
No 中国語 ピンイン 日本語

1 存 cún お金を貯蓄する。存在する。預ける。残す。いだく。残高。
2 每天存五十块钱 měitiān cún wǔshí kuài qián 毎日５０元を貯蓄する。
3 我家里存着粮食 wǒ jiāli cún zhe liángshí 私の家は食糧を蓄えている。
4 积 jī 積み重ねる。
5 书上积满了灰尘 shū shàng jī mǎn le huīchén 本の上にほこりがたまった。
6 ⻢路上积着水 mǎlù shàng jī zhe shuǐ 道に水がたまっている。
7 攒 zǎn ためる。たくわえる。
8 攒 cuán 一ヶ所に寄せ集める。部品を組み立てる。
9 工作五年终于攒下买房钱 gōngzuò wǔ nián zhōngyú zǎn xià mǎifángqián 仕事を５年してついに家を買うお金を貯める。
10 钱已经攒够了 qián yǐjīng zǎn gòu le お金は既に十分たまった。
11 储存 chǔcún 物や金銭を蓄える。一時的に保存しておく。
12 储存资料 chǔcún zīliào 資料を保存する。
13 储存粮食 chǔcún liángshí 食糧を貯蔵する。
14 储存雨水 chǔcún yǔshuǐ 雨水をためる。
15 储存活力 chǔcún huólì 活力をたくわえる。
16 储存旅行的费用 chǔcún lǚxíng de fèiyòng 旅行の費用をためる。
17 储存费用 chǔcún fèiyòng 保管コスト。
18 储备 chǔbèi 備蓄する。蓄え。備蓄物。
19 储备粮食 chǔbèi liángshí 食糧を備蓄する。
20 粮食储备 liángshí chǔbèi 食糧のストック。
21 储备燃料 chǔbèi ránliào 燃料を蓄える。備蓄燃料。
22 储备知识 chǔbèi zhīshì 知識をたくわえる。
23 储备力气 chǔbèi lìqì パワーをたくわえる。
24 储备资金 chǔbèi zījīn 資金をプールしておく。
25 贮存 zhùcún 貯蔵する。
26 贮存粮食 zhùcún liángshí 食糧を貯蔵する。
27 贮存处 zhùcún chù 貯蔵所。
28 贮存设施 zhùcún shèshī 貯蔵施設。
29 燃料贮存水池 ránliào zhùcún shuǐchí 燃料貯蔵プール。
30 废燃料贮存水池 fèi ránliào zhùcún shuǐchí 使用済燃料貯蔵プール。
31 贮备 zhùbèi 備蓄する。
32 贮备饲料 zhùbèi sìliào 飼料を蓄える。
33 贮备燃料 zhùbèi ránliào 燃料を蓄える。予備燃料。
34 燃料的贮备 ránliào de zhùbèi 燃料の備え。
35 贮备急救物资 zhùbèi jíjiù wùzī 救急物資を蓄える。
36 蓄财 xùcái 財をたくわえる。
37 难以蓄财 nányǐ xùcái 財をたくわえるのは難しい。
38 积钱 jīqián 金をためる。
39 储钱 chǔqián 金をためる。
40 攒钱 zǎnqián 金をためる。
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41 积攒 jīzǎn 少しずつ寄せ集める。
42 积攒邮票 jīzǎn yóupiào 切手をこつこつ集める。
43 积攒余力 jīzǎn yúlì 余力をたくわえる。
44 积攒钱 jīzǎn qián お金をこつこつ蓄える。お金がたまる。
45 积攒钱财 jīzǎn qiáncái 蓄財する。
46 积攒旅费 jīzǎn lǚfèi 旅費の積み立てをする。
47 把零用钱积攒起来 bǎ língyòngqián jīzǎn qǐlái 小遣い銭を少しづつためておく。
48 积攒了三百万 jīzǎn le sānbǎiwàn ３００万貯まった。
49 积存 jīcún 蓄える。貯める。
50 积存粮食 jīcún liángshí 食糧を蓄える。
51 积存财宝 jīcún cáibǎo 財宝を蓄える。
52 积存愤怒 jīcún fènnù 怒りをためこむ。
53 积累 jīlěi 蓄積する。積み重ねる。
54 积累资金 jīlěi zījīn 資金を積み立てる。
55 积累财富 jīlěi cáifù 富を築く。
56 积累知识 jīlěi zhīshì 知識を積み重ねる。
57 积累经验 jīlěi jīngyàn 経験を積む。
58 积累业绩 jīlěi yèjī 業績を積み上げる。
59 累积 lěijī 累積する。積み重ねる。
60 累积赤字 lěijī chìzì 累積赤字。
61 累积积分 lěijī jīfēn ポイントをためる。マイレージをためる。
62 累积里程 lěijī lǐchéng 道のりを積み重ねる。マイレージをためる。
63 累积压力 lěijī yālì ストレスが積み重なる。
64 积聚 jījù 一ヶ所に寄せ集める。
65 积聚资金 jījù zījīn 資金を集める。
66 积聚力量 jījù lìliàng 力を蓄える。
67 积聚专家智慧 jījù zhuānjiā zhìhuì 専門家の知恵を集める。
68 堆积 duījī 積み上げる。積み重ねる。
