
No 中国語 ピンイン 日本語

1 以上 yǐshàng 以上。それより上。(中国語の〜以上はその数値を含まないときもある。)

2 出头 chūtóu 〜を少し上回る。
3 出头儿 chūtóur 〜を少し上回る。
4 不止 bùzhǐ 〜にとどまらない。〜を超えている。⽌まらない。
5 不少于 bùshǎo yú 〜より多い。〜を下らない。
6 不少 bùshǎo 多い。
7 多 duō 〜余り。多い。どれだけ。
8 以下 yǐxià 以下。それより下。(中国語の〜以下はその数値を含まないときもある。)

9 少于 shǎoyú 〜より少ない。
10 满 mǎn 一定の期限に達する。満ちる。完全に。
11 不满 bùmǎn 満たない。不満だ。
12 未满 wèi mǎn 未満。
13 到 dào 到達する。到着する。行く。行き届いている。
14 不到 bùdào 行き届かない。至らない。
15 及 jí 到達する。届く。追いつく。〜と〜。
16 不及 bùjí 〜に及ばない。間に合わない。
17 过 guò 超える。超過する。過ぎる。過ごす。経る。
18 超 chāo 超える。超過する。抜きんでる。
19 超过 chāoguò 超過する。上まわる。オーバーする。追い越す。
20 超出 chāochū 超える。逸脱する。
21 超重 chāozhòng 重量オーバーする。
22 超龄 chāolíng 規定年齢をオーバーする。
23 超额 chāo'é 規定やノルマなどの基準を超過する。定額を超える。
24 涨 zhǎng 物価や報酬が上がる。水かさが増す。
25 涨 zhàng 超過する。水分でふくれる。血がのぼる。
26 含 hán 含まれる。⼝に含む。〜を帯びる。
27 不含 bù hán 含まない。
28 包括 bāokuò 〜を含む。
29 包含 bāohán 含んでいる。
30 含有 hányǒu 含む。
31 蕴含 yùnhán 含んでいる。
32 蕴涵 yùnhán 含んでいる。
33 在内 zàinèi 中にある。そこに含まれる。
34 从 cóng 〜から。〜より。〜を。従う。〜したことがない。
35 从〜到〜 cóng〜dào〜 〜から〜まで。
36 以内 yǐnèi 以内。
37 之内 zhīnèi 〜のうち。〜の中。
38 前 qián 以前。前。未来の。前進する。
39 后 hòu 時間的に後。〜したあと。後ろ。裏。奥。
40 以前 yǐqián 以前。〜前。むかし。
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41 之前 zhīqián 〜の前。
42 从前 cóngqián 以前。昔。かつて。
43 过去 guòqù 過去。以前。時間が経過する。行く。
44 以后 yǐhòu 以降。あと。以後。
45 之后 zhīhòu 〜のあと。〜以降。その後。
46 今后 jīnhòu これから先。以後。以降。
47 以来 yǐlái 以来。
48 以外 yǐwài 以外。
49 除了〜以外 chúle 〜 yǐwài 〜を除いてそれ以外。
50 之外 zhīwài 〜の他。〜以外。〜の外。
51 一百及一百以上 yībǎi jí yībǎi yǐshàng １００以上。１００及び、１００以上。
52 二十岁以上 èrshí suì yǐshàng ２０歳以上。
53 四名以上 sì míng yǐshàng ４名以上。
54 三个以上 sān ge yǐshàng ３つ以上。
55 十米以上 shí mǐ yǐshàng １０メートル以上。
56 三小时以上 sān xiǎoshí yǐshàng ３時間以上。
57 一年以上 yī nián yǐshàng １年以上。
58 三千日元以上 sānqiān rìyuán yǐshàng ３０００円以上。
59 半数以上 bànshù yǐshàng 半数以上。
60 二十公斤出头 èrshí gōngjīn chūtóu ２０キロを超える。
61 十岁出头的时候 shí suì chūtóu de shíhòu １０歳を超えた頃。１０代前半の頃。
62 三十出头的人 sānshí chūtóu de rén ３０過ぎの人。
63 不⽌一千万 bùzhǐ yī qiān wàn 一千万にとどまらない。一千万を超える。
