
No 中国語 ピンイン 日本語

1 商务 shāngwù ビジネス。商務。通商。
2 商务书 shāngwùshū ビジネス書。
3 商务搂 shāngwùlóu ビジネスビル。
4 商务中心 shāngwù zhōngxīn ビジネスセンター。
5 商务计划 shāngwù jìhuà ビジネスプラン。
6 商业 shāngyè 商業。ビジネス。
7 商业环境 shāngyè huánjìng ビジネス環境。
8 商业情报 shāngyè qíngbào ビジネス情報。
9 商业资讯 shāngyè zīxùn ビジネス情報。
10 事业 shìyè 事業。公共事業。
11 实业 shíyè 実業。
12 副业 fùyè 副業。サイドビジネス。
13 买卖 mǎimài 売り買いする。取り引きする。
14 买卖 mǎimai 商売。取り引き。
15 小买卖 xiǎo mǎimai 小商い。
16 小本买卖 xiǎoběn mǎimai 小商い。
17 做买卖 zuò mǎimai 商売をする。商いをする。
18 作买卖 zuò mǎimai 商売をする。商いをする。
19 生意 shēngyi 商売。
20 生意 shēngyì 活気。生気。
21 小生意 xiǎo shēngyi 小商い。
22 做生意 zuò shēngyi 商売をする。商いをする。
23 作生意 zuò shēngyi 商売をする。商いをする。
24 做起生意 zuò qǐ shēngyì ビジネスを始める。
25 生意人 shēngyirén 商売人。
26 经商 jīngshāng 商売をする。
27 业商 yèshāng 商業に従事する。
28 营业 yíngyè 営業する。
29 经营 jīngyíng 経営する。営む。あれこれ工夫する。
30 交易 jiāoyì 商品を取り引きする。交渉。取り引き。
31 事务 shìwù するべきこと。仕事。事務。総務。
32 工作 gōngzuò 仕事する。仕事。
33 职业 zhíyè 職業。プロの。
34 行业 hángyè 業種。
35 业务 yèwù 専門業務。業務。
36 商界 shāngjiè 実業界。商業界。
37 商机 shāngjī ビジネスチャンス。
38 ⻛险 fēngxiǎn リスク。
39 ⻛险实业 fēngxiǎn shíyè ベンチャービジネス。
40 ⻛险企业 fēngxiǎn qǐyè ベンチャー企業。
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41 ⻛险业务 fēngxiǎn yèwù ベンチャービジネス。
42 投机生意 tóujī shēngyi 投機的ビジネス。
43 ⻛险投资 fēngxiǎn tóuzī ベンチャーキャピタル。
44 投机资本 tóujī zīběn ベンチャーキャピタル。
45 冒险资本 màoxiǎn zīběn ベンチャーキャピタル。
46 商务旅馆 shāngwù lǚguǎn ビジネスホテル。
47 商务饭店 shāngwù fàndiàn ビジネスホテル。
48 商贸饭店 shāngmào fàndiàn ビジネスホテル。
49 商务舱 shāngwù cāng ビジネスクラス。
50 公务舱 gōngwù cāng ビジネスクラス。
51 商务人员 shāngwù rényuán ビジネスマン。ビジネスパーソン。
52 商人 shāngrén 商人。ビジネスマン。
53 外商 wàishāng 外国の商人。外国人ビジネスマン。
54 行商 xíngshāng 行商人。行商する。
55 坐商 zuòshāng 店を構えている商人。店を構えて商売する。
56 生意怎么样? shēngyi zěnmeyàng 商売はどうですか。
57 生意很好 shēngyi hěn hǎo 商売はいい感じです。
58 生意不好 shēngyi bù hǎo 商売はよくないです。
59 合算的买卖 hésuàn de mǎimai 採算の合う商売。割に合う商売。
60 不合算的买卖 bù hésuàn de mǎimai 採算の合わない商売。割に合わない商売。
61 这笔生意不合算 zhè bǐ shēngyi bù hésuàn この商売は割に合わない。
62 亏本的生意 kuīběn de shēngyi 元手を割り込む商売。
63 赔钱的买卖 péiqián de mǎimai 損する商売。赤字の商売。
64 赔本生意 péiběn shēngyi 損する商売。赤字の商売。
65 折本生意 shéběn shēngyi 損する商売。赤字の商売。
66 蚀本生意 shíběn shēngyi 損する商売。赤字の商売。
67 赚钱的生意 zhuànqián de shēngyì 儲かる商売。
68 不赚钱的生意 bù zhuànqián de shēngyì 儲からない商売。
69 生意冷淡 shēngyi lěngdàn 商売が不景気だ。
70 生意清淡 shēngyi qīngdàn 商売が不景気だ。
71 买卖萧条 mǎimai xiāotiáo 商売が不景気だ。
72 生意淡了 shēngyi dàn le 商売がひまになった。
73 买卖萎了 mǎimai wēi le 商売がさびれた。
74 买卖兴隆 mǎimai xīnglóng 商売が繁盛する。
75 买卖不兴隆 mǎimai bù xīnglóng 商売が振るわない。
76 买卖兴旺 mǎimai xīngwàng 商売が繁盛する。
77 买卖不兴旺 mǎimai bù xīngwàng 商売が振るわない。
78 买卖很火 mǎimai hěn huǒ 商売が繁盛する。
79 生意通达 shēngyi tōngdá 商売が繁盛する。
80 赚大钱的买卖 zhuàn dàqián de mǎimai ぼろもうけの商売。
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81 擅⻓做买卖 shàncháng zuò mǎimai 商売がうまい。
82 不擅⻓做生意 bù shàncháng zuò shēngyi 商売がへた。
83 黑道买卖 hēidào mǎimai やみ商売。
84 正经的买卖 zhèngjing de mǎimai まともな商売。
85 做生意不容易 zuò shēngyi bù róngyì 商売は容易でない。
86 生意难做 shēngyi nán zuò 商売は難しい。
87 做买卖要诚信第一 zuò mǎimai yào chéngxìn dì yī 商売は信用第一。
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