69 货物堆积如山 huòwù duījī rúshān 商品が山積みしている。
70 工作堆积如山 gōngzuò duījī rúshān 仕事が山積みしている。仕事が山ほどある。
71 堆积物 duījīwù 堆積物(たいせきぶつ)。
72 垃圾堆积场 lājī duījī chǎng ごみ置き場。
73 存蓄 cúnxù 蓄積する。積み重ねる。
74 存蓄食物 cúnxù shíwù 食べ物を蓄える。
75 存蓄饮用水 cúnxù yǐnyòngshuǐ 飲用水を貯蔵する。
76 存储 cúnchǔ 蓄える。コンピュータのメモリ。
77 数据存储 shùjù cúnchǔ データ記憶装置。データの記憶。データ蓄積。
78 半导体存储器 bàndǎotǐ cúnchǔqì 半導体メモリ。半導体記憶装置。
79 存储量 cúnchǔ liàng 貯蔵量。メモリー容量。
80 存储容量 cúnchǔ róngliàng メモリー容量。
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81 蓄积 xùjī ためる。たくわえる。
82 蓄积粮食 xùjī liángshí 食糧をたくわえる。
83 蓄积雨水 xùjī yǔshuǐ 雨水をたくわえる。
84 向身体内蓄积毒物 xiàng shēntǐ nèi xùjī dúwù 体内にむけて毒を蓄積する。
85 把钱蓄积起来 bǎ qián xùjī qǐlái 金を蓄える。
86 积蓄 jīxù 蓄える。貯金。
87 积蓄金钱 jīxù jīnqián 金を貯める。
88 积蓄力量 jīxù lìliàng 力を蓄える。
89 在身体内积蓄毒素 zài shēntǐ nèi jīxù dúsù 体内に毒素を溜める。
90 将来养老的积蓄 jiānglái yǎnglǎo de jīxù 老後のための蓄え。
91 积压 jīyā 手つかずのまま放置しておく。滞らせる。在庫。滞貨(たいか)。

92 积压物资 jīyā wùzī 手つかずの物資。デッドストック。
93 积压商品 jīyā shāngpǐn 手つかずの商品。在庫品。
94 工作积压如山 gōngzuò jīyā rúshān 仕事が山のようにたまる。
95 积压的作业 jīyā de zuòyè たまった宿題。
96 积水 jīshuǐ 水をためる。水たまり。貯水。
97 给水 jǐshuǐ 水を供給する。
98 容器积水 róngqì jīshuǐ 容器にたまった水。
99 路面积水了 lùmiàn jīshuǐ le 路面に水がたまった。
100 路面有积水 lùmiàn yǒu jīshuǐ 路面に水たまりがある。
101 蓄水 xùshuǐ 水をためる。
102 往储水池里蓄水 wǎng chúshuǐchí lǐ xùshuǐ 貯水池に水をためる。
103 大坝开始蓄水了 dàbà kāishǐ xùshuǐ le ダムが水をため始めた。
104 ⻢桶不蓄水了 mǎtǒng bù xùshuǐ le 便器に水がたまらなくなった。
105 蓄洪 xùhóng 洪水をふせぐために水をためる。
106 水库可以蓄洪 shuǐkù kěyǐ xùhóng ダムは洪水をふせぐために水をためることができる。
107 装满 zhuāngmǎn たくさん入れる。たくさん詰める。
108 水桶里装满水 shuǐtǒng lǐ zhuāngmǎn shuǐ バケツに水をためる。
109 烟灰缸里装满了烟头 yānhuīgāng lǐ zhuāngmǎn le yāntóu 灰皿が吸い殻でいっぱいになった。
110 储蓄 chǔxù 金銭や財産を蓄える。貯蓄する。貯蓄。
111 有储蓄 yǒu chǔxù 貯金がある。
112 储蓄增加 chǔxù zēngjiā 貯蓄が増える。
113 储蓄减小 chǔxù jiǎnxiǎo 貯蓄が減る。
114 储蓄在银行里 chǔxù zài yínháng lǐ 銀行に預金する。
115 活期储蓄 huóqí chǔxù 普通預金。
116 定期储蓄 dìngqí chǔxù 定期預金。
117 储蓄箱 chǔxù xiāng 貯金箱。
118 储蓄罐 chǔxù guàn 貯金箱。
119 我没有储蓄习惯 wǒ méiyǒu chǔxù xíguàn 私は貯蓄習慣がない。
120 为了晚年储蓄 wèile wǎnnián chǔxù 老後に備えて貯蓄する。
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121 存货 cúnhuò 商品をストックする。在庫品。
122 有大量存货 yǒu dàliàng cúnhuò 大量のストックがある。
123 存款 cúnkuǎn 銀行に金を預ける。預金。
124 银行存款 yínháng cúnkuǎn 銀行預金。
125 去银行存款 qù yínháng cúnkuǎn 銀行へ行って預金する。
126 活期存款 huóqí cúnkuǎn 普通預金。
127 定期存款 dìngqí cúnkuǎn 定期預金。
128 存款帐户 cúnkuǎn zhànghù 預金口座。
129 存款户头 cúnkuǎn hùtóu 預金口座。
130 提取存款 tíqǔ cúnkuǎn 預金を引き出す。
131 取出存款 qǔchū cúnkuǎn 預金を引き出す。
