
No 中国語 ピンイン 日本語

1 合作 hézuò 協力する。提携する。
2 配合 pèihé 協力して達成する。部品などがかみ合う。
3 配合 pèihe 似合っている。つり合っている。
4 协力 xiélì 協力する。
5 协作 xiézuò 協力して任務をやりとげる。
6 协助 xiézhù 助力する。
7 协理 xiélǐ 協力して処理する。肩書としての副支配人。
8 相助 xiāngzhù 互いに助け合う。
9 合力 hélì 力をあわせる。
10 共同努力 gòngtóng nǔlì 共に努力する。いっしょに努力する。
11 谢谢合作 xièxie hézuò ご協力ありがとうございます。
12 谢谢您的合作 xièxie nín de hézuò ご協力ありがとうございます。
13 谢谢您的配合 xièxie nín de pèihé ご協力ありがとうございます。
14 请配合 qǐng pèihé 協力お願いします。
15 请你合作 qǐng nǐ hézuò ご協力ください。
16 请你配合 qǐng nǐ pèihé ご協力ください。
17 请予以合作 qǐng yǔyǐ hézuò ご協力ください。
18 请予以配合 qǐng yǔyǐ pèihé ご協力ください。
19 请协助我们 qǐng xiézhù wǒmen 私たちにご協力ください。
20 请配合工作 qǐng pèihé gōngzuò 仕事に協力してください。
21 请配合检查 qǐng pèihé jiǎnchá 検査にご協力ください。
22 请协助献血 qǐng xiézhù xiànxué 献血にご協力ください。
23 请配合做问卷调查 qǐng pèihé zuò wènjuàn diàochá アンケートにご協力ください。
24 请大家配合一下 qǐng dàjiā pèihé yīxià みなさんご協力お願いします。
25 敬请配合 jìngqǐng pèihé 謹(つつし)んでご協力をお願いいたします。
26 敬请理解与合作 jìngqǐng lǐjiě yǔ hézuò ご理解とご協力を謹(つつし)んでお願いいたします。
27 敬请理解与配合 jìngqǐng lǐjiě yǔ pèihé ご理解とご協力を謹(つつし)んでお願いいたします。
28 感谢您的协助 gǎnxiè nín de xiézhù ご協力に感謝いたします。
29 感谢您的配合 gǎnxiè nín de pèihé ご協力に感謝いたします。
30 感谢你的理解和支持 gǎnxiè nǐ de lǐjiě hé zhīchí ご理解とご支援ありがとうございます。
31 请协助 qǐng xiézhù ご協力おねがいします。
32 请您协助 qǐng nín xiézhù ご協力おねがいします。
33 我需要你的协助 wǒ xūyào nǐ de xiézhù 私はあなたの協力が必要です。
34 我想与你协作 wǒ xiǎng yǔ nǐ xiézuò 協力して欲しい。
35 请协助他 qǐng xiézhù tā 彼に協力して下さい。
36 应该同心协力 yīnggāi tóngxīn xiélì 互いに協力しなければならない。
37 拜托请大家协助 bàituō qǐng dàjiā xiézhù 皆様のご協力よろしくお願いします。
38 今后也继续合作吧 jīnhòu yě jìxù hézuò ba 今後も協力して行きましょう。
39 我也会不吝相助的 wǒ yě huì bù lìn xiānzhù de 私も協力を惜しみません。
40 我很高兴协助你 wǒ hěn gāoxìng xiézhù nǐ 喜んであなたに協力します。
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41 我想协助你 wǒ xiǎng xiézhù nǐ あなたに協力したいと思っています。
42 感谢您一直以来的协助 gǎnxiè nín yīzhí yǐlái de xiézhù いつもご協力頂きありがとうございます。
43 一起合作吧 yīqǐ hézuò ba いっしょに協力しよう。
44 大家一起合作努力吧 dàjiā yīqǐ hézuò nǔlì ba みんなで協力してがんばろう。
45 大家合力減少垃圾 dàjiā hélì jiǎnshǎo lājī みんなで力をあわせてゴミを減らす。
46 共同努力吧 gòngtóng nǔlì ba 共にがんばろう。
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