
No 中国語 ピンイン 日本語

1 保证 bǎozhèng 保証。保証する。請け合う。
2 保证金 bǎozhèngjīn 保証金。保釈金。
3 保证人 bǎozhèngrén 保証人。
4 身份保证人 shēnfèn bǎozhèngrén 身元保証人。
5 保证书 bǎozhèngshū 保証書。
6 下保证 xià bǎozhèng 保証をする。
7 提出保证 tíchū bǎozhèng 保証をする。
8 保证质量 bǎozhèng zhìliàng 品質を保証する。品質保証。
9 保证安全 bǎozhèng ānquán 安全を保証する。
10 保证不下雨 bǎozhèng bù xiàyǔ 雨が降らないことを保証する。
11 保证不会再迟到 bǎozhèng bù huì zài chídào 二度と遅れないことを保証する。
12 负责保证 fùzé bǎozhèng 責任を持って保証する。
13 不能保证 bùnéng bǎozhèng 保証できない。
14 保障 bǎozhàng 保障。保証。保障する。
15 保障权力 bǎozhàng quánlì 権利を保障する。
16 保障人权 bǎozhàng rénquán 人権を保障する。
17 保障言论自由 bǎozhàng yánlùn zìyóu 言論の自由を保障する。
18 社会保障 shèhuì bǎozhàng 社会保障。
19 生活保障 shēnghuó bǎozhàng 生活保護。
20 安全保障 ānquán bǎozhàng 安全保障。
21 提供保障 tígōng bǎozhàng 保障を与える。
22 担保 dānbǎo 保証する。責任を負う。請け負う。
23 担保人 dānbǎorén 保証人。
24 担保书 dānbǎoshū 保証書。
25 担保本金 dānbǎo běnjīn 元金保証。
26 无担保贷款 wú dānbǎo dàikuǎn 無担保ローン。
27 贷款担保 dàikuǎn dānbǎo 融資の保証。
28 我担保他说的话是真实 wǒ dānbǎo tā shuō de huà shì zhēnshí 私は彼が言ったことが真実であると保証します。
29 抵押 dǐyā 抵当。担保にする。
30 抵押品 dǐyā pǐn 抵当品。担保。
31 抵押放款 dǐyā fàngkuǎn 担保貸し。
32 交抵押 jiāo dǐyā 担保を入れる。
33 拿自己的房子作抵押 ná zìjǐ de fángzi zuò dǐyā 自宅を抵当にする。
34 用汽⻋作抵押 yòng qìchē zuò dǐyā 自動車を担保に取る。
35 以土地做抵押 yǐ tǔdì zuò dǐyā 土地を担保にする。
36 押 yā 金品を担保として人に渡す。勾留する。護送する。監視する。管理する。

