
No 中国語 ピンイン 日本語

1 买卖 mǎimài 売り買いをする。取り引きをする。商売。
2 做买卖 zuò mǎimài 商売をする。
3 买卖价格 mǎimài jiàgé 売買価格。
4 买卖合同 mǎimài hétóng 売買契約。
5 黑道买卖 hēidào mǎimài 闇取引。
6 人身买卖 rénshēn mǎimài 人身売買。
7 买卖人口 mǎimài rénkǒu 人身売買。
8 买卖二手⻋ mǎimài èrshǒuchē 中古車を売買する。
9 交易 jiāoyì 取り引きする。取り引き。
10 交易额 jiāoyìé 取り引き額。
11 现金交易 xiànjīn jiāoyì 現金取引。
12 现钱交易 xiànqián jiāoyì 現金取引。
13 现款交易 xiànkuǎn jiāoyì 現金取引。
14 现货交易 xiànhuò jiāoyì 現物取引。
15 外汇交易 wàihuì jiāoyì 外国為替取引。
16 公平交易 gōngpíng jiāoyì 公平な取引。
17 幕后交易 mùhòu jiāoyì 裏取引。
18 内幕交易 nèimù jiāoyì インサイダー取引。
19 内部交易 nèibù jiāoyì インサイダー取引。
20 非法交易 fēifǎ jiāoyì 不正取引。
21 黑交易 hēi jiāoyì 闇取引。
22 房地产交易 fángdìchǎn jiāoyì 不動産取引。
23 卖 mài 売る。
24 卖方 màifāng 売り手。売り主。
25 卖价 màijià 売値。売価。
26 按重量卖 àn zhòngliàng mài 量り売り。
27 量着卖 liàng zhe mài 量り売り。
28 论分量卖 lùn fènliàng mài 量り売り。
29 卖国 màiguó 売国。
30 卖淫 màiyín 売春する。
31 卖完了 mài wán le 売り切れた。売り終えた。
32 卖光了 mài guāng le 売り切れた。
33 卖不完 mài bù wán 売れ残る。
34 卖得快 mài de kuài よく売れる。
35 卖疯了 mài fēng le 飛ぶように売れる。
36 卖不出去 mài bù chūqù 売れない。
37 卖剩的商品 mài shèng de shāngpǐn 売れ残りの商品。
38 卖剩下的商品 mài shèng xià de shāngpǐn 売れ残りの商品。
39 我卖了一辆电动⻋ wǒ mài le yī liàng diàndòngchē 私は一台、電動車を売った。
40 我们店不卖货 wǒmen diàn bù mài huò 私たちの店はモノを売っていません。

売買、売る、買う、販売、購入    1/8

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 买 mǎi 買う。
42 买方 mǎifāng 買い手。買い主。
43 买主 mǎizhǔ 購入者。
44 买价 mǎijià 買い入れ価格。
45 买东⻄ mǎi dōngxi 買い物。物を買う。
46 买得 mǎi dào 買うに至る。買える。
47 买得到 mǎi dedào 買える。手に入る。
48 买不到 mǎi budào 買えない。手に入らない。
49 买得着 mǎi dezháo 買うことが可能である。入手できる。
50 买不着 mǎi buzháo 買うことができない。入手できない。
51 买得起 mǎi deqǐ 金額的に買える。
52 买不起 mǎi buqǐ 金額的な問題で買えない。
53 买得了 mǎi deliǎo 買いきれる。
54 买不了 mǎi buliǎo 買いきれない。
55 打总儿买 dǎzǒngr mǎi まとめて買う。
56 按要价买 àn yàojià mǎi 言い値で買う。
57 你买什么? nǐ mǎi shénme あなたは何を買いますか。
58 你想买什么? nǐ xiǎng mǎi shénme あなたは何を買いたいですか。
59 你买什么了? nǐ mǎi shénme le あなたは何を買ったのですか。
60 你买了些什么? nǐ mǎi le xiē shénme あなたは何々を買ったの。
61 我想买一束花 wǒ xiǎng mǎi yī shù huā 私は花を一束買いたい。
