
No 中国語 ピンイン 日本語

1 价格 jiàgé 価格。
2 价钱 jiàqian 値段。
3 标价 biāojià 表示価格。価格を表示する。
4 定价 dìngjià 定価。値段を決める。
5 折扣价 zhékòu jià 割引価格。値引き価格。
6 销售价格 xiāoshòu jiàgé 販売価格。
7 费用 fèiyong 費用。料金。コスト。
8 成本 chéngběn 原価。コスト。
9 工本 gōngběn 生産費。コスト。
10 盈利 yínglì 利益。利潤。
11 赢利 yínglì 利益。利潤。
12 折扣 zhékòu 割引き。
13 打折扣 dǎ zhékòu 値引きする。
14 打折 dǎzhé 割り引く。
15 不打折扣 bù dǎ zhékòu 割引きしない。
16 不打折 bù dǎ zhé 割引きしない。
17 九折 jiǔzhé 九掛け。１割引き。
18 减价 jiǎnjià 割引き。値を下げる。
19 降价 jiàngjià 値下げする。
20 削价 xuējià 値下げする。
21 放盘 fàngpán 値引きして売る。高値で買い入れる。
22 贵 guì 値段が高い。値引きする。得。
23 高价 gāojià 高値。
24 重价 zhòngjià 高値。
25 昂贵 ángguì 価格が高い。
26 便宜 piányi 値段が安い。
27 低价 dījià 安値。安価。
28 底价 dǐjià 底値(そこね)。最低価格。
29 廉价 liánjià 廉価(れんか)。安値。
30 低廉 dīlián 安価だ。
31 压价 yājià 価格を抑える。
32 高额 gāo'é 高額。
33 巨额 jù'é 巨額。
34 巨款 jùkuǎn 巨額。
35 少额 shǎo'é 低額。
36 低额 dī'é 低額。
37 还价 huánjià 値切る。
38 讨价 tǎojià 値切る。
39 讨价还价 tǎojià huánjià 値段を掛け合う。
40 杀价 shājià 値切る。
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41 讲价 jiǎngjià 値段を掛け合う。
42 讲价钱 jiǎng jiàqian 値段を掛け合う。
43 敲诈勒索 qiāozhà lèsuǒ 恐喝して金品を巻き上げる。
44 牟取暴利 móuqǔ bàolì ぼったくり。
45 获取暴利 huòqǔ bàolì ぼったくる。
46 很贵 hěn guì 値段が高い。
47 这个很贵 zhège hěn guì これは値段が高い。
48 比较贵 bǐjiào guì 比較的高い。割高。
49 太贵了 tài guì le 値段が高すぎる。
50 价格高 jiàgé gāo 値段が高い。
51 价格稍高 jiàgé shāo gāo 値段がやや高い。
52 价格昂贵 jiàgé ángguì 値段が高い。
53 那个非常昂贵 nàge fēicháng ángguì それは非常に高くつく。
54 合理的价格 hélǐ de jiàgé 適正な価格。
55 公道的价格 gōngdào de jiàgé 適正な価格。
56 适当的价格 shìdàng de jiàgé 適切な価格。
57 很便宜 hěn piányi 値段が安い。
58 比较便宜 bǐjiào piányi 比較的安い。割安。
59 比日本便宜 bǐ rìběn piányi 日本より安い。
60 比刚才的便宜 bǐ gāngcái de piányi さっきのより安い。
61 太便宜了 tài piányi le すごく安い。
62 真便宜啊 zhēn piányi a ほんとに安いね。
63 价格便宜 jiàgé piányi 値段が安い。
64 这个店便宜得多 zhège diàn piányi de duō この店はずっと安い。
65 物美价廉 wù měi jià lián 品が良く、値段も安い。
66 质优价廉 zhì yōu jià lián 品質が良く、値段が安い。
67 便宜没好货 piányi méi hǎo huò 安かろう悪かろう。
68 又好吃又便宜 yòu hǎochī yòu piányi 旨くて安い。
69 最便宜的是哪一种? zuì piányi de shì nǎ yī zhǒng 一番安いのはどれ。
70 有更便宜的吗? yǒu gèng piányi de ma もっと安いのはありますか。
71 有没有更便宜的? yǒu méiyǒu gèng piányi de もっと安いのはありませんか。
72 能不能便宜一点? néng bunéng piányi yīdiǎn すこし安くできませんか。
73 再便宜一点吧 zài piányi yīdiǎn ba もうちょっと安くしてよ。
74 请便宜一点 qǐng piányi yīdiǎn もう少し安くしてください。
75 能给我降价吗? néng gěi wǒ jiàngjià ma 値下げしてもらえませんか。
76 可以给我打折吗? kěyǐ gěi wǒ dǎzhé ma 割引きしてもらえますか。
77 能给我打折吗? néng gěi wǒ dǎzhé ma 割引きしてもらうことはできますか。
78 可以讲价吗? kěyǐ jiǎngjià ma 価格交渉していいですか。
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