
No 中国語 ピンイン 日本語

1 限 xiàn 範囲や限度を定める。
2 限制 xiànzhì 制限する。範囲を定める。規定の範囲。制限。
3 限定 xiàndìng 限定する。
4 限于 xiànyú 〜の制限を受ける。〜の範囲に限定される。
5 只限 zhǐ xiàn 〜に限る。
6 为限 wéixiàn 限度とする。期限とする。
7 有限 yǒuxiàn 有限だ。限りのある。数が少ない。程度が低い。
8 无限 wúxiàn 限りない。尽きない。無限だ。
9 极限 jíxiàn 最高限度。極限。
10 限界 xiànjiè 限界。
11 界限 jièxiàn 物と物との境。物事の限界。
12 界线 jièxiàn 土地の境界線。物事の境目。境界線。
13 局限 júxiàn 制約する。範囲を限る。
14 范围 fànwéi 範囲。
15 限度 xiàndù 限度。限界。
16 上限 shàngxiàn 上限。
17 下限 xiàxiàn 下限。最低限度。
18 期限 qīxiàn 期限。
19 时限 shíxiàn 期限。
20 年限 niánxiàn 年限。
21 限期 xiànqī 期限を設ける。期限。期日。
22 到期 dàoqī 期限が来る。
23 过期 guòqī 期限を過ぎる。期限切れ。
24 起码 qǐmǎ 最低限度の。少なくとも。
25 穷尽 qióngjìn 果て。際限。
26 尽头 jìntóu 果て。終わり。
27 止境 zhǐjìng 行き止まり。
28 无穷无尽 wúqióng wújìn 限りがない。終わりがない。
29 到头 dàotóu 極限まで達する。ぎりぎりまで行く。
30 到头儿 dàotóur 極限まで達する。ぎりぎりまで行く。
31 过头 guòtóu 限度を超える。
32 过头儿 guòtóur 限度を超える。
33 限额 xiàn'é 限度額。
34 限数 xiànshù 数に限りがある。数量限定。
35 最好 zuì hǎo 最もよい。
36 再好不过 zài hǎobuguò 最もよい。全く申し分ない。なによりだ。
37 限十八岁以上 xiàn shíbā suì yǐshàng 十八歳以上に限る。
38 年龄不限 niánlíng bù xiàn 年齢制限なし。
39 年龄限制 niánlíng xiànzhì 年齢制限。
40 人数限制 rénshù xiànzhì 人数制限。
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41 人数有限制 rénshù yǒu xiànzhì 人数に制限がある。
42 有时间的限制 yǒu shíjiān de xiànzhì 時間の制約がある。
43 交通限制 jiāotōng xiànzhì 交通制限。
44 限制⻋速 xiànzhì chēsù 車のスピードを制限する。
45 进口限制 jìnkǒu xiànzhì 輸入規制。
46 限制言论自由 xiànzhì yánlùn zìyóu 言論の自由を制限する。
47 登录人数没有限制 dēnglù rénshù méiyǒu xiànzhì 登録人数に制限はない。
48 不限制下载次数 bù xiànzhì xiàzài cìshù ダウンロード回数の制限なし。
49 限定年龄 xiàndìng niánlíng 年齢制限。
50 限定时间 xiàndìng shíjiān 時間制限。時間をきる。
51 限定范围 xiàndìng fànwéi 範囲を限る。
52 限定为三个月 xiàndìng wéi sān ge yuè ３カ月に限る。
53 会员限定为一百人 huìyuán xiàndìng wéi yībǎi rén 会員を１００名に限定する。
54 发言的时间不限定 fāyán de shíjiān bù xiàndìng 発言時間は制限しない。
55 限于现货 xiànyú xiànhuò 現品限り。
56 会员限于四十岁以下 huìyuán xiànyú sìshí suì yǐxià 会員は４０歳以下に限る。
57 限于本日有效 xiànyú běnrì yǒuxiào 本日に限り有効。
58 限于中国国土范围内 xiànyú Zhōngguó guótǔ fànwéi nèi 中国国土範囲内に限定される。
59 只限现货 zhǐ xiàn xiànhuò 現品限り。
60 只限女性 zhǐ xiàn nǚxìng 女性のみに限る。
61 只限本人 zhǐ xiàn běnrén 本人のみに限る。
62 只限夏季出售 zhǐ xiàn xiàjì chūshòu 夏季限定販売。
63 只限当天有效 zhǐ xiàn dàngtiān yǒuxiào 当日に限り有効。
64 以月末为限 yǐ yuèmò wéixiàn 月末を期限とする。
65 年龄以四十以下为限 niánlíng yǐ sìshí yǐxià wéixiàn 年齢は４０歳以下に制限する。
66 费用以两百元为限 fèiyòng yǐ liǎng bǎi yuán wéixiàn 費用は２００元を限度とする。
67 入场以大人为限 rùchǎng yǐ dàrén wéixiàn 入場は大人に限る。
68 资力有限 zīlì yǒuxiàn 能力に限界がある。
69 名额有限 míng'é yǒuxiàn 人数に制限がある。
70 数目有限 shùmù yǒuxiàn 数に制限がある。
71 资源是有限的 zīyuán shì yǒuxiàn de 資源は有限だ。
72 人的生命是有限的 rén de shēngmìng shì yǒuxiàn de 人の命には限りがある。
73 人的欲望是无限的 rén de yùwàng shì wúxiàn de 人の欲望は限りない。