62 我买了一本书 wǒ mǎi le yī běn shū 私は一冊、本を買った。
63 请给我买一个做圣诞礼物 qǐng gěi wǒ mǎi yī ge zuò shèngdàn lǐwù 私に何かひとつクリスマスプレゼントを買ってください。
64 她给我买了衣服还有裤子还有鞋子 tā gěi wǒ mǎi le yīfu háiyǒu kùzi huányǒu xiézi 彼女は私に服、ズボン、靴を買ってくれました。
65 售 shòu 売る。
66 售价 shòujià 値段。売り値。
67 售假 shòujiǎ にせ商品を売る。
68 兜售 dōushòu 売りつける。押し売りする。
69 售票处 shòupiàochù 切符売り場。入場券売り場。
70 售完 shòuwán 売り切れる。
71 售光 shòuguāng 売り切れる。
72 售缺 shòuquē 売り切れる。
73 售罄 shòuqìng 売り尽くす。
74 售后服务 shòuhòu fúwù アフターサービス。
75 售卖 shòumài 売る。
76 售卖部 shòumàibù 売店。
77 自动售卖机 zìdòng shòumài jī 自動販売機。
78 售卖饮品 shòumài yǐnpǐn 飲料品を売る。
79 摊售 tānshòu 露天で販売する。
80 摊售报纸 tānshòu bàozhǐ 新聞を露天販売する。
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81 零售 língshòu 小売りする。
82 零售价 língshòu jià 小売価格。
83 零售价格 língshòu jiàgé 小売価格。
84 零售店 língshòu diàn 小売店。
85 零售商店 língshòu shāngdiàn 小売店。
86 零售商 língshòu shāng 小売業者。
87 零售酒类 língshòu jiǔlèi 酒類を小売りする。
88 批发 pīfā 大口で販売する。卸売りする。文章の発送を許可する。
89 批发价 pīfā jià 卸し値。
90 批发价格 pīfā jiàgé 卸し値。
91 批发商 pīfā shāng 卸売商。
92 批发店 pīfā diàn 問屋。
93 批发交易市场 pīfā jiāoyì shìchǎng 卸売り市場。
94 批发日用品 pīfā rìyòngpǐn 日用品の卸売りをする。
95 专卖 zhuānmài 専売する。
96 专卖品 zhuānmài pǐn 専売品。
97 专卖商品 zhuānmài shāngpǐn 専売品。
98 烟草专卖公司 yāncǎo zhuānmài gōngsī たばこ専売会社。
99 专售 zhuānshòu 専門に売る。
100 专售进口商品 zhuānshòu jìnkǒu shāngpǐn 輸入品を専門に売る。
101 销 xiāo 物を売る。販売する。取り消す。取り除く。差し込む。
102 自销 zìxiāo 自社販売する。自家販売する。直売する。
103 展销 zhǎnxiāo 展示即売する。
104 代销 dàixiāo 代理販売する。
105 兜销 dōuxiāo 売り込む。押し売りする。
106 脱销 tuōxiāo 売り切れる。
107 滞销 zhìxiāo 商品が売れない。売れ残る。
108 滞销货 zhìxiāo huò 売れ残りの品。
109 畅销 chàngxiāo 売れゆきがよい。販路が広い。
110 畅销货 chàngxiāo huò 売れ筋品。
111 俏销 qiàoxiāo 商品の売れ行きが良い。
112 俏销货 qiàoxiāo huò 売れ筋品。
113 俏货 qiàohuò 売れ筋品。
114 热销 rèxiāo 売れ行きが良い。
115 热销品 rèxiāo pǐn 売れ筋品。
116 适销 shìxiāo 売れ行きが良い。
117 适销商品 shìxiāo shāngpǐn 売れ筋品。
118 销路 xiāolù 販路。販売ルート。売れ行き。
119 销量 xiāoliàng 販売量。
120 薄利多销 bó lì duō xiāo 薄利多売。
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121 销售 xiāoshòu 物を売る。販売する。
122 销售价格 xiāoshòu jiàgé 販売価格。
