
No 中国語 ピンイン 日本語

1 价钱 jiàqian 値段。
2 价钱公道 jiàqian gōngdào 値段は適正だ。
3 价格 jiàgé 価格。
4 合理价格 hélǐ jiàgé 適正価格。
5 价格公平合理 jiàgé gōngpíng hélǐ 価格が公平で理にかなっている。
6 定价 dìngjià 定価。値段を決める。
7 标价 biāojià 表示価格。価格を表示する。
8 折扣 zhékòu 値引き。
9 打折扣 dǎ zhékòu 値引きする。
10 不打折扣 bù dǎ zhékòu 値引きしない。
11 折扣率 zhékòulǜ 割引率。
12 折扣价格 zhékòu jiàgé 割引価格。
13 大打折扣 dà dǎ zhékòu 価格や効能、作用が大幅に減じる。
14 这个打折扣卖给你 zhège dǎ zhékòu mài gěi nǐ これは値引きしてあなたに売ります。
15 打折 dǎzhé 割引く。値を下げる。
16 打折率 dǎzhélǜ 割引率。
17 打折服务 dǎzhé fúwù 割引サービス。
18 打折销售 dǎzhé xiāoshòu 割引セール。ディスカウントセール。
19 打折品 dǎzhépǐn セール品。
20 可以给我打折吗? kěyǐ gěi wǒ dǎzhé ma 値引きしてもらえますか。
21 减价 jiǎnjià 割引。値引き。割引く。値を下げる。
22 减价率 dǎzhélǜ 割引率。
23 减价贩卖 jiǎnjià fànmài 割引販売。
24 大减价 dà jiǎn jià 大安売り。
25 稍微减点价吧 shāowéi jiǎn diǎn jià ba 少し値引きしましょう。
26 削价 xuējià 値引きする。値下げする。
27 削价处理 xuējià chǔlǐ 特価処分。
28 削价出售 xuèjià chūshòu 割引して売り出す。バーゲンセール。
29 让价 ràngjià 値引きする。値引き価格。
30 让利 rànglì 割引する。
31 让利销售 rànglì xiāoshòu 割引販売。
32 贱卖 jiànmài 安売りする。
33 拍卖 pāimài 投げ売りする。競売にかける。
34 大拍卖 dà pāimài 大安売り。バーゲンセール。
35 放盘 fàngpán 商店が割引きして売る。商店が高値で買い入れる。
36 放盘儿 fàngpánr 商店が割引きして売る。商店が高値で買い入れる。
37 降价 jiàngjià 値下げする。
38 降价出售 jiàngjià chūshòu 値を下げて売り出す。
39 贴现 tiēxiàn 手形を割り引く。
40 贴现率 tiēxiànlǜ 割引レート。
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41 扣头 kòutou 割引額。値引き額。ベルトのバックル。
42 有多大扣头? yǒu duōdà kòutou 割引額はどれほどか。
43 没有扣头 méiyǒu kòutou 割引はない。
44 少算 shǎosuàn 値引きする。値段をまける。
45 你得少算点儿 nǐ děi shǎosuàn diǎnr 少し値段をまけてよ。
46 可以少算点儿 kěyǐ shǎosuàn diǎnr 少し値段をまけてもよい。
47 砍价 kǎnjià 値切る。値段を交渉する。
48 侃价 kǎnjià 値切る。値段を交渉する。
49 可以砍价吗? kěyǐ kǎnjià ma 値段を交渉していいですか。
50 能不能砍价? néng bunéng kǎnjià 値段交渉できますか。
51 折 zhé 掛け。割引き。折る。失う。たたむ。換算する。方向を変える。