64 不少于五十 bùshǎo yú wǔshí ５０以上。５０を下らない。
65 六十多岁 liùshí duō suì ６０歳あまり。６０過ぎ。
66 一个月多 yī ge yuè duō 一カ月余り。
67 一年多 yī nián duō 一年余り。
68 十多年 shí duō nián １０年余り。
69 三多分钟 sān duō fēnzhōng ３分ちょっと。
70 五万多人 wǔ wàn duō rén ５万人余り。
71 两百多块钱 liǎng bǎi duō kuài qián ２００元余り。
72 十八岁以下 shíbā suì yǐxià １８歳以下。
73 一米以下 yī mǐ yǐxià １メートル以下。
74 四十分以下 sìshí fēn yǐxià ４０点以下。
75 零度以下 líng dù yǐxià ０度以下。
76 少于两万日元 shǎoyú liǎng wàn rìyuán 二万円を下回る。
77 满十八岁 mǎn shíbā suì 満１８歳。
78 满一年 mǎn yī nián 満一年。
79 满⼀周年 mǎn yī zhōunián 満一周年。
80 不满一年 bùmǎn yī nián 一年に満たない。
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81 未满十八岁 wèi mǎn shíbā suì １８歳未満。
82 到二十岁 dào èrshí suì ２０歳になる。
83 到一年 dào yī nián 一年になる。
84 不到一年 bù dào yī nián 一年にならない。
85 不到一米 bù dào yī mǐ １メートルにいたらない。
86 将及一年 jiāng jí yī nián 一年になる。
87 不及一月 bùjí yī yuè ひと月にならない。
88 过两天 guò liǎng tiān 数日後。二日たつ。
89 再过一年 zài guò yī nián もう一年したら。
90 再过三天 zài guò sān tiān あと三日で。
91 过了⼀年 guò le yī nián 一年たった。
92 过了三分钟 guò le sān fēnzhōng ３分後。
93 过了七十岁 guò le qīshí suì ７０歳を超える。
94 超过了⼀千万⼈ chāoguò le yīqiān wàn rén １０００万人を超えた。
95 超过二十公斤 chāoguò èrshí gōngjīn ２０キログラムを超える。
96 不超过二十公斤 bù chāoguò èrshí gōngjīn ２０キログラムを超えない。
97 超过四十度 chāoguò sìshí dù ４０度を超える。
98 时速超过⼀百六十公⾥ shísù chāoguò yī bǎi liù shí gōnglǐ 時速は１６０キロメートルを超える。
99 超过三小时 chāoguò sān xiǎoshí ３時間を超える。
100 超出十万日元 chāochū shí wàn rìyuán １０万円を超える。
101 超出三十分钟 chāochū sānshí fēnzhōng ３０分を超える。
102 超重两公斤 chāozhòng liǎng gōngjīn ２キロ重量オーバーする。
103 超龄⼀岁 chāolíng yī suì 年齢制限を１歳オーバーする。
104 超额百分之十 chāo'é bǎi fēn zhī shí 定額を１０％うわまわる。ノルマを１０％うわまわる。
105 工资涨了十倍 gōngzī zhǎng le shí bèi 賃金は１０倍に上昇しました。
106 钱涨出了一百日元 qián zhàng chū le yībǎi rìyuán お金を１００万円使いすぎた。
107 含四 hán sì ４を含む。
108 不含四 bù hán sì ４を含まない。
109 不含税价格⼀百块钱 bù hán shuì jiàgé yībǎi kuài qián 税抜き価格１００元。
110 含税销售额⼀百块钱 hán shuì xiāoshòu é yībǎi kuài qián 税込み販売額１００元。
111 包括消费税 bāokuò xiāofèishuì 消費税を含む。
112 不包括消费税 bù bāokuò xiāofèishuì 消費税を含まない。
