
No 中国語 ピンイン 日本語

1 名人 míngrén 有名人。
2 知名人士 zhīmíng rénshì 有名人。
3 有名的人 yǒumíng de rén 有名な人。
4 有名 yǒumíng 有名だ。
5 知名 zhīmíng 著名だ。有名だ。
6 受欢迎 shòu huānyíng 人気がある。
7 有人气 yǒu rénqì 人気がある。
8 很有名 hěn yǒumíng 有名です。
9 很知名 hěn zhīmíng 知られています。
10 很受欢迎 hěn shòu huānyíng 人気があります。
11 很有人气 hěn yǒu rénqì 人気があります。
12 著名 zhùmíng 著名だ。名高い。
13 闻名 wénmíng 知れわたる。有名になる。
14 出名 chūmíng 知れわたる。有名になる。
15 扬名 yángmíng 名をあげる。有名になる。
16 无名 wúmíng 無名。名が知られていない。名がない。いわれのない。
17 当红 dānghóng 人気がある。売れっ子。
18 走红 zǒuhóng 人気が出る。売れっ子。
19 明星 míngxīng スター。
20 大明星 dàmíngxīng 大スター。
21 超级巨星 chāojí jùxīng スーパースター。
22 女星 nǚxīng 女性のスター。
23 女明星 nǚ míngxīng 女性のスター。
24 头号明星 tóuhào míngxīng トップスター。
25 顶级明星 dǐngjí míngxīng トップスター。
26 电影明星 diànyǐng míngxīng 映画スター。
27 影星 yǐngxīng 映画スター。
28 海外的名人明星 hǎiwài de míngrén míngxīng 海外の有名スター。
29 欧美明星 ōuměi míngxīng 欧米のスター。
30 日本明星 rìběn míngxīng 日本のスター。
31 偶像 ǒuxiàng アイドル。偶像(ぐうぞう)。
32 人气偶像 rénqì ǒuxiàng 人気アイドル。
33 偶像组合 ǒuxiàng zǔhé アイドルグループ。
34 偶像团体 ǒuxiàng tuántǐ アイドルグループ。
35 红人 hóngrén お気に入りの人物。
36 歌星 gēxīng 人気歌手。
37 偶像歌星 ǒuxiàng gēxīng アイドル歌手。
38 当红歌手 dānghóng gēshǒu 人気歌手。
39 红角 hóngjué 人気役者。トップスター。
40 艺人 yìrén 芸能人。芸人。職人。
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41 演员 yǎnyuán 俳優。タレント。
42 女演员 nǚ yǎnyuán 女優。
43 艺术家 yìshùjiā アーティスト。芸能人。
44 表演艺术人士 biǎoyǎn yìshù rénshì 芸能人。
45 文艺界人士 wényìjiè rénshì 文学、芸術・芸能に関わる人。
46 演艺界 yǎnyìjiè 芸能界。
47 节目主持人 jiémù zhǔchírén 番組司会者。番組のキャスター。番組ホスト。
48 节目主持人助理 jiémù zhǔchírén zhùlǐ 番組司会者アシスタント。
49 节目的表演者 jiémù de biǎoyǎnzhě 番組の出演者。
50 播音员 bòyīnyuán アナウンサー。
51 广播员 guǎngbòyuán アナウンサー。
52 顶级运动员 dǐngjí yùndòngyuán トップアスリート。
53 顶尖运动员 dǐngjiān yùndòngyuán トップアスリート。
54 著名运动员 zhùmíng yùndòngyuán 有名なアスリート。有名な選手。
55 头号人物 tóuhào rénwù トップの人物。筆頭格の人物。
56 大人物 dàrénwù 大物。大人物。
57 重要人物 zhòngyào rénwù 重要人物。重鎮。
58 贵宾 guìbīn 特別な客。ＶＩＰ。
59 要人 yàorén 要人。高い地位にいる人。
60 巨头 jùtóu 巨頭。大きな組織のトップ。
61 巨匠 jùjiàng 巨匠(きょしょう)。大家(たいか)。
62 大师 dàshī すぐれた人。大家。
63 大家 dàjiā 名高い専門家。大家。みんな。みなさん。
64 泰斗 tàidǒu その道の大家。第一人者。
65 权威 quánwēi 権威ある人。権威あるもの。
66 有名的评论家 yǒumíng de pínglùnjiā 有名な評論家。
67 著名评论家 zhùmíng pínglùnjiā 著名な評論家。
68 大政治家 dà zhèngzhìjiā 大物政治家。
69 经济界泰斗 jīngjìjiè tàidǒu 経済界の重鎮。経済界の第一人者。
70 经济界大师 jīngjìjiè dàshī 経済の大家。
71 文艺巨匠 wényì jùjiàng 文芸の巨匠。
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