
No 中国語 ピンイン 日本語

1 顶峰 dǐngfēng 最高峰。ピーク。
2 经济的顶峰 jīngjì de dǐngfēng 景気のピーク。
3 权力的顶峰 quánlì de dǐngfēng 権力のトップ。
4 幸福的顶峰 xìngfú de dǐngfēng 幸福の絶頂。
5 顶点 dǐngdiǎn 頂点。
6 登上顶点 dēng shàng dǐngdiǎn 頂点をきわめる。
7 到达顶点 dàodá dǐngdiǎn 頂点に達する。
8 热烈的气氛到达了顶点 rèliè de qìfēn dàodá le dǐngdiǎn 熱気は頂点に達した。
9 极点 jídiǎn 極点。絶頂。
10 感动到了极点 gǎndòng dào le jídiǎn 感きわまった。
11 愤怒到达了极点 fènnù dàodá le jídiǎn 怒りが頂点に達した。
12 兴奋到达了极点 xīngfèn dàodá le jídiǎn 興奮は絶頂に達した。
13 情绪低落到极点 qíngxù dīluò dào jídiǎn 気持ちは極限まで落ちむ。
14 高峰 gāofēng 高い山。ピーク。
15 行⻋高峰时 xíngchē gāofēng shí 交通ラッシュ時。
16 交通堵塞的高峰 jiāotōng dǔsè de gāofēng 交通渋滞のピーク。
17 上下班的高峰时间 shàngxiàbān de gāofēng shíjiān 通勤ラッシュの時間。
18 用电高峰 yòng diàn gāofēng 電力使用のピーク。
19 到达高峰 dàodá gāofēng ピークに達する。
20 高峰过去了 gāofēng guòqù le ピークを過ぎた。
21 过了高峰期 guò le gāofēngqī ピーク期を過ぎた。
22 火⻋站迎来了客流小高峰 huǒchēzhàn yínglái le kèliú xiǎo gāofēng 鉄道駅は乗客の流れのちょっとしたピークを迎えました。
23 高潮 gāocháo 満潮。高まり。ピーク。クライマックス。
24 电影的高潮 diànyǐng de gāocháo 映画の山場。
25 谈判的高潮 tánpàn de gāocháo 交渉の山場。
26 到达高潮 dàodá gāocháo クライマックスに達する。
27 欠缺高潮 qiànquē gāocháo 盛り上がりに欠ける。
28 进入高潮 jìnrù gāocháo 山場に入る。
29 宴会正进行到高潮 yànhuì zhèng jìnxíng dào gāocháo 宴たけなわとなる。
30 最高点 zuìgāodiǎn 最も高い地点。ピーク。
31 到达最高点 dàodá zuìgāodiǎn 最高点に達する。極める。
32 攀升至最高点 pānshēng zhì zuìgāodiǎn 上昇が最高に達する。
33 过了最高点 guò le zuìgāodiǎn ピークを過ぎた。
34 拥挤 yōngjǐ 込み合ってる。押し合いへし合いする。
35 店里很拥挤 diàn lǐ hěn yǒngjǐ 店の中は込んでいる。
36 拥挤的电⻋ yǒngjǐ de diànchē 満員電車。
37 拥挤时刻 yǒngjǐ shíkè 込む時間。
38 满员 mǎnyuán 満席になる。満員になる。
39 火⻋里满员 huǒchē lǐ mǎnyuán 列車が満員。
40 满员的电⻋ mǎnyuán de diànchē 満員電車。
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41 谷底 gǔdǐ 谷底。
42 经济衰退的谷底 jīngjì shuāituì de gǔdǐ 経済衰退の底。不況の底。
43 跌至谷底 diē zhì gǔdǐ 底に下がり至った。底を突く。
44 底层 dǐcéng 建物の１階。社会や組織の最下層。どん底。
45 经济的底层 jīngjì de dǐcéng 経済の底。
46 社会的底层 shèhuì de dǐcéng 社会の底辺。
47 低潮 dīcháo 引き潮。衰退期。
48 经济低潮时 jīngjì dīcháo shí 景気の低潮期。
49 全球经济景气低潮 quánqiú jīngjì jǐngqì dīcháo 世界経済の低潮。
50 旺季 wàngjì 最盛期。繁忙期。
51 旅游旺季 lǚyóu wàngjì 旅行シーズン。
52 滑雪旺季 huáxuě wàngjì スキーシーズン。
53 正值⻄⽠旺季 zhèngzhí xīguā wàngjì まさにスイカの旬。
54 营业旺季 yíngyè wàngjì 営業のかきいれどき。
55 淡季 dànjì 閑散期。シーズンオフ。オフシーズン。
56 旅游淡季 lǚyóu dànjì 旅行のオフシーズン。
57 渔业淡季 yúyè dànjì 漁業のオフシーズン。
58 足球淡季 zúqiú dànjì サッカーのシーズンオフ。
59 繁忙 fánmáng やることが多くて忙しい。多忙だ。
60 繁忙时期 fánmáng shíqī 繁忙期。
61 闲散 xiánsǎn ひまでのんびりしている。物資などを使っていない。
62 闲散时期 xiánsǎn shíqī 閑散期。
63 季节 jìjié 季節。シーズン。
64 旅游季节 lǚyóu jìjié 旅行シーズン。
65 滑雪季节 huáxuě jìjié スキーシーズン。
66 体育运动的季节 tǐyù yùndòng de jìjié スポーツの季節。
67 农忙季节 nóngmáng jìjié 農繁期。
68 农闲季节 nóngxián jìjié 農作業が暇な時期。
69 插秧季节 chāyāng jìjié 田植えのシーズン。
70 赏樱花的季节 shǎng yīnghuā de jìjié 桜の花見シーズン。
71 空 kòng 空く。ひま。空。利用されていない。
72 ⻋厢里空得很 chēxiāng lǐ kòng de hěn 車両内はとても空いている。
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