
No 中国語 ピンイン 日本語

1 手续 shǒuxù 手続き。
2 程序 chéngxù ものごとを進める順序。コンピュータプログラム。
3 申请 shēnqǐng 申請する。
4 提交 tíjiāo 提出する。
5 提出 tíchū 提示する。提出する。
6 检查 jiǎnchá 検査する。調べる。
7 审核 shěnhé 書類を審査照合する。査定する。
8 审查 shěnchá 審査する。
9 履行手续 lǚxíng shǒuxù 手続きを踏む。
10 一连串的手续 yīliánchuàn de shǒuxù 一連の手続き。
11 手续的流程 shǒuxù de liúchéng 手続きの流れ。
12 剩下的手续 shèng xià de shǒuxù 残りの手続き。
13 办手续 bàn shǒuxù 手続きをする。
14 办理手续 bànlǐ shǒuxù 手続きをする。
15 我办理有关免税的手续 wǒ bànlǐ yǒuguān miǎnshuì de shǒuxù 私は免税についての手続きをする。
16 请帮我办理免税手续 qǐng bāng wǒ bànlǐ miǎnshuì shǒuxù 私の免税手続きをしてください。
17 请在海关办理手续 qǐng zài hǎiguān bànlǐ shǒuxù 税関で手続きをしてください。
18 我帮您办理免税手续 wǒ bāng nín bànlǐ miǎnshuì shǒuxù 免税手続きをさせて頂きます。
19 进行手续 jìnxíng shǒuxù 手続を進める。
20 办好手续 bàn hǎo shǒuxù 手続きを完了する。
21 手续未了 shǒuxù wèiliǎo 手続きを済ませていない。
22 手续完成了 shǒuxù wánchéng le 手続きは完了です。
23 手续办完了 shǒuxù bàn wán le 手続きが完了しました。
24 手续都办好了 shǒuxù dōu bàn hǎo le 手続きがすべて終わりました。
25 手续已经结束 shǒuxù yǐjīng jiéshù 手続きはすでに終わりました。
26 请教我手续 qǐng jiào wǒ shǒuxù 手続きを教えてください。
27 要办什么手续? yào bàn shénme shǒuxù どんな手続きが必要ですか。
28 现在, 我在申请手续 xiànzài, wǒ zài shēnqǐng shǒuxù 現在、私はその手続きの申請中です。
29 我现在正在办那个手续 wǒ xiànzài zhèngzài bàn nàge shǒuxù ただいまその手続きをしています。
30 你没有办理那个手续的必要 nǐ méiyǒu bànlǐ nàge shǒuxù de bìyào その手続きを行う必要はありません。
31 手续都办完了吗? shǒuxù dōu bàn wán le ma 手続きは全部終わりましたか。
32 手续全委托给他了 shǒuxù quán wěituō gěi tā le 手続きはすべて彼に任せてある。
33 乘机手续在哪里办理? chéngjī shǒuxù zài nǎlǐ bànlǐ 飛行機に乗る手続きはどこでやってますか。
34 不合手续 bùhé shǒuxù 手続きに不備がある。
35 手续有缺漏 shǒuxù yǒu quēlòu 手続きに不備がある。
36 手续不完备 shǒuxù bù wánbèi 手続きに不備がある。
37 差一道手续 chà yī dào shǒuxù 手続きが一つ足りない。
38 落了一道手续 luò le yī dào shǒuxù 手続きが一つ抜けた。
39 漏了一道手续 lòu le yī dào shǒuxù 手続きが一つ抜けた。
40 手续没办好 shǒuxù méi bàn hǎo 手続きが済んでない。
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41 支付手续 zhīfù shǒuxù 支払手続き。
42 汇款手续 huìkuǎn shǒuxù 送金手続き。振り込み手続き。
43 退款的手续 tuì kuǎn de shǒuxù 返金の手続き。払い戻し手続き。
44 签约手续 qiānyuē shǒuxù 契約手続き。締結手続き。
45 合同的手续 hétóng de shǒuxù 契約手続き。
46 签订合同 qiāndìng hétóng 契約を交わす。
47 解约手续 jiěyuē shǒuxù 解約手続き。
48 解除合同手续 jiěchú hétóng shǒuxù 解約手続き。
49 报名手续 bàomíng shǒuxù 申し込み手続き。
50 入会手续 rù huì shǒuxù 入会手続き。
51 注册手续 zhùcè shǒuxù 登録手続き。登記手続き。
52 登记手续 dēngjì shǒuxù チェックイン手続き。登録手続き。登記手続き。
53 入住手续 rùzhù shǒuxù 入居手続き。宿泊のチェックイン手続き。
