
No 中国語 ピンイン 日本語

1 增 zēng 増やす。増える。
2 添 tiān 増やす。付け加える。子供が生まれる。
3 加 jiā 加える。もとより多くなる。もとより程度が高くなる。
4 对 duì 液体を加える。答える。〜に向く。〜に対して。
5 增加 zēngjiā 増加する。
6 增添 zēngtiǎn 増やす。加える。
7 加添 jiātiān 付け加える。
8 加上 jiāshàng 付け足す。加えて。
9 加入 jiārù 加える。加入する。
10 渐增 jiànzēng だんだん増える。
11 日增 rìzēng 日に日に増える。
12 有增无减 yǒu zēng wú jiǎn 増える一方。
13 倍增 bèizēng 倍増する。
14 倍添 bèitiān 倍増する。
15 激增 jīzēng 激増する。
16 剧增 jùzēng 激増する。
17 猛增 měngzēng 激増する。
18 暴增 bàozēng 激増する。
19 锐增 ruìzēng 急増する。
20 跃增 yuèzēng 飛躍的に増加する。
21 增多 zēngduō 増す。増やす。
22 增益 zēngyì 増す。増やす。
23 增大 zēngdà 増大する。
24 加大 jiādà 大きくする。
25 增⻓ zēngzhǎng 増やす。高める。伸ばす。
26 添加 tiānjiā 増やす。添加(てんか)する。
27 加添 jiātiān 付け加える。
28 追加 zhuījiā 追加する。
29 添补 tiānbǔ 補充する。
30 填补 tiánbǔ 不足を補う。
31 增补 zēngbǔ 補充する。増補する。
32 补充 bǔchōng 補充する。補足する。
33 补上 bǔshang 補充する。
34 补足 bǔzú 補充する。
35 增援 zēngyuán 増援する。
36 增设 zēngshè 増設する。
37 增辟 zēngpì 増設する。
38 增产 zēngchǎn 増産する。
39 增收 zēngshōu 収入が増える。収入を増やす。
40 增盈 zēngyíng 利潤を増やす。
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41 增殖 zēngzhí 増殖する。繁殖する。
42 增生 zēngshēng 増殖する。
43 增值 zēngzhí 価値が上昇する。値上がり。
44 增资 zēngzī 増資。
45 省 shěng 省く。減らす。倹約する。
46 删 shān 文中の字句を減らす。
47 裁 cái 不要なぶんを削減する。裁断する。
48 减 jiǎn 減らす。減じる。衰える。
49 减少 jiǎnshǎo 減少する。減らす。
50 渐减 jiànjiǎn だんだん減る。
51 递减 dìjiǎn 少しづつ減る。
52 日减 rìjiǎn 日に日に減る。
53 减半 jiǎnbàn 半減する。
54 少一半 shǎo yībàn 半減する。
55 剧减 jùjiǎn 激減する。
56 锐减 ruìjiǎn 急減する。
57 减去 jiǎnqù 減ずる。差し引く。
58 扣减 kòujiǎn 差し引く。削減する。控除する。
59 缩减 suōjiǎn 切り詰める。縮減(しゅくげん)する。
60 削减 xuējiǎn 削減する。
61 减削 jiǎnxuē 削減する。
62 删减 shānjiǎn 削減する。
63 节减 jiéjiǎn 節減する。切り詰める。
64 简省 jiǎnshěng 省く。節約する。
65 节省 jiéshěng 節約する。
66 省钱 shěngqián 金を節約する。経済的だ。
67 核减 héjiǎn 審査して削減する。
68 裁员 cáiyuán 人員を削減する。
69 裁减 cáijiǎn 人員や装備を削減する。
70 压缩 yāsuō 削減する。圧縮する。
71 减产 jiǎnchǎn 減産する。生産量が減る。
72 减低 jiǎndī 下げる。低くする。
73 减价 jiǎnjià 値引きする。値下げする。
74 减薪 jiǎnxīn 給料を減らす。給料が減る。
75 减亏 jiǎnkuī 損失を減らす。
76 减员 jiǎnyuán 人員が減る。人員を削減する。
77 上升 shàngshēng 増加する。等級などが高くなる。水位などが上昇する。
78 上涨 shàngzhǎng 価格や水位などが上昇する。
79 高涨 gāozhǎng 高騰(こうとう)する。高まる。
80 提高 tígāo 高める。向上させる。
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81 升高 shēnggāo 上がる。上げる。