123 销售量 xiāoshòu liàng 販売量。
124 销售额 xiāoshòu é 売上額。
125 销售网 xiāoshòu wǎng 販売網。
126 销售渠道 xiāoshòu qúdào 販売ルート。
127 销售店铺 xiāoshòu diànpù 販売店舗。
128 销售人员 xiāoshòu rényuán 販売スタッフ。
129 销售员 xiāoshòu yuán 販売員。
130 销售竞争 xiāoshòu jìngzhēng 販売競争。
131 销售计划 xiāoshòu jìhuà 販売計画。
132 限数销售 xiàn shù xiāoshòu 限定販売。
133 成套销售 chéngtào xiāoshòu セット販売。
134 机上销售 jī shàng xiāoshòu 機内販売。
135 销售一亿台电视 xiāoshòu yī yì tái diànshì １億台のテレビを販売する。
136 出售 chūshòu 売る。
137 计重出售 jì zhòng chūshòu 量り売り。
138 按重量出售 àn zhòngliàng chūshòu 量り売り。
139 成套出售 chéngtào chūshòu セット販売。
140 搭配出售 dāpèi chūshòu 抱き合わせで売る。
141 公司决定出售相机业务 gōngsī juédìng chūshòu xiàngjī yèwù 会社はカメラ事業の売却を決定する。
142 发售 fāshòu 売り出す。
143 发售新产品 fāshòu xīnchǎnpǐn 新製品を売り出す。
144 出卖 chūmài 売り出す。売り渡す。裏切る。
145 出卖动力电池业务 chūmài dònglì diànchí yèwù パワーバッテリー事業を売却する。
146 出卖灵魂 chūmài línghún 魂を売り渡す。
147 贩卖 fànmài 販売する。まきちらす。
148 自动贩卖机 zìdòng fànmài jī 自動販売機。
149 贩卖人口 fànmài rénkǒu 人身売買をする。
150 人口贩卖 rénkǒu fànmài 人身取り引き。
151 贩卖艺术品 fànmài yìshùpǐn アート作品を売る。
152 售货 shòuhuò 販売する。
153 售货价格 shòuhuò jiàgé 販売価格。
154 售货员 shòuhuòyuán 販売員。
155 自动售货机 zìdòng shòuhuò jī 自動販売機。
156 无人售货机 wú rén shòuhuò jī 自動販売機。
157 售货店 shòuhuòdiàn 販売店。
158 无人售货店 wú rén shòuhuòdiàn 無人店舗。
159 售货亭 shòuhuòtíng 販売スタンド。
160 ⻋上售货 chē shàng shòuhuò 車内販売。
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161 推销 tuīxiāo 販路を拡大する。セールスする。
162 推销员 tuīxiāoyuán 販売員。勧誘員。
163 上门推销 shàngmén tuīxiāo 訪問販売。
164 推销新服务 tuīxiāo xīnfúwù 新サービスを売り込む。
165 销行 xiāoxíng 品物を売る。販売する。売れ行き。
166 销行海外 xiāoxíng hǎiwài 海外で販売する。
167 销行不畅 xiāoxíng bù chàng 売れ行きがよくない。
168 行销 xíngxiāo 販路を広げる。
169 行销策略 xíngxiāo cèlüè 販売戦略。マーケティング戦略。
170 行销全球 xíngxiāo quánqiú 世界中に販路を広げる。
171 促销 cùxiāo 販売促進。
172 促进销售 cùjìn xiāoshòu 販売促進。
173 促销员 cùxiāoyuán 販売促進員。
174 促销活动 cùxiāo huódòng 販促活動。
175 出手 chūshǒu 売る。品物を手放す。金銭や品物を取り出す。
176 出手房子 chūshǒu fángzi 家屋を売る。
177 货物已经出手了 huòwù yǐjīng chūshǒu le 品物はもう売れた。
178 购买 gòumǎi 買う。購買する。
179 购买人 gòumǎirén 購入者。