37 押金 yājīn 敷金。保証金。手付金。
38 押款 yākuǎn 担保と引き換えの借入金。手付け金。
39 把房子押出去 bǎ fángzi yā chūqù 家を担保にする。
40 押一百块钱 yā yībǎi kuài qián １００元を担保に預ける。
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41 保票 bǎopiào 保証書。
42 打保票 dǎ bǎopiào 保証書を出す。太鼓判を押す。
43 我敢打保票, 你一定不会失败的 wǒ gǎn dǎ bǎopiào, nǐ yīdìng bù huì shībài de あなたはきっと失敗しないと私が太鼓判を押す。
44 打包 bāopiào 保証書。
45 打包票 dǎ bāopiào 保証書を出す。太鼓判を押す。
46 我敢打包票, 你肯定没吃过 wǒ gǎn dǎ bāopiào, nǐ kěndìng méi chī guò あなたは食べたことがないに違いないと私は確信する。
47 保 bǎo 保証する。状態を維持する。
48 保人 bǎoren 保証人。
49 作保 zuòbǎo 保証人になる。
50 保质保量 bǎo zhí bǎo liàng 質と量を共に保証する。
51 保你没事儿 bǎo nǐ méishìr あなたは絶対大丈夫。
52 难保 nánbǎo 保証しがたい。
53 生命难保 shēngmìng nánbǎo 命を保証しがたい。
54 性命难保 xìngmìng nánbǎo 命を保証しがたい。
55 今天难保不下雨 jīntiān nánbǎo bu xià yǔ 今日、雨が降らないとは保証できない。
56 保修 bǎoxiū 製品の修理を保証する。
57 保修单 bǎoxiūdān 保証書。
58 保修期 bǎoxiūqī 保証期間。
59 保修一年 bǎoxiū yī nián 一年間の修理を保証する。
60 保修期为一年 bǎoxiūqī wéi yī nián 補修期間は一年です。
61 保护 bǎohù 保護する。守る。
62 保护隐私 bǎohù yǐnsī プライバシーを守る。
63 保护学术的自由 bǎohù xuéshù de zìyóu 学問の自由を守る。
64 维护 wéihù 破壊から守る。維持し保護する。
65 围护 wéihù 取り囲んで保護する。
66 卫护 wèihù 守る。防衛する。
67 维护自由 wéihù zìyóu 自由を守る。
68 维护和平 wéihù hépíng 平和を守る。
69 补偿 bǔcháng 補償する。不足額などを埋め合わせる。
70 补偿金 bǔchángjīn 補償金。賠償金。
71 补偿费 bǔchángfèi 補償金。賠償金。
72 补偿损失 bǔcháng sǔnshī 損失を補う。
73 赔偿 péicháng 賠償する。
74 赔偿金 péichángjīn 補償金。賠償金。
75 国家赔偿 guójiā péicháng 国家賠償。
76 赔偿损失 péicháng sǔnshī 損失を賠償する。
77 要求赔偿损失 yāoqiú péicháng sǔnshī 損害賠償を求める。
78 承担赔偿责任 chéngdān péicháng zérèn 賠償責任を負う。
79 照价赔偿 zhào jià péicháng 実費によって弁償する。元の値段どおり弁償する。
80 用钱来赔偿 yòng qián lái péicháng 金銭による賠償。
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81 赔 péi 弁償する。商売で損をする。
82 赔钱 péiqián 弁償する。商売で損をする。
83 赔款 péikuǎn 賠償金を払う。弁償する。賠償金。弁償金。
84 我赔你九十块钱 wǒ péi nǐ jiǔshí kuài qián あなたに９０元弁償する。
85 保险 bǎoxiǎn 保険。安全確実で頼りになる。きっと〜だ。
86 保险金 bǎoxiǎnjīn 保険金。
87 保单 bǎodān 保証書。保険証券。
88 保险单 bǎoxiǎndān 保険証券。
89 保险证书 bǎodān zhèngshū 保険証書。
90 保险箱 bǎoxiǎnxiāng 小型の金庫。
91 保险柜 bǎoxiǎnguì 大型の金庫。
92 保险丝 bǎoxiǎnsī ヒューズ。
93 保险剃刀 bǎoxiǎn tìdāo 安全かみそり。
94 加入保险 jiārù bǎoxiǎn 保険に入る。
95 参加保险 cānjiā bǎoxiǎn 保険に加入する。
96 投保 tóubǎo 保険をかける。保険に入る。
97 上保险 shàng bǎoxiǎn 保険をかける。保険に入る。
98 解除保险 jiěchú bǎoxiǎn 保険を解約する。
99 生命保险 shēngmìng bǎoxiǎn 生命保険。
100 人身保险 rénshēn bǎoxiǎn 生命保険。
101 人寿保险 rénshòu bǎoxiǎn 生命保険。
102 健康保险 jiànkāng bǎoxiǎn 健康保険。
103 养老保险 yǎnglǎo bǎoxiǎn 養老保険。厚生年金。
104 养老金 yǎnglǎojīn 老齢年金。
105 退休金 tuìxiūjīn 年金。
106 医疗保险 yīliáo bǎoxiǎn 医療保険。
107 护理保险 hùlǐ bǎoxiǎn 介護保険。
108 失业保险 shīyè bǎoxiǎn 失業保険。
109 伤害保险 shānghài bǎoxiǎn 傷害保険。
110 事故保险 shìgù bǎoxiǎn 傷害保険。
111 火灾保险 huǒzāi bǎoxiǎn 火災保険。失火の危険。
112 火险 huǒxiǎn 火災保険。失火の危険。
113 汽⻋保险 qìchē bǎoxiǎn 自動車保険。
114 陆运保险 lùyùn bǎoxiǎn 運送保険。
115 海上保险 hǎishàng bǎoxiǎn 海上保険。
116 航空保险 hángkōng bǎoxiǎn 航空保険。
117 旅行保险 lǚxíng bǎoxiǎn 旅行保険。
118 给丈夫上人寿保险 gěi zhàngfū shàng rénshòu bǎoxiǎn 夫に生命保険をかける。
119 绝对保险 juéduì bǎoxiǎn 絶対に大丈夫。
120 明天他保险能来 míngtiān tā bǎoxiǎn néng lái 彼は明日きっとくる。

保証、保障、補償、保険、保健   3/4

3



No 中国語 ピンイン 日本語

121 保健 bǎojiàn 健康を維持増進させる。保健。
122 宝剑 bǎojiàn 剣。
123 保荐 bǎojiàn 責任をもって推挙する。
124 保护健康 bǎohù jiànkāng 健康を守る。保健。
125 保健站 bǎojiànzhàn 保健所。
126 保健室 bǎojiànshì 保健室。
127 保健箱 bǎojiànxiāng 救急箱。
128 福利保健 fúlì bǎojiàn 福利厚生。
129 保健食品 bǎojiàn shípǐn 健康食品。
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