
No 中国語 ピンイン 日本語

1 我要求 wǒ yāoqiú 私は要求します。
2 我们要求 wǒmen yāoqiú 私たちは要求します。
3 我要求你读书用功 wǒ yāoqiú nǐ dú shū yònggōng 私はあなたに熱心に勉強するよう要求します。
4 我们要求你方履行合同 wǒmen yāoqiú nǐfāng lǚxíng hétóng 私たちはあなた方に契約を履行(りこう)するよう要求します。

5 请遵守缴纳期 qǐng zūnshǒu jiǎonàqī 納期を守って下さい。
6 请一定要赶上缴纳期 qǐng yīdìng yào gǎn shàng jiǎonàqī 納期に間に合わせてください。
7 希望能赶在期限内完成 xīwàng néng gǎn zài qīxiàn nèi wánchéng 期限内に間に合わせたい。
8 赶上缴纳期限 gǎn shàng jiǎonà qīxiàn 納期に間に合う。
9 赶不上缴纳期限 gǎnbushàng jiǎonà qīxiàn 納期に間に合わない。
10 请今天完成 qǐng jīntiān wánchéng 今日、完成させてください。
11 请在八月八号之前完成 qǐng zài bā yuè bā hào zhīqián wánchéng ８月８日までに完了してください。
12 请在三点之前完成 qǐng zài sān diǎn zhīqián wánchéng ３時までに完成してください。
13 先用这个对付吧 xiān yòng zhège duìfù ba とりあえずこれで間に合わせといて。
14 请按时到达 qǐng ànshí dàodá 時間通りに到着してください。
15 请准时到达 qǐng zhǔnshí dàodá 時間通りに到着してください。
16 请务必准时到达 qǐng wùbì zhǔnshí dàodá 必ず時間通りに到着してください。
17 请在三点前到达 qǐng zài sān diǎn qián dàodá ３時までに到着してください。
18 九点半在这里集合 jiǔ diǎn bàn zài zhèlǐ jíhé ９時半、ここで集合。
19 请及时发送 qǐng jíshí fāsòng 間に合うように時間をみはからって発送してください。
20 可以赶快点吗? kěyǐ gǎnkuài diǎn ma 急いでもらえますか。
21 快干吧 kuài gàn ba 早くして。
22 快点干吧 kuài diǎn gàn ba はやくやりましょう。はやくやって。
23 快点干完 kuài diǎn gàn wán 早く終わらせて。
24 请快点 qǐng kuài diǎn 早くしてください。
25 请快点做 qǐng kuài diǎn zuò 早くやってください。
26 请快回来 qǐng kuài huílái はやく帰ってきてください。
27 请立即执行 qǐng lìjí zhíxíng 早急に実施してください。
28 请尽快完成 qǐng jǐnkuài wánchéng 早急に完成させてください。
29 请你再做一遍 qǐng nǐ zài zuò yībiàn もう一度やってください。
30 请重新再做一次 qǐng chóngxīn zài zuò yīcì あらためてもう一度やってください。
31 请重新做一下 qǐng chóngxīn zuò yīxià やり直ししてください。
32 请改写 qǐng gǎixiě 書き直してしてください。
33 请修正 qǐng xiūzhèng 修正して下さい。
34 你把橡皮还给我 nǐ bǎ xiàngpí huán gěi wǒ 消しゴム返してください。
35 请把钱还给我 qǐng bǎ qián huán gěi wǒ お金を返してください。
36 把钱还给我 bǎ qián huán gěi wǒ 金返せ。
37 请你还给我钱 qǐng nǐ huán gěi wǒ qián あなた、お金を返してください。
38 请还我零钱 qǐng huán wǒ língqián お釣りを返してください。
39 我想退货 wǒ xiǎng tuìhuò 返品したい。
40 请给我退款 qǐng gěi wǒ tuìkuǎn 返金してください。

要求フレーズ   1/2

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 要求更换新的商品 yāoqiú gēnghuàn xīn de shāngpǐn 新しい商品との交換を要求する。
42 要求更换产品 yāoqiú gēnghuàn chǎnpǐn 製品交換を要求する。
43 赔偿 péicháng 賠償する。弁償する。
44 请求赔偿 qǐngqiú péicháng 弁償を求める。
45 索赔 suǒpéi 賠償を要求する。クレームを出す。
46 我必须向你索赔五千元 wǒ bìxū xiàng nǐ suǒpéi wǔqiān yuán 私はあなたに５０００元の請求をしなければならない。
47 要求赔偿 yāoqiú péicháng 補償請求。
48 我要求赔偿损失 wǒ yāoqiú péicháng sǔnshī 私は損害賠償を請求します。
49 我投诉你 wǒ tóusù nǐ 私はあなたを訴える。
50 把负责人叫来 bǎ fùzérén jiào lái 責任者を呼べ。
51 请再确认一次 qǐng zài quèrèn yī cì もう一度確認してください。
52 请让我再确认一次 qǐng ràng wǒ zài quèrèn yī cì もう一度確認させて下さい。
53 请取消 qǐng qǔxiāo キャンセルしてください。
54 请尽快回信 qǐng jǐnkuài huíxìn 至急返信をください。
55 请⻢上回答 qǐng mǎshàng huídá 至急回答下さい。
56 请赶快联系我 qǐng gǎnkuài liánxì wǒ 至急ご連絡ください 。
57 请放回原来位置 qǐng fàng huí yuánlái wèizhì 元の場所に戻してください。
58 请放回原处 qǐng fàng huí yuán chù 元の場所に戻してください。
59 请求恢复原状 qǐngqiú huīfù yuánzhuàng 原状回復を求める。もとどおりに戻すことを求める。
60 请清洁 qǐng qīngjié 清潔にしてください。きれいにしてください。
61 请擦干净 qǐng cā gānjìng 綺麗に拭いて下さい。
62 请安静 qǐng ānjìng 静かにしてください。
63 请叫出租⻋ qǐng jiào chūzūchē タクシー呼んでください。
64 我必须七点以前到达机场 wǒ bìxū qī diǎn yǐqián dàodá jīchǎng 私は７時前に空港に到着しなければなりません。
65 接受要求 jiēshòu yāoqiú 要求を受け入れる。
66 拒绝要求 jùjué yāoqiú 要求を拒否する。
67 你的要求太过分了 nǐ de yāoqiú tài guòfèn le あなたの要求は度を越している。
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