82 增高 zēnggāo 高くなる。高くする。
83 下降 xiàjiàng 減少する。下降する。
84 下跌 xiàdiē 水位が下がる。価格が下落(げらく)する。
85 跌落 diēluò 価格が下落(げらく)する。物体が落ちる。
86 下落 xiàluò 降下する。人やモノの行方。
87 低落 dīluò 低下する。
88 降低 jiàngdī 下がる。下げる。
89 消⻓ xiāozhǎng 増減。衰退。
90 增减 zēngjiǎn 増減する。
91 产量增了 chǎnliàng zēng le 生産量が増えた。
92 气温突增 qìwēn tū zēng 気温が急に上がる。
93 添人 tiān rén 人を増やす。
94 添水 tiān shuǐ 水を加える。
95 再添点钱 zài tiān diǎn qián もう少しお金を足す。
96 加一点盐 jiā yīdiǎn yán 塩を少し加える。
97 加了一个人 jiā le yī ge rén 一人増やした。
98 再加几个人 zài jiā jǐ ge rén あと何人か加える。
99 加了一百日元 jiā le yībǎi rìyuán １００円増えた。
100 对点凉水 duì diǎn liángshuǐ 冷たい水を少し加える。
101 增加的倾向 zēngjiā de qīngxiàng 増加傾向。
102 增加一个 zēngjiā yī ge ひとつ増やす。ひとつ増える。
103 增加一个人 zēngjiā yī ge rén 一人増やす。一人増える。
104 比去年增加了百分之七 bǐ qùnián zēngjiā le bǎifēnzhī qī 昨年より７パーセント増加。
105 增加一倍 zēngjiā yī bèi 倍になる。
106 增加了三倍 zēngjiā le sān bèi ４倍になった。
107 增加到三倍 zēngjiā dào sān bèi ３倍になる。
108 数目增加 shùmù zēngjiā 数が増える。
109 数量增加 shùliàng zēngjiā 数量が増す。
110 增加工资 zēngjiā gōngzī 賃金アップ。
111 体重增加了三公斤 tǐzhòng zēngjiā le sān gōngjīn 体重が３キロ増えた。
112 由一百六十倒两百 yóu yībǎi liùshí dào liǎngbǎi １６０から２００に増える。
113 工作人员由十人增加到三十人 gōngzuò rényuán yóu shí rén zēngjiā dào sānshí rén スタッフを１０人から３０人に増やす。
114 把人员从十人增加到三十人 bǎ rényuán cóng shí rén zēngjiā dào sānshí rén 人員を１０人から３０人に増やす。
115 增添人手 zēngtiān rénshǒu 人手を増やす。
116 增添烦恼 zēngtiān fánnǎo 心配事が増える。
117 再加上一个人 zài jiāshàng yī ge rén あと一人加える。
118 加上件衣服 jiāshàng jiàn yīfu 重ね着する。
119 加上糖 jiāshàng táng 砂糖を加える。
120 加入酱油 jiārù jiàngyóu 醤油を加える。
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121 加入新人 jiārù xīnrén 新人を加える。
122 加入我方 jiārù wǒ fāng 味方に加える。
123 加入队伍 jiārù duìwǔ 隊列に加わる。
124 销售额倍增 xiāoshòu'é bèizēng 売り上げ額が倍増する。
125 量增多 liàng zēngduō 量が多くなる。
126 数目增多 shùmù zēngduō 数が増える。
127 花费增多 huāfèi zēngduō 出費が増える。
128 费用增多 fèiyòng zēngduō 費用がかさむ。
129 白发增多 báifà zēngduō 白髪が増える。
130 看电视剧的机会增多了 kàn diànshìjù de jīhuì zēngduō le テレビドラマを見る機会が増えた。
131 规模增大 guīmó zēngdà 規模が増大する。
132 面积增大 miànjī zēngdà 面積が増える。
133 体积增大 tǐjī zēngdà 体積が増える。
134 费用增大 fèiyòng zēngdà 費用がかさむ。
135 加大产量 jiādà chǎnliàng 生産量を増やす。
136 危险加大 wéixiǎn jiādà 危険が増す。