180 购买阶层 gòumǎi jiēcéng 購買層。
181 购买力 gòumǎilì 購買力。
182 购买券 gòumǎiquàn 購入券。
183 购买原材料 gòumǎi yuáncáiliào 原材料を購入する。
184 买进 mǎijìn 買い入れる。仕入れる。
185 买进价格 mǎijìn jiàgé 買い入れ価格。
186 买进美元 mǎijìn měiyuán ドルを買う。
187 买进商品 mǎijìn shāngpǐn 商品を仕入れる。
188 购货 gòuhuò 買い入れる。仕入れる。
189 购货券 gòuhuòquàn 購入券。
190 分期付款购货 fēnqí fùkuǎn gòuhuò 分割払いでの購入。
191 购入 gòurù 購入する。
192 购入物品 gòurù wùpǐn 物品を購入する。
193 购入货物 gòurù huòwù 荷を仕入れる。入荷する。
194 采买 cǎimǎi 品物を選んで購入する。仕入れる。
195 采买食材 cǎimǎi shícái 食材を仕入れる。
196 采买新鲜的蔬菜 cǎimǎi xīnxiān de shūcài 新鮮な野菜を購入する。
197 采购 cǎigòu 購入する。調達する。調達係。
198 采购员 cǎigòuyuán 仕入れ係。
199 采购价格 cǎigòu jiàgé 買い付け価格。
200 采购商品 cǎigòu shāngpǐn 商品を買い付ける。
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201 采办 cǎibàn 仕入れる。購入する。買い付ける。
202 采办军需品 cǎibàn jūnxūpǐn 軍事物品を買い付ける。
203 置办 zhìbàn 購入する。
204 置办一套新的家具 zhìbàn yī tào xīn de jiājù 新しい家具をひとそろい購入する。
205 购置 gòuzhì 耐久財や備品を買い入れる。
206 购置工业机器人 gòuzhì gōngyè jīqìrén 産業用ロボットを買い入れる。
207 收买 shōumǎi 買い集める。買い入れる。利得で味方につける。買収する。
208 收买古董 shōumǎi gǔdǒng 骨董(こっとう)品を買い集める。
209 收买不良债权 shōumǎi bùliáng zhàiquán 不良債権を買い取る。
210 收买人心 shōumǎi rénxīn 人心を買収する。
211 收购 shōugòu 買い付ける。集めて購入する。
212 收购价格 shōugòu jiàgé 買い上げ価格。
213 收购站 shōugòu zhàn 買い付けセンター。
214 收购企业 shōugòu qǐyè 企業を買収する。企業買収。
215 收购废品 shōugòu fèipǐn 廃品を買い上げる。
216 订购 dìnggòu 注文する。予約購入する。
217 订购单 dìnggòudān 注文書。
218 订购费 dìnggòufèi 予約金。
219 订购机票 dìnggòu jīpiào 航空券を予約する。
220 预售 yùshòu 前売りする。
221 预售票 yùshòu piào 前売券。
222 预售门票 yùshòu ménpiào 入場券を前売りする。
223 定购 dìnggòu 発注する。
224 定购单 dìnggòudān 発注伝票。
225 定购机票 dìnggòu jīpiào 航空券を予約する。
226 买进 mǎijìn 買い入れる。仕入れる。
227 买进价格 mǎijìn jiàgé 買い入れ価格。
228 买进美元 mǎijìn měiyuán ドルを買う。
229 买进粮食 mǎijìn liángshi 食糧を買い入れる。
230 购进 gòujìn 買い入れる。仕入れる。
231 购进价格 gòujìn jiàgé 買い入れ価格。
232 购进木材 gòujìn mùcái 木材を買い入れる。
233 进货 jìnhuò 商品を仕入れる。
234 进货价格 jìnhuò jiàgé 仕入れ価格。
235 进货期限 jìnhuò qíxiàn 納入期限。
236 新款服装进货了 xīnkuǎn fúzhuāng jìnhuò le 新デザインの服が入荷した。
237 经售 jīngshòu 取り次ぎ販売する。
238 经售者 jīngshòuzhě 取り次ぎ販売者。卸売業者。
