
No 中国語 ピンイン 日本語

1 产业 chǎnyè 産業。土地や建物などの私有資産。
2 行业 hángyè 業種。
3 工业 gōngyè 工業。
4 制造业 zhìzàoyè 製造業。
5 机器制造业 jīqì zhìzàoyè 機械製造業。
6 汽⻋制造业 qìchē zhìzàoyè 自動車製造業。
7 医疗器械制造业 yīliáo qìxiè zhìzàoyè 医療機器製造業。
8 窑业 yáoyè 窯業。
9 矿业 kuàngyè 鉱業。
10 炼铁工业 liàntiě gōngyè 製鉄業。
11 金属铁工业 jīnshǔ tiě gōngyè 金属鉄工業。
12 商业 shāngyè 商業。
13 批发业 pīfāyè 卸売業。
14 零售业 língshòuyè 小売業。
15 服务行业 fúwù hángyè サービス業。
16 饮食业 yǐnshíyè 飲食業。
17 餐饮业 cānyǐnyè 外食産業。
18 食品加工业 shípǐn jiāgōngyè 食品加工業。
19 食品制造业 shípǐn zhìzàoyè 食品製造業。
20 运输业 yùnshūyè 運輸業。
21 客运业 kèyùnyè 旅客運送業。
22 金融业 jīnróngyè 金融業。
23 保险业 bǎoxiǎnyè 保険業。
24 广告业 guǎnggàoyè 広告業。
25 广播业 guǎngbòyè 放送業。
26 租赁业 zūlìnyè リース業。
27 房地产业 fǎngdìchǎnyè 不動産業。
28 建筑业 jiànzhùyè 建設業。
29 土木工程行业 tǔmù gōngchéng hángyè 土木産業。
30 园艺业 yuányìyè 造園業。
31 造船工业 zàochuán gōngyè 造船業。
32 ⻜机工业 fēijī gōngyè 航空機産業。
33 国防工业 guófáng gōngyè 防衛産業。
34 军需工业 jūnxū gōngyè 軍需産業。
35 纤维制造业 xiānwéi zhìzàoyè 繊維産業。
36 服装产业 fúzhuāng chǎnyè アパレル産業。
37 时尚产业 shíshàng chǎnyè ファッションビジネス。
38 制药业 zhìyàoyè 製薬業。
39 护理业 hùlǐyè 介護業。
40 健康护理产业 jiànkāng hùlǐ chǎnyè ヘルスケアー産業。
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41 美容业 měiróngyè 美容業。
42 厂家 chǎngjiā メーカー。
43 商社 shāngshè 商社。
44 贸易公司 màoyì gōngsī 貿易会社。商社。
45 信息技术产业 xìnxī jìshù chǎnyè ＩＴ産業。
46 IT产业 I T chǎnyè ＩＴ産業。
47 IT行业 I T hángyè ＩＴ産業。
48 IT界 I T jiè ＩＴ業界。
49 通信业 tōngxìnyè 通信業。
50 旅游产业 lǚyóu chǎnyè 観光産業。
51 余暇产业 yúxiá chǎnyè レジャー産業。
52 闲暇产业 xiánxiá chǎnyè レジャー産業。
53 娱乐业 yúlèyè 娯楽産業。
54 航空业 hángkōngyè 航空業。
55 教育产业 jiàoyù chǎnyè 教育産業。
56 出版业 chūbǎnyè 出版業。
57 农业 nóngyè 農業。
58 林业 línyè 林業。
59 农林业 nónglínyè 農林業。
60 牧畜业 mùxùyè 牧畜業。
61 畜产业 xùchǎnyè 畜産業。
62 渔业 yúyè 漁業。
63 水产业 shuǐchǎnyè 水産業。
64 水产品加工业 shuǐchǎnpǐn jiāgōngyè 水産加工業。
65 能源产业 néngyuán chǎnyè エネルギー産業。
66 电力行业 diànlì hángyè 電力業。
67 劳动者派遣事业 láodòngzhě pàiqiǎn shìyè 労働者派遣事業。
68 高新技术产业 gāoxīnjìshù chǎnyè ハイテク産業。
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