113 包含百分之十的服务费 bāohán bǎi fēn zhī shí de fúwùfèi １０％のサービス料を含む。
114 体内含有百分之六十以上的水 tǐnèi hányǒu bǎi fēn zhī liùshí yǐshàng de shuǐ 体には６０％以上水が含まれてる。
115 蕴含十种历史文化 yùnhán shí zhǒng lìshǐ wénhuà １０種の歴史文化が含まれている。
116 蕴涵着⼀种价值观 yùnhán zhe yī zhǒng jiàzhíguān 一種の価値観を含んでいる。
117 ⻋钱不在内 chēqián bù zàinèi 交通費は含まない。
118 包括我在内⼀共是四个⼈ bāokuò wǒ zàinèi yīgòng shì sì ge rén 私を含めて全部で４人。
119 从零开始 cóng líng kāishǐ ゼロから始める。
120 从零起点开始 cóng líng qǐdiǎn kāishǐ ゼロからのスタート。
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121 从十⼀到二十 cóng shíyī dào èrshí １１から２０。
122 ⼀小时以内 yī xiǎoshí yǐnèi 一時間以内。
123 三天以内 sān tiān yǐnèi ３日以内。
124 半径⼀百米以内 bànjìng yībǎi mǐ yǐnèi 半径１００メートル以内。
125 三天之内 sān tiān zhīnèi ３日のうちに。
126 一个月之内 yī ge yuè zhī nèi 一カ月以内。
127 三天前 sān tiān qián 三日前。
128 十年前 shí nián qián １０年前。
129 前三名 qián sān míng 上位の３名。ベストスリー。
130 三天后 sān tiān hòu 三日後。
131 十年后 shí nián hòu １０年後。
132 十年以前 shí nián yǐqián １０年前。
133 七点以前 qī diǎn yǐqián ７時までに。
134 日出以前 rìchū yǐqián 日の出前。
135 在二十岁以前 zài èrshí suì yǐqián ２０歳になる前に。
136 十年之前 shí nián zhīqián １０年前。
137 九点之前 jiǔ diǎn zhīqián ９時までに。
138 在从前十年中 zài cóngqián shí nián zhōng 過去１０年間。
139 过去⼀年了 guòqù yī nián le 一年が過ぎた。
140 过去二十年 guòqù èrshí nián 過去２０年。
141 十年以后 shí nián yǐhòu １０年後。
142 一个星期以后 yī ge xīngqí yǐhòu 一週間後。
143 过五十岁以后 guò wǔshí suì yǐhòu ５０歳を過ぎて。
144 那以后 nà yǐhòu あれから。それから。
145 从那以后 cóng nà yǐhòu あれから。それから。
146 十年之后 shí nián zhīhòu １０年後。
147 三天之后 sān tiān zhīhòu 三日後。
148 那之后 nà zhīhòu あれから。それから。
149 这之后 zhè zhīhòu このあと。
150 今后十年 jīnhòu shí nián 今後１０年。あと１０年。
151 十年以来 shí nián yǐlái この１０年。
152 从去年以来 cóng qùnián yǐlái 昨年以来。
153 ⻓久以来 chángjiǔ yǐlái ずっと前から。
154 十米以外 shí mǐ yǐwài １０メートル先。
155 五公⾥以外 wǔ gōnglǐ yǐwài ５キロメートル以上。
156 国境以外 guójìng yǐwài 国境の外。
157 除了我以外⼀共有二十位 chú le wǒ yǐwài yīgòng yǒu èrshí wèi 私を除いて全部で２０名います。
158 除星期天之外 chú xīngqítiān zhī wài 日曜日以外。
159 除此之外 chú cǐ zhī wài これよりほかに。
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