
No 中国語 ピンイン 日本語

1 别 bié 異なる。他の。別れる。〜するな。
2 别的 biéde 別の。他の。ほかの人。ほかのもの。
3 另 lìng 別の。他の。別に。他に。
4 另外 lìngwài その他の。その他に。さらに。加えて。
5 另一个 lìng yī gè 別の。他の。
6 旁 páng その他の。別の。かたわら。
7 其他 qítā その他。
8 除外 chúwài 除外する。〜は別。
9 别人 biérén ほかの人。
10 别人 biéren 他人。
11 他人 tārén ほかの人。他人。
12 旁人 pángrén その他の人。別の人。
13 其他人 qítārén 他の人。
14 其他的人 qítā de rén その他の人。
15 人家 rénjia 他人。ひとさま。あの人。
16 人家 rénjiā 人家。家庭。
17 另一个人 lìng yī ge rén 別人。
18 好像是另一个人 hǎoxiàng shì lìng yī ge rén まるで別人だ。
19 另外几个人 lìngwài jǐ ge rén そのほか数人。
20 别的东⻄ bié de dōngxi 別のモノ。
21 其他物品 qítā wùpǐn 別の品物。
22 两码事 liǎng mǎ shì 別の事。
23 这不是一码事 zhè bùshì yī mǎ shì これは別の事だ。
24 这是两回事 zhè shì liǎng huí shì これらはまた別の事だ。
25 我说的是另一回事 wǒ shuō de shì lìng yī huí shì 私の言っていることは別の事だ。
26 别的话题 bié de huàtí 別の話題。
27 旁的工作 páng de gōngzuò 他の仕事。
28 另外一种工作 lìngwài yī zhǒng gōngzuò 別口の仕事。
29 另外的事情 lìngwài de shìqíng 別の事情。
30 另一个问题 lìng yī ge wèntí 別の問題。
31 其他的问题 qítā de wèntí 他の問題。
32 旁的问题 páng de wèntí 他の問題。
33 另一个想法 lìng yī ge xiǎngfǎ 別の考え。
34 另外的方案 lìngwài de fāng'àn 別の案。
35 另一面 lìng yī miàn 別の面。
36 另一方面 lìng yī fāngmiàn 別の面。
37 另一角度 lìng yī jiǎodù 別の角度。
38 别的方法 bié de fāngfǎ 別の方法。
39 其他方法 qítā fāngfǎ 他の方法。
40 别的办法 bié de bànfǎ 別の方法。
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41 他日 tārì またの日。いつか。ある日。
42 请你他日来吧 qǐng nǐ tārì lái ba 別の日に来てください。
43 改天吧 gǎitiān ba 別の日にしましょう。またにしましょう。
44 别的地方 bié de dìfang 別の場所。
45 旁的地方 páng de dìfang ほかの所。
46 其他部门 qítā bùmén 他の部門。
47 另一家公司 lìng yī jiā gōngsī 他の会社。
48 服务费另收 fúwùfèi lìng shōu サービス料は別。
49 另收10%的服务费 lìng shōu bǎi fēn zhī shí de fúwùfèi 別途１０％のサービス料がかかる。
50 请把这些东⻄分开包 qǐng bǎ zhèxiē dōngxi fēnkāi bāo これらの品物を別々に包んでください。
51 请分别包装 qǐng fēnbié bāozhuāng 別々に包んでください。
52 他们各自回家了 tāmen gèzì huí jiā le 彼らはそれぞれ別々に家に帰りました。
53 各自付钱 gèzì fù qián 各自で金を払う。別々に支払う。
54 一个一个分开 yī ge yī ge fēnkāi ひとつひとつ分ける。別々にする。
55 儿童除外 értóng chúwài 子供は除く。子供は別。
56 没什么 méi shénme 別に。。。 特にない。
57 没什么特别要干的事 méishénme tèbié yào gàn de shì 別にしなければならない用はない。
58 没想什么 méi xiǎng shénme 別に何も考えてない。
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