132 支取存款 zhīqǔ cúnkuǎn 預金を引き出す。
133 存款余额 cúnkuǎn yú'é 預金残高。
134 存款增多了 cúnkuǎn zēngduō le 貯金が貯まった。
135 存钱 cúnqián 銀行に金を預ける。預金。
136 为儿子存钱 wèi érzi cúnqián 息子のために貯金する。
137 打工来存钱 dǎgōng lái cúnqián アルバイトをしてお金を貯める。
138 私房 sīfang 家庭の中でこっそり蓄えたもの。内輪の。
139 私房钱 sīfangqián へそくり。
140 体己 tīji 家族が個人的にためた財物。ごく親しい。
141 体己钱 tījiqián へそくり。
142 梯己 tīji 家族が個人的にためた財物。ごく親しい。
143 梯己钱 tījiqián へそくり。
144 欠 qiàn 借りたものをまだ返していない。足りない。身体の一部を少し上に上げる。

145 欠了很多账 qiàn le hěnduō zhàng 多くの借金を返していない。ツケがたくさんたまる。
146 拖欠 tuōqiàn 支払いを引き延ばす。支払いを滞納する。
147 拖欠房租 tuōqiàn fángzū 家賃を滞納する。家賃の支払いをためる。
148 积欠 jīqiàn 借りをためる。たまった借金。
149 积欠税款 jīqiàn shuìkuǎn 税金を滞納する。税金の支払いをためる。
150 欠债 qiànzhài 負債を負う。
151 欠债十万块钱 qiànzhài shí wàn kuài qián １０万元の借金。
152 存盘 cúnpán データをディスクに保存する。
153 pdf 压缩存盘 PDF yāsuō cúnpán PDF圧縮保存。
154 存档 cúndàng 処理済みの公文書や資料などを保管する。
155 把文件存档 bǎ wénjiàn cúndàng 書類を保管する。
156 保存 bǎocún たくわえておく。保存する。
157 保存粮食 bǎocún liángshí 食糧を保存する。
158 保存数据 bǎocún shùjù データを保存する。
159 保存在电脑里 bǎocún zài diànnǎo lǐ コンピュータに保存する。
160 保存体力 bǎocún tǐlì 体力を温存する。
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161 保藏 bǎocáng 大切に保存する。
162 保藏历史文物 bǎo zàng lìshǐ wénwù 歴史文化財を大切に保管する。
163 保留 bǎoliú 残す。とっておく。原形を保つ。棚上げしておく。
164 保留自己的威士忌酒瓶 bǎoliú zìjǐ de wēishìjìjiǔ píng 自分のウイスキーのボトルをキープする。
165 保持 bǎochí tǐlì 現状を維持する。保持する。
166 保持体力 bǎochí tǐlì 体力をたくわえる。体力を保持する。
167 增加 zēngjiā 増加する。
168 精神疲劳的增加 jīngshén píláo de zēngjiā 精神的な疲労の増加。ストレスがたまる。
169 增多 zēngduō 増す。増やす。
170 不满增多 bùmǎn zēngduō 不満が増す。不満がたまる。
171 增多精神疲劳 zēngduō jīngshén píláo 精神的な疲労が増す。ストレスがたまる。
172 收集 shōují 収集する。
173 收集邮票 shōují yóupiào 切手を収集する。
174 堵 dǔ 道や穴などをふさぐ。さえぎる。気がふさぐ。
175 垃圾堆堵满了人行道 lājīduī dǔ mǎn le rénxíngdào ごみの山がいっぱいで歩道をふさぐ。
176 含 hán 中に存在する。含まれる。口の中にものを入れている。意味や感情を帯びる。

177 含着眼泪 hán zhe yǎnlèi 涙をためている。
178 噙 qín 口に含む。目に涙をためる。
179 噙着眼泪 qín zhe yǎnlèi 涙をためている。
180 养精蓄锐 yǎng jīng xù ruì 力をたくわえる。鋭気を養う。
181 积怨 jīyuàn 積もり積もった恨み。重なる恨み。
182 压力够大 yālì gòu dà ストレスは十分大きい。ストレスがたまる。
183 十分不满 shífēn bùmǎn 十分に不満である。不満がたまる。
184 积劳成疾 jī láo chéng jí 疲れがたまって病気になる。苦労が多くて病気になる。
185 积劳成萃 jī láo chéng cuì 疲れがたまって病気になる。苦労が多くて病気になる。
186 积劳致病 jī láo zhì bìng 疲れがたまって病気になる。苦労が多くて病気になる。
187 积少成多 jī shǎo chéng duō ちりも積もれば山となる。
188 积少成大 jī shǎo chéng dà ちりも積もれば山となる。
189 存折 cúnzhé 預金通帳。
190 银行折子 yínháng zhézi 銀行通帳。
191 记帐 jì zhàng 通帳に記入する。
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