74 无限的可能性 wúxiàn de kěnéngxìng 無限の可能性。
75 自己的极限 zìjǐ de jíxiàn 自分の限界。
76 体力的极限 tǐlì de jíxiàn 体力の限界。
77 达到极限 dádào jíxiàn 限界に達する。
78 已经达到了极限 yǐjīng dádào le jíxiàn もう限界だ。
79 他的忍耐达到了极限 tā de rěnnài dádào le jíxiàn 彼の忍耐は極限に達した。
80 超越极限 chāoyuè jíxiàn 限界をのり超える。
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81 超过忍耐的极限 chāoguò rěnnài de jíxiàn 堪忍袋の緒が切れる。
82 耐压限界 nài yā xiànjiè 耐圧限界。
83 体力的界限 tǐlì de jièxiàn 体力の限界。
84 能力的界限 nénglì de jièxiàn 能力の限界。
85 善恶的界限 shàn è de jièxiàn 善悪の境界。
86 公私界限 gōngsī jièxiàn 公私のけじめ。
87 公私界线 gōngsī jièxiàn 公私の境目。
88 局限性 júxiànxìng 制約。限界。
89 科学技术有局限 kēxué jìshù yǒu júxiàn 科学技術には限界がある。
90 容许的范围 róngxǔ de fànwéi 許容の範囲。
91 越出允许范围 yuè chū yǔnxǔ fànwéi 認められる範囲を超える。
92 最高限度 zuìgāo xiàndù 最高限度。
93 最低限度 zuìdī xiàndù 最低限度。
94 最大限度 zuìdà xiàndù 最大限度。
95 最小限度 zuìxiǎo xiàndù 最小限度。
96 什么事都有限度 shénme shì dōu yǒu xiàndù 何事にも限度がある。
97 超过忍耐限度 chāoguò rěnnài xiàndù 忍耐の限度を超える。
98 我的忍耐是有限度的 wǒ de rěnnài shì yǒu xiàndù de 私の忍耐には限度がある。
99 开玩笑也有一个限度 kāiwánxiào yě yǒu yī ge xiàndù 冗談にも程がある。
100 厚颜无耻也有限度 hòuyánwúchǐ yě yǒu xiàndù あつかましいにも程がある。
101 上限是五十个 shàngxiàn shì wǔshí ge 上限は５０個。
102 下限是多少? xiàxiàn shì duōshao 下限はいくら。
103 有效期限 yǒuxiào qīxiàn 有効期限。
104 有效期 yǒuxiàoqī 有効期限。
105 品味期限 pǐnwèi qīxiàn 賞味期限。
106 保质期 bǎozhìqī 賞味期限。
107 延⻓期限 yáncháng qīxiàn 期限を延⻑する。
108 期限为一年 qīxiàn wéi yī nián 期限は１年。
109 时限紧迫 shíxiàn jǐnpò 期限が差し迫る。
110 使用年限 shǐyòng niánxiàn 耐用年数。
111 限期已满 xiànqí yǐ mǎn 期限はすでに来ている。
112 无限期 wúxiànqī 無期限。
113 合同到期了 hétóng dàoqī le 契約期限になった。契約が満期になった。
114 我的签证过期了 wǒ de qiānzhèng guòqī le 私のビザの有効期限が切れた。
115 起码条件 qǐmǎ tiáojiàn 最低限の条件。
116 起码的常识 qǐmǎ de chángshì 最低限の常識。
117 起码要一周 qǐmǎ yào yī zhōu 最低限一週間かかる。
118 科学的发展是没有穷尽的 kēxué de fāzhǎn shì méiyǒu qióngjìn de 科学の発展には際限がない。
119 学习是没有尽头的 xuéxí shì méiyǒu jìntóu de 勉強に終わりはない。
120 学无止境 xué wú zhǐjìng 学びに終わりはない。
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121 人类的创造力是无穷无尽的 rénlèi de chuàngzàolì shì wúqióng wújìn de 人類の創造力に限りはない。
122 好到头了 hǎo dàotóu le この上なくよい。
123 已经到头了 yǐjīng dàotóu le もう限界だ。
124 这里就走到头了 zhèlǐ jiù zǒu dàotóu le ここは行き止まりだ。
125 睡过头了 shuì guòtóu le 寝過ごした。
126 你开过头了 nǐ kāi guòtóu le あなたは運転して行きすぎてしまいました。
127 限额是多少? xiàn'é shì duōshao 限度額はいくら。
128 限数商品 xiànshù shāngpǐn 限定品。
129 限数销售 xiànshù xiāoshòu 限定販売。
130 夏天还是喝啤酒最好 xiàtiān háishì hē píjiǔ zuì hǎo 夏はやっぱりビールに限る。
131 夏天喝啤酒是再好不过了 xiàtiān hē píjiǔ shì zài hǎo bùguò le 夏はビールに限る。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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