54 退房手续 tuì fáng shǒuxù 退室手続き。宿泊のチェックアウト手続き。
55 更新手续 gēngxīn shǒuxù 更新手続き。
56 预约手续 yùyuē shǒuxù 予約手続き。
57 取消手续 qǔxiāo shǒuxù キャンセル手続き。
58 搭乘手续 dāchéng shǒuxù 搭乗手続き。
59 入境手续 rùjìng shǒuxù 入国手続き。
60 出境手续 chūjìng shǒuxù 出国手続き。
61 出入境手续 chūrùjìng shǒuxù 出入国手続き。
62 签证手续 qiānzhèng shǒuxù ビザ手続き。
63 延期签证手续 yánqí qiānzhèng shǒuxù ビザ延⻑手続き。
64 护照手续 hùzhào shǒuxù パスポート手続き。
65 护照的更新手续 hùzhào de gēngxīn shǒuxù パスポート更新手続き。
66 海关手续 hǎiguān shǒuxù 税関手続き。通関手続き。
67 通关手续 tōngguān shǒuxù 税関手続き。通関手続き。
68 报关手续 bàoguān shǒuxù 税関手続き。通関手続き。
69 过关手续 guòguān shǒuxù 税関手続き。通関手続き。
70 结关手续 jiéguān shǒuxù 税関手続き。通関手続き。
71 日本那边的手续 rìběn nà biān de shǒuxù 日本側の手続き。
72 批准的手续 pīzhǔn de shǒuxù 承認手続き。
73 变更手续 biàngēng shǒuxù 変更手続き。
74 住址变更手续 zhùzhǐ biàngēng shǒuxù 住所変更手続き。
75 入院手续 rùyuàn shǒuxù 入院手続き。
76 法定手续 fǎdìng shǒuxù 法定手続き。
77 结婚手续 jiéhūn shǒuxù 結婚手続き。
78 结婚登记 jiéhūn dēngjì 婚姻届け。
79 离婚手续 líhūn shǒuxù 離婚手続き。
80 搬家的手续 bānjiā de shǒuxù 引越しの手続き。
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81 商品出货的手续 shāngpǐn chū huò de shǒuxù 商品出荷の手続き。
82 正式手续 zhèngshì shǒuxù 正式の手続き。
83 手续费 shǒuxù fèi 手数料。
84 手续的文件 shǒuxù de wénjiàn 手続きの書類。
85 表格 biǎogé 用紙。記入用紙。表。
86 填写表格 tiánxiě biǎogé 用紙に記入する。表に記入する。
87 印章 yìnzhāng 印鑑。印章。
88 印章证明 yìnzhāng zhèngmíng 印鑑証明。
89 盖印 gàiyìn 捺印する。
90 盖章 gàizhāng 捺印する。
91 盖印章 gài yìnzhāng はんこを押す。しるしをつける。
92 签名 qiānmíng 署名する。サインする。
93 签字 qiānzì 署名する。サインする。
94 签名盖章 qiānmíng gàizhāng 署名捺印する。
95 请盖章或是签名 qǐng gàizhāng huòshì qiānmíng 捺印またはサインをしてください。
96 请在文件上签名盖章 qǐng zài wénjiàn shàng qiānmíng gàizhāng 書類に署名捺印お願いします。
97 请签名 qǐng qiānmíng サインしてください。
98 请你签个字 qǐng nǐ qiān ge zì サインしてください。
99 请在这里签名 qǐng zài zhèlǐ qiānmíng ここにサインしてください。
100 证件照 zhèngjiàn zhào 証明写真。
101 证件照片 zhèngjiàn zhàopiàn 証明写真。
102 身份证 shēnfenzhèng 身分証。IDカード。
103 身分证明 shēnfèn zhèngmíng 身分証明書。
104 身分证明书 shēnfèn zhèngmíng shū 身分証明書。
105 印花税票 yìnhuāshuì piào 収入印紙。
106 烦琐的手续 fánsuǒ de shǒuxù わずらわしい手続き。
107 繁琐的手续 fánsuǒ de shǒuxù わずらわしい手続き。
108 简单的手续 jiǎndān de shǒuxù 簡単な手続き。
109 自行办理 zìxíng bànlǐ 自分で手続きする。
110 须要程序 xūyào chéngxù 手続きする必要がある。
111 需要手续 xūyào shǒuxù 手続きが必要。
112 不需要手续 bù xūyào shǒuxù 手続きは必要ありません。
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