137 加大火力 jiādà huǒlì 火力を強くする。
138 加大电压 jiādà diànyā 電圧を上げる。
139 人口增⻓ rénkǒu zēngzhǎng 人口増加。
140 经济增⻓ jīngjì zēngzhǎng 経済成⻑。
141 负增⻓ fù zēngzhǎng マイナス成⻑。
142 增⻓率 zēngzhǎng lǜ 成⻑率。
143 一季度同比增⻓百分之二 yī jìdù tóngbǐ zēngzhǎng bǎifēnzhī èr 第１四半期は前年同期比で２パーセントの成⻑。
144 添加到收藏夹 tiānjiā dào shōucángjiā お気に入りに追加する。
145 追加预算 zhuījiā yùsuàn 予算を追加する。追加予算。
146 补充人员 bǔchōng rényuán 人員を補充する。補充人員。
147 补充燃料 bǔchōng ránliào 燃料を補給する。
148 补充汽油 bǔchōng qìyóu ガソリンを補給する。
149 补充复印纸 bǔchōng fùyìnzhǐ コピー用紙を補給する。
150 补足差额 bǔzú chā'é 差額を補う。
151 省了费用 shěng le fèiyòng 費用を節約した。
152 体重减了 tǐzhòng jiǎn le 体重が減った。
153 体重减到九十斤 tǐzhòng jiǎn dào jiǔshí jīn 体重は９０斤(４５キロ)に減った。
154 减少的倾向 jiǎnshǎo de qīngxiàng 減少傾向。
155 人口减少 rénkǒu jiǎnshǎo 人口減少。
156 减少人员 jiǎnshǎo rényuán 人員を減らす。
157 参加者减少了 cānjiāzhě jiǎnshǎo le 出席者が減った。
158 垃圾在减少 lājī zài jiǎnshǎo ゴミを減らす。
159 减少收益 jiǎnshǎo shōuyì 収益が減る。
160 收入减少 shōurù jiǎnshǎo 収入が減る。
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161 体重减少 tǐzhòng jiǎnshǎo 体重が減る。
162 缩减人员 suōjiǎn rényuán 人員を縮小する。
163 缩减经费 suōjiǎn jīngfèi 経費を切り詰める。
164 削减开支 xuējiǎn kāizhī 支出を削減する。
165 削减开销 xuējiǎn kāixiāo 支出を削減する。
166 削减成本 xuējiǎn chéngběn コストを削減する。
167 削减人员 xuējiǎn rényuán 人員を削減する。
168 减削人员 jiǎnxuē rényuán 人員を削減する。
169 节减经费 jiéjiǎn jīngfèi 経費を節減する。
170 节省经费 jiéshěng jīngfèi 経費を節減する。
171 物价上升 wùjià shàngshēng 物価上昇。
172 经济上升 jīngjì shàngshēng 経済が上向く。
173 销售额上升 xiāoshòu'é shàngshēng 売り上げ額が上向く。
174 物价上涨 wùjià shàngzhǎng 物価が上がる。
175 日元上涨 rìyuán shàngzhǎng 日本円が上がる。
176 股价上涨 gǔjià shàngzhǎng 株価が上がる。
177 价格上涨 jiàgé shàngzhǎng 価格が上がる。
178 工资上涨 gōngzī shàngzhǎng 給料が上がる。
179 工资提高 gōngzī tígāo 給料が上がる。
180 提高价格 tígāo jiàgé 値上げする。
181 提高运费 tígāo yùnfèi 運賃を引き上げる。
182 利率升高 lìlǜ shēnggāo 金利が上がる。
183 成本下降 chéngběn xiàjiàng コストが下がる。
184 体重下降 tǐzhòng xiàjiàng 体重が減る。
185 销售额下降 xiāoshòu'é xiàjiàng 売上額が下がる。
186 股票下跌 gǔpiào xiàdié 株が下落する。
187 地价下跌 dìjià xiàdié 地価が下落する。
188 降低成本 jiàngdī chéngběn コストを下げる。
189 人口的消⻓ rénkǒu de xiāozhǎng 人口の増減。
190 人员常有增减 rényuán cháng yǒu zēngjiǎn 人員は常に増減する。
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