxù 許可手続き。
14 更新手续 gēngxīn shǒuxù 更新手続き。
15 就业手续 jiùyè shǒuxù 就業手続き。
16 退工手续 tuì gōng shǒuxù 退職手続き。
17 窗口 chuāngkǒu 窓口。
18 咨询窗口 zīxún chuāngkǒu 相談窓口。
19 服务柜台 fúwù guìtái サービスカウンター。
20 前台 qiántái フロント。舞台。
21 手续费 shǒuxù fèi 手数料。
22 支付手续费 zhīfù shǒuxù fèi 支払い手数料。
23 程序 chéngxù 手順。順序。手続き。
24 流程 liúchéng 流れる道のり。工程の順序。プロセス。
25 办理 bànlǐ 事務を取り扱う。処理する。
26 办理手续 bànlǐ shǒuxù 手続きをします。
27 手续办理程序 shǒuxù bànlǐ chéngxù 手続きの手順。
28 手续办理流程 shǒuxù bànlǐ liúchéng 手続きの流れ。
29 手续不完备 shǒuxù bù wánbèi 手続きに不備がある。
30 过期了 guòqí le 期限を過ぎた。失効している。
31 要办什么手续? yào bàn shénme shǒuxù どんな手続きがありますか。
32 手续都办完了吗? shǒuxù dōu bàn wán le ma 手続きは全て終わりましたか。
33 办理登机手续 bànlǐ dēngjī shǒuxù 飛行機搭乗手続き。
34 住宿手续 zhùsù shǒuxù 宿泊手続き。
35 入住手续 rùzhù shǒuxù チェックイン手続き。入居手続き。
36 退房手续 tuì fáng shǒuxù チェックアウト手続き。
37 我要退房 wǒ yào tuì fáng チェックアウトします。
38 请求 qǐngqiú 要望する。
39 申请 shēnqǐng 申請する。
40 申请书 shēnqǐng shū 申請書。
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41 申请护照 shēnqǐng hùzhào パスポートを申請する。
42 办手续需要护照 bàn shǒuxù xūyào hùzhào 手続きにはパスポートが必要です。
43 提出申请书 tíchū shēnqǐng shū 申請書を提出する。
44 提交申请书 tíjiāo shēnqǐng shū 申請書を提出する。
45 必要的资料 bìyào de zīliào 必要な資料。
46 备查资料 bèichá zīliào 審査に備える資料。
47 所需文件 suǒ xū wénjiàn 必要書類。
48 证件照片 zhèngjiàn zhàopiàn 証明写真。
49 证件照 zhèngjiàn zhào 証明写真。
50 印花税票 yìnhuāshuì piào 収入印紙。
51 请填这张表 qǐng tián zhè zhāng biǎo このフォームに記入してください。
52 请把这张表填一下,填完给我 qǐng bǎ zhè zhāng biǎo tián yīxià, tián wán gěi wǒ このフォームに記入して、終わったら私にください。
53 单子 dānzi 表。リスト。メモ。記入用紙。シーツ。布団カバー。
54 请填一下单子 qǐng tián yīxià dānzi フォームに記入してください。
55 填写 tiánxiě 記入する。書き込む。
56 请填写全部项目 qǐng tiánxiě quánbù xiàngmù すべての項目を記入してください。
57 哪个项目? nǎge xiàngmù どの項目ですか。
58 这个项目 zhège xiàngmù この項目。
59 漏记 lòu jì 記入漏れ。
60 记错 jìcuò 記入間違い。
61 您记错了 nín jìcuò le 書き間違いがございます。
62 签名 qiānmíng サインする。署名する。
63 签了名 qiān le míng 署名した。署名済み。
64 签字 qiānzì サインする。署名する。
65 请签字 qǐng qiānzì サインをしてください。
66 请你签个字 qǐng nǐ qiān ge zì サインをしてください。
67 印章 yìnzhāng 判。印章。
68 盖印 gài yìn 押印する。スタンプする。
69 盖印章 gài yìnzhāng はんこを押す。捺印する。
70 盖章 gài zhāng はんこを押す。捺印する。
71 签字盖章 qiānzì gài zhāng サインして捺印する。
72 印章登记 yìnzhāng dēngjì 印鑑登録。
73 有带身份证明吗? yǒu dài shēnfèn zhèngmíng ma 身分証明書を持ってきてますか。
74 请出示您的身份证 qǐng chūshì nín de shēnfènzhèng 身分証を提示してください。
75 入会需要身份证明 rùhuì xūyào shēnfèn zhèngmíng 入会には身分証明書が必要です。
76 本人 běnrén 本人。当事者。私。
77 非本人 fēi běnrén 本人でない。
78 除了本人以外 chú le běnrén yǐwài 本人を除いて。
79 代理人 dàilìrén 代理人。
80 进行办理 jìnxíng bànlǐ 手続き処理を進行する。
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81 不能进行办理 bùnéng jìnxíng bànlǐ 手続きできない。
