
No 中国語 ピンイン 日本語

1 委托 wěituō ゆだねる。任せる。頼む。
2 托付 tuōfù 世話や処理をお願いする。委託する。
3 拜托 bàituō お願いする。お頼みする。
4 交给 jiāogěi 引き渡す。任せる。
5 推给 tuīgěi 押し付ける。任せっきりにする。
6 任由 rèn yóu 〜に任せる。〜の⾃由にさせる。
7 任凭 rènpíng 〜に任せる。〜の⾃由にさせる。〜にかかわらず。
8 听任 tīngrèn いいようにさせる。一任する。
9 听凭 tīngpíng ⾃由にさせる。
10 听便 tīngbiàn ⾃由にさせる。
11 听 tīng 聞き入れる。従う。聞く。
12 任 rèn 思うとおりにさせる。仕事の役目を与える。引き受ける。たとえ〜でも。

13 定 dìng 確定する。予約する。必ず。
14 这件事就委托你了 zhè jiàn shì jiù wěituō nǐ le この件はあなたに任せた。
15 这件事委托给你了 zhè jiàn shì wěituō gěi nǐ le この件はあなたに任せた。
16 手续全委托给他 shǒuxù quán wěituō gěi tā 手続きは全て彼に任せてある。
17 只好委托他 zhǐhǎo wěituō tā 彼に任せるしかない。
18 委托给她了 wěituō gěi tā le 彼女に依頼した。
19 委托旁人 wěituō pángrén 人任せにする。
20 委托别人 wěituō biérén 人任せにする。
21 把工作委托给部下 bǎ gōngzuò wěituō gěi bùxià 仕事を部下に任せる。
22 可以委托他人 kěyǐ wěituō tārén ほかの人に任せてよい。
23 能委托给你吗? néng wěituō gěi nǐ ma あなたに任せていいですか。
24 托付他人 tuōfù tārén 人任せにする。
25 把工作托付给别人 bǎ gōngzuò tuōfù gěi biérén 仕事を人任せにする。
26 把孩子托付给邻居 bǎ háizi tuōfù gěi línjū 子供を隣人に預ける。
27 请托付给我 qǐng tuōfù gěi wǒ まかせてください。お任せください。
28 这事就拜托你了 zhè shì jiù bàituō nǐ le この事はあなたにお願いする。
29 一切都拜托您了 yīqiè dōu bàituō nín le 全てお任せします。
30 之后就拜托了 zhīhòu jiù bàituō le あとはよろしく。
31 交給你了 jiāogěi nǐ le あなたに任せた。
32 把那个交给你 bǎ nàge jiāogěi nǐ あなたにそれを任せる。
33 交给我吧 jiāogěi wǒ ba 私に任せて。
34 请交给我吧 qǐng jiāogěi wǒ ba お任せください。
35 交给我办吧 jiāogěi wǒ bàn ba 私に任せて。
36 那个请交给我 nàge qǐng jiāogěi wǒ それは私に任せて下さい。 
37 市场调查就交给我吧 shìchǎng diàochá jiù jiāogěi wǒ ba 市場調査は私に任せてください。
38 这事交给我办吧 zhè shì jiāogěi wǒ bàn ba この件は私に任せてください。
39 这件事就交给我吧 zhè jiàn shì jiù jiāogěi wǒ ba この件は私に任せてください。
40 这个任务就交给我吧 zhège rènwù jiù jiāogěi wǒ ba この仕事は私に任せてください。
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41 这儿交给我办吧 zhèr jiāogěi wǒ bàn ba ここは私にお任せください。
42 好, 就交给你吧 hǎo, jiù jiāogěi nǐ ba よし、あなたに任せよう。
43 这项工作交给你 zhè xiàng gōngzuò jiāogěi nǐ この仕事をあなたに任せる。
44 我把女儿交给你了 wǒ bǎ nǚ'ér jiāogěi nǐ le 娘をあなたにお任せします。
45 一切都交给你了 yīqiè dōu jiāogěi nǐ le 一切すべてあなたに任せる。
46 那个不能拜托给你 nàge bùnéng bàituō gěi nǐ それはあなたには任せられない。
47 交给本人处理 jiāogěi běnrén chǔlǐ 当人任せにする。
48 把讨厌的工作推给别人 bǎ tǎoyàn de gōngzuò tuīgěi biérén いやな仕事を他人に押しつける。
49 任由你决定 rèn yóu nǐ juédìng あなたの決定に任せる。あなた次第。
50 任由你安排 rèn yóu nǐ ānpái あなたの段取りに任せる。あなた次第。
51 任凭你想象 rènpíng nǐ xiǎngxiàng あなたの想像に任せる。
52 任凭你的判断 rènpíng nǐ de pànduàn あなたの判断に任せる。
53 任凭你的挑选 rènpíng nǐ de tiāoxuǎn あなたの選択に任せる。
54 任凭本人志愿 rènpíng běnrén zhìyuàn 本人の志望に任せる。
55 去不去, 任凭你⾃己 qù buqù, rènpíng nǐ zìjǐ 行くか行かないかあなたにお任せします。
56 听任感情 tìngrèn gǎnqíng 感情にまかせる。
57 听凭他人 tīngpíng tārén 人任せにする。
58 听他的便 tīng tā de biàn 彼の都合にまかせる。
59 听你的便 tīng nǐ de biàn あなたの都合にまかせる。
60 听其⾃然 tīng qí zìrán 成り行きに任せる。
61 任其⾃流 rèn qí zìliú なるがままに任せる。
62 你定吧 nǐ dìng ba あなたが決めてください。あなたにお任せします。
63 地点你定吧 dìdiǎn nǐ dìng ba 場所はあなたが決めてください。
64 这件事你定吧 zhè jiàn shì nǐ dìng ba この件はあなたが決めてください。
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