239 经售店 jīngshòudiàn 販売代理店。取り次ぎ店。
240 他们经售进口货 tāmen jīngshòu jìnkǒu huò 彼らは輸入品を売っています。
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241 经销 jīngxiāo 取り次ぎ販売する。
242 经销商 jīngxiāo shāng 取り次ぎ販売者。卸売業者。
243 经销店 jīngxiāo diàn 販売代理店。取り次ぎ店。
244 经销土特产品 jīngxiāo tǔtèchǎnpǐn 特産品を販売する。
245 代售 dàishòu 代理販売する。
246 火⻋票代售处 huǒchē piào dài shòu chù 鉄道切符代理販売所。
247 代销 dàixiāo 代理販売する。取次販売する。
248 代销店 dàixiāodiàn 販売代理店。取扱店。
249 代销书籍 dàixiāo shūjí 書籍の取次販売をする。
250 寄售 jìshòu 委託販売する。
251 寄售代理商 jìshòu dàilǐ shāng 委託代理商。
252 寄售库存 jìshòu kùcún 委託在庫。
253 寄卖 jìmài 委託販売する。
254 寄卖商店 jìmài shāngdiàn 委託販売店。
255 寄卖行 jìmài háng 委託販売店。リサイクルショップ。
256 奖售 jiǎngshòu 褒賞を与えて販売を促進する。
257 农产品奖售购物券 nóngchǎnpǐn jiǎngshòu gòuwùquàn 農産物販促買い物券。
258 配售 pèishòu 配給販売する。供給する。
259 配售价格 pèishòu jiàgé 配給価格。
260 配售口罩 pèishòu kǒuzhào マスクを配給する。
261 抛售 pāoshòu 投げ売りする。
262 抛售夏衣 pāoshòu xiàyī 夏物衣料を投げ売りする。
263 惜售 xīshòu 売り惜しみする。
264 ⻋主惜售二手⻋ chēzhǔ xīshòu èrshǒuchē 車の所有者は中古車の販売に消極的です。
265 赊购 shēgòu 掛けで買う。付けで買う。
266 赊购了一件新外套 shēgòu le yī jiàn xīn wàitào 後払いで一着新しいコートを購入しました。
267 赊卖 shēmài 掛けで売る。
268 赊卖了商品 shē mài le shāngpǐn 商品を掛けで売った。
269 赊账 shēzhàng 付けで売り買いする。
270 赊帐 shēzhàng 付けで売り買いする。
271 概不赊账 gài bù shēzhàng 掛け売りは一切しません。
272 可以赊帐 kěyǐ shēzhàng 掛け売りオーケー。付けがきく。
273 付清赊帐 fù qīng shē zhàng 付けを払う。
274 赊欠 shēqiàn 掛けで売り買いする。
275 概不赊欠 gài bù shēqiàn 掛け売りは一切しません。
276 赊欠货款 shēqiàn huòkuǎn 品代を付けにする。
277 催收赊欠 cuīshōu shēqiàn 掛けを取り立てる。
278 函售 hánshòu 通信販売する。
279 函售公司 hánshòu gōngsī 通信販売会社。
280 函售保健食品 hánshòu bǎojiànshípǐn 健康食品を通信販売する。

売買、売る、買う、販売、購入    7/8

7



No 中国語 ピンイン 日本語

281 函购 hángòu 通信販売で買う。
282 函购了一台电动按摩椅 hángòu le yī tái  diàndòng ànmó yǐ 電動マッサージチェアを一台、通信販売で買った。
283 邮购 yóugòu 通信販売で購入する。
284 网上邮购商品 wǎng shàng yóugòu shāngpǐn ネット上で商品を買う。
285 生产者 shēngchǎnzhě 生産者。
286 事业者 shìyèzhě 事業者。
287 消费者 xiāofèizhě 消費者。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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