
No 中国語 ピンイン 日本語

1 媒体 méitǐ メディア。マスコミ。
2 媒介 méijiè メディア。媒介物。媒介者。
3 传媒 chuánméi メディア。媒介物。媒介経路。
4 大众传播 dàzhòng chuánbō 大衆への伝播。マスコミ。
5 大众传媒 dàzhòng chuánméi 大衆メディア。マスコミ。
6 放送 fàngsòng 放送する。
7 广播 guǎngbō 放送する。放送番組。
8 广播新闻 guǎngbō xīnwén ニュースを放送する。
9 电视广播 diànshì guǎngbō テレビ放送。
10 收音机广播 shōuyīnjī guǎngbò ラジオ放送。
11 调幅广播 tiáofú guǎngbō ＡＭ放送。
12 AM广播 AM guǎngbō ＡＭ放送。
13 调频广播 tiáopín guǎngbō ＦＭ放送。
14 FM广播 FM guǎngbō ＦＭ放送。
15 数据广播 shùjù guǎngbō デジタル放送。
16 商场播音 shāngchǎng bōyīn 商業施設のアナウンス。
17 商场广播 shāngchǎng guǎngbō 商業施設の放送。
18 馆内广播 guǎn nèi guǎngbō 館内放送。
19 商场馆内播音 shāngchǎng guǎn nèi bōyīn ショッピングモールの館内アナウンス。
20 ⻋内广播 chē nèi guǎngbō 車内放送。
21 ⻋厢广播 chēxiāng guǎngbō 車両放送。
22 地铁广播 dìtíě guǎngbō 地下鉄放送。
23 地铁播音 dìtíě bōyīn 地下鉄アナウンス。
24 高铁广播 gāotiě guǎngbō 高速鉄道の放送。
25 ⻋站广播 chēzhàn guǎngbō 駅構内放送。
26 站内广播 zhànnèi guǎngbō 駅構内放送。
27 机内广播 jī nèi guǎngbō 機内放送。
28 ⻜机广播 fēijī guǎngbō 機内放送。
29 机内播音 jī nèi bōyīn 機内アナウンス。
30 机场广播 jīchǎng guǎngbō 空港の放送。
31 商业广播 shāngyè guǎngbō コマーシャル放送。ＣＭ。
32 广告节目 guǎnggào jiémù コマーシャル放送。ＣＭ。
33 播音 bōyīn 放送。アナウンス。
34 播放 bōfàng 放送する。放映する。
35 播送 bōsòng 放送する。放映する。
36 播送节目 bōsòng jiémù 番組を放送する。
37 电视播送 diànshì bōsòng テレビ放送。
38 播送员 bōsòng yuán アナウンサー。
39 播音员 bōyīn yuán アナウンサー。鴬嬢 (うぐいすじょう)。
40 主持人 zhǔchí rén 司会者。
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41 演员 yǎnyuán 出演者。
42 出场演员 chūchǎng yǎnyuán 出演者。
43 客座演员 kèzuò yǎnyuán ゲスト出演者。
44 特约演员 tèyuē yǎnyuán ゲスト出演者。
45 在电视里出场 zài diànshì lǐ chūchǎng テレビ出演。
46 广播节目 guǎngbō jiémù 放送番組。ラジオ番組。
47 电视节目 diànshì jiémù テレビ番組。
48 直接播送 zhíjiē bōsòng 生放送。
49 直播 zhíbō 生放送。直に播(ま)く。
50 现场直播 xiànchǎng zhíbò 実況中継。ライブ放送。
51 实况转播 shíkuàng zhuǎnbō 実況中継。ライブ放送。
52 录像广播 lùxiàng guǎngbō 録画放送。
53 播放录像 bōfàng lùxiàng 録画放送。
54 重播 chóngbō 再放送する。
55 广播电台 guǎngbō diàntái 放送局。
56 演播室 yǎnbōshì 放送スタジオ。
57 电视摄影机 diànshì shèyǐngjī テレビカメラ。
58 电视摄象机 diànshì shèxiàngjī テレビカメラ。
59 宣传 xuānchuán 宣伝。
60 广告 guǎnggào 広告。
61 登广告 dēng guǎnggào 広告を出す。
62 做广告 zuò guǎnggào 広告する。宣伝する。
63 启事 qǐshì 広告。掲示。
64 报纸广告 bàozhǐ guǎnggào 新聞広告。
65 广告栏 guǎnggào lán 広告欄。
66 招聘广告 zhāopìn guǎnggào 求人広告。
67 招生广告 zhāoshēng guǎnggào 生徒募集の広告。
68 传单 chuándān ビラ。ちらし。
69 广告传单 guǎnggào chuándān ビラ。ちらし。
70 广告商 guǎnggàoshāng 広告代理店。
71 赞助商 zànzhùshāng スポンサー。広告主。
72 广告主 guǎnggàozhǔ スポンサー。広告主。
73 海报 hǎibào ポスター。
74 广告板 guǎnggào bǎn 広告板。
75 广告牌 guǎnggào pái 広告板。
76 广告牌子 guǎnggào páizi 広告看板。
77 广告画 guǎnggào huà 広告画。
78 广告塔 guǎnggào tǎ 広告塔。
79 ⻋内广告 chē nèi guǎnggào 車内広告。
80 吊广告 diào guǎnggào 吊り広告。
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81 网上广告 wǎngshàng guǎnggào ネット広告。
82 网络广告 wǎngluò guǎnggào ネット広告。
83 网站广告 wǎngzhàn guǎnggào ネット広告。
84 通栏广告 tōnglán guǎnggào 見出し広告。バナー広告。
85 牌子 páizi 看板。札 (ふだ)。
86 招牌 zhāopai 商店の看板。
87 幌子 huǎngzi 表看板。
88 立式广告牌 lì shì guǎnggàopái 立て看板。
89 立式招牌 lì shì zhāopai 立て看板。
90 广告旗帜 guǎnggào qízhì 広告のぼり。広告の旗。
91 广告旗杆 guǎnggào qígān 広告のぼり。広告の旗。
92 背包旗杆 bèibāo qígān 背負いのぼり。(人が背中に広告をたてる。)
93 广告气球 guǎnggào qìqiú アドバルーン。広告の風船。広告バルーン。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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