
No 中国語 ピンイン 日本語

1 贫富 pínfù 貧富。
2 贫富差距 pínfù chājù 貧富の差。
3 贫富差别 pínfù chābié 貧富の差。
4 贫富不均 pínfù bù jūn 貧富の差がある。
5 贫富差距扩大 pínfù chājù kuòdà 貧富の差の拡大。
6 贫富差别很大 pínfù chābié hěn dà 貧富の差が大きい。
7 贫富悬殊 pínfù xuánshū 貧富の差がはげしい。
8 贫富分化 pínfù fēnhuà 貧富の差が広がる。
9 贫富差距加大 pínfù chājù jiā dà 貧富の差が開く。
10 发财 fācái 大金をもうける。金持ちになる。
11 致富 zhìfù 裕福になる。財をなす。
12 成为财主 chéngwéi cáizhǔ 金持ちになる。
13 有钱人 yǒuqiánrén 金がある人。金持ち。
14 有钱的人 yǒuqián de rén 金がある人。金持ち。
15 富人 fùrén 金持ち。
16 富人阶级 fùrén jiējí 金持ち階級。
17 富人阶层 fùrén jiēcéng 金持ち階級。
18 富豪 fùháo 富豪。金も権力もある人。
19 富翁 fùwēng 大金持ち。富豪。
20 大富翁 dàfùwēng 大金持ち。富豪。
21 百万富翁 bǎi wàn fùwēng 百万⻑者。大富豪。
22 财主 cáizhu 金持ち。財産家。
23 大财主 dàcáizhǔ 大金持ち。財産家。
24 土财主 tǔcáizhǔ 地元の資産家。
25 财东 cáidōng 資産家。金持ち。
26 大款 dàkuǎn 金回りのよい人。成り金。
27 大款儿 dàkuǎnr 金回りのよい人。成り金。
28 暴发户 bàofāhù 成り金。成り金の家。
29 暴发户儿 bàofāhùr 成り金。成り金の家。
30 阔人 kuòrén 金持ち。
31 阔老 kuòlǎo 金持ちのだんな。金離れのいい人。
32 阔佬 kuòlǎo 金持ちのだんな。金離れのいい人。
33 高收入者 gāoshōurùzhě 高額所得者。
34 地主 dìzhǔ 地主。地元の人。
35 房东 fángdōng 家主。大家(おおや)。
36 房主 fángzhǔ 家主。大家(おおや)。
37 富 fù 豊かだ。富む。
38 富有 fùyǒu 富裕だ。〜に富む。
39 富裕 fùyù 富裕だ。
40 出生富有 chūshēng fùyǒu 金持ちに生まれる。
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41 他很有钱 tā hěn yǒu qián 彼は金持ちです。
42 他家很有钱 tā jiā hěn yǒu qián 彼の家は金持ちです。
43 成为有钱人 chéngwéi yǒu qián rén 金持ちに成る。
44 他阔起来了 tā kuò qilai le 彼は金持ちになった。
45 他发了大财 tā fā le dà cái 彼は大金持ちになった。
46 小资 xiǎozī 小金持ち。プチブルジョア。
47 中等家庭 zhōngděng jiātíng 中流家庭。
48 小康人家 xiǎokāng rénjiā 暮らし向きがまずまずの家。中流家庭。
49 中层阶级 zhōngcéng jiējí 中流階級。
50 中间阶层 zhōngjiān jiēcéng 中流階級。
51 中等阶层 zhōngděng jiēcéng 中流階級。
52 中产阶层 zhōngchǎn jiēcéng 中流階級。
53 无钱人 wúqiánrén 金のない人。
54 穷人 qióngrén 貧しい人。
55 贫⺠ pínmín 貧⺠。
56 低收入者 dīshōurùzhě 低所得者。
57 低收入阶层 dīshōurù jiēcéng 低所得者層。
58 低收入群体 dīshōurù qúntǐ 低所得者層。
59 穷 qióng 生活が貧しい。
60 贫穷 pínqióng 貧しい。貧困だ。
61 贫乏 pínfá 貧しい。乏しい。不足している。
62 贫困 pínkùn 貧しい。貧困だ。
63 穷困 qióngkùn 貧困だ。
64 贫苦 pínkǔ 貧しい。貧困だ。
65 穷苦 qióngkǔ 貧乏で苦しい。
66 窘困 jiǒngkùn 生活が困窮(こんきゅう)する。立場に窮(きゅう)する。
67 赤贫 chìpín 何一つないほど貧しい。赤貧だ。
68 破产 pòchǎn 破産する。破綻(はたん)する。
69 寒酸 hánsuān 貧乏くさい。みすぼらしい。
70 乞丐 qǐgài 乞食(こじき)。
71 讨饭 tǎofàn 乞食(こじき)をする。
72 讨饭的 tǎofàn de 乞食(こじき)。
73 叫花子 jiàohuāzi 乞食(こじき)。
74 生来就穷 shēnglái jiù qióng 貧乏に生まれる。
75 贫穷不好受 pínqióng bù hǎoshòu 貧乏はつらい。
76 讨厌贫困 tǎoyàn pínkùn 貧乏はいや。
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