52 扣 kòu もとの数から一部分を差し引く。ボタン。留め置く。
53 九折 jiǔ zhé 九掛け。一割引き。
54 九扣 jiǔ kòu 九掛け。一割引き。
55 八五折 bā wǔ zhé 8.5掛け。15％オフ。
56 八五扣 bā wǔ kòu 8.5掛け。15％オフ。
57 打八折 dǎ bā zhé 八掛けに値引きします。二割引します。
58 打八扣 dǎ bā kòu 八掛けに値引きします。二割引します。
59 这些都打八折 zhèxiē dōu dǎ bā zhé これらはすべて20％オフです。
60 按八成打折扣 àn bā chéng dǎ zhékòu 八掛けに値引きします。二割引します。
61 按定价打八折出售 àn dìngjià dǎ bā zhé chūshòu 定価の二割引きで売り出す。
62 成 chéng １０分の１をあらわすことば。成し遂げる。〜になる。
63 减价一成 jiǎnjià yī chéng 一割引き。
64 减价一成卖给你 jiǎnjià yī chéng mài gěi nǐ 一割引きであなたに売ります。
65 折半 zhébàn 半額にする。折半する。
66 按定价折半出售 àn dìngjià zhébàn chūshòu 定価の半額で売り出す。
67 对折 duìzhé 半値。
68 打对价 dǎ duìjià 半値にする。
69 半价 bànjià 半額。
70 一半 yībàn 半分。2分の１。
71 一半儿 yībànr 半分。2分の１。
72 一半价 yībànjià 半額。
73 半价出售 bànjià chūshòu 半額で売り出す。
74 让了一半价 ràng le yībànjià 半額に値引いた。
75 减价三百日元 jiǎnjià sānbǎi rìyuán ３００円値引きする。
76 减价到两千块钱 jiǎnjià dào liǎng qiān kuài qián ２０００元に値引きする。
77 给您便宜百分之十 gěi nín piányi bǎi fēn zhī shí あなた様には１０％お安くいたします。
78 少算你一块钱 shǎosuàn nǐ yī kuài qián あなたに１元まけておきましょう。
79 不折不扣 bù zhé bù kòu 値引きをしない。値段はまけられない。
80 概不减价 gài bù jiǎnjià 割引はいっさいしない。値段はまけられない。
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81 不能再让价了 bùnéng zài ràngjià le これ以上値下げできません。
82 以七折购买 yǐ qī zhé gòumǎi ７掛けで購入する。
83 零头 língtóu 端数。半端。材料の余り。
84 零头儿 língtóur 端数。半端。材料の余り。
85 零数 língshù 端数。あまりの数。
86 零数儿 língshùr 端数。あまりの数。
87 尾数 wěishù 小数点以下の数。決算時の端数。
88 舍去零头 shěqu língtóu 端数を切り捨てる。
89 把零头抹掉吧 bǎ língtóu mǒ diào ba 端数を落としてよ。端数の値段をまけてよ。
90 七块钱零头抹掉吧 qī kuài qián língtóu mǒ diào ba ７元の端数を落としてよ。端数の７元ををまけてよ。
91 给你们把零头抹了, 就要五百万 gěi nǐmen bǎ língtóu mǒ le, jiù yào wǔbǎi wàn あなた方のために端数をまけました、それでは５００万です。

92 他在那个价格上便宜了一千元 tā zài nàge jiàgé shàng piányi le yīqiān yuán 彼はその価格より１０００円値引きした。
93 一万日元怎么样? yī wàn rìyuán zěnme yàng 一万円でどうですか。
94 我的建议价格是七千日元 wǒ de jiànyì jiàgé shì qīqiān rìyuán 私の提案したい価格は７千円。
95 优惠价 yōuhuìjià 優待価格。割引料金。
96 集体优惠费 jítǐ yōuhuìfèi 団体優待料金。団体割引。
97 学生价格 xuéshēng jiàgé 学生価格。学生割引。
98 折价票 zhéjiàpiào 割引券。
99 减价票 jiǎnjiàpiào 割引券。
100 减价优待券 jiǎnjià yōudài quàn 割引券。
101 半票 bànpiào 半額チケット。
102 半价票 bànjiàpiào 半額チケット。
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