82 我想取消 wǒ xiǎng qǔxiāo 私はキャンセルしたい。
83 我想撤销 wǒ xiǎng chèxiāo 私は撤回したい。
84 我想退货 wǒ xiǎng tuìhuò 私は返品したい。
85 我要退货 wǒ yào tuìhuò 私は返品する。
86 请输入密码 qǐng shūrù mìmǎ パスワードを入力してください。
87 请您拿编号票 qǐng nín ná biānhàopiào 整理番号券をお取りください。
88 请排队等 qǐng páiduì děng 列に並んでお待ちください。
89 请排队等候 qǐng páiduì děnghòu 列に並んでお待ちください。
90 请在这里排队 qǐng zài zhèlǐ páiduì こちらに並んで下さい。
91 请在这里稍等一下 qǐng zài zhèlǐ shāo děng yīxià こちらで少々お待ちください。
92 请坐下等候 qǐng zuò xià děnghòu お掛けになってお待ちください。
93 充值 chōngzhí お金のチャージ。
94 请帮我充值一下 qǐng bāng wǒ chōngzhí yīxià 私のためにチャージしてください。
95 请帮我查一下 qǐng bāng wǒ chá yīxià 私のために調べてください。
96 超重 chāozhòng 重量オーバー。
97 危险品 wéixiǎn pǐn 危険物。
98 危险物品 wéixiǎn wùpǐn 危険物。
99 禁止带入 jìnzhǐ dài rù 持ち込み禁止。
100 禁止带出 jìnzhǐ dài chū 持ち出し禁止。
101 禁止携带的物品 jìnzhǐ xiédài de wùpǐn 持ち込み禁止のモノ。
102 打开行李箱 dǎkāi xíngli xiāng トランクを開ける。スーツケースを開ける。
103 机器检查 jīqì jiǎnchá 機械検査。
104 安检机 ānjiǎn jī セキュリティチェック機。
105 安检门 ānjiǎn mén セキュリティゲート。
106 请把行李放在这里进行安全检查 qǐng bǎ xíngli fàng zài zhèlǐ jìnxíng ānquán jiǎnchá セキュリティチェックのためにここに荷物を入れてください。

107 行李通过安检机 xíngli tōngguò ānjiǎn jī 荷物をセキュリティチェック機に通す。
108 刷护照 shuā hùzhào パスポートスキャン。
109 护照阅读器 hùzhào yuèdúqì パスポート読み取り器。
110 护照阅读机 hùzhào yuèdújī パスポート読み取り機。
111 护照扫描设备 hùzhào sǎomiáo shèbèi パスポートスキャン設備。
112 护照读取装置 hùzhào dú qǔ zhuāngzhì パスポート読み取り装置。
113 把护照放在阅读器上 bǎ hùzhào fàng zài yuèdúqì shàng パスポートを読み取り機の上に乗せる。
114 验指纹 yàn zhǐwén 指紋検査。
115 指纹认证 zhǐwén rènzhèng 指紋認証。
116 指纹采集器 zhǐwén cǎijíqì 指紋採取器。
117 指纹识别器 zhǐwén shìbiéqì 指紋識別器。
118 按指纹 àn zhǐwén 指紋を押捺する。指紋を押す。
119 打指纹 dǎ zhǐwén 指紋を押捺する。指紋を押す。
120 请按手指 qǐng àn shǒuzhǐ 手の指を押し当ててください。
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121 请按这个键 qǐng àn zhège jiàn このボタンを押してください。
122 再按一次 zài àn yīcì もう一度押す。
123 刷脸 shuā liǎn 顔のスキャン。
124 人脸识别 rén liǎn shìbié 顔認識。
125 看一下相机镜头 kàn yīxià xiàngjī jìngtóu カメラのレンズを見てください。
126 看一下摄像机镜头 kàn yīxià shèxiàngjī jìngtóu 撮影機のレンズを見てください。
127 摘帽子 zhāi màozi 帽子を取る。
128 摘下帽子 zhāi xià màozi 帽子を取る。
129 摘掉帽子 zhāi diào màozi 帽子を脱ぐ。
130 摘眼镜 zhāi yǎnjìng 眼鏡を取る。
131 摘下眼镜 zhāi xià yǎnjìng 眼鏡を取る。
132 摘掉眼镜 zhāi diào yǎnjìng 眼鏡をはずす。
133 请把眼镜摘下来 qǐng bǎ yǎnjìng zhāi xiàlái 眼鏡を取ってください。
134 脱下上衣 tuō xià shàngyī 上着を脱ぐ。
135 脱掉靴子 tuō diào xuēzi ブーツを脱ぐ。
136 从口袋里拿出东⻄ cóng kǒudài lǐ ná chū dōngxi ポケットからモノを取り出す。
137 转身 zhuǎnshēn 体の向きを変える。
138 反过来 fǎn guòlái ひっくり返す。反対を向く。
139 好了 hǎo le ＯＫです。
140 可以了 kěyǐ le よろしいです。
141 手续办完了 shǒuxù bàn wán le 手続きは終わりです。
142 检查都做完了 jiǎnchá dōu zuò wán le 検査は全て終わりです。
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