
No 中国語 ピンイン 日本語

1 含 hán 含まれる。口にものを入れている。意味や感情を帯びる。
2 含税 hán shuì 税込み。
3 含税价格 hán shuì jiàgé 税込価格。
4 价格是含税的 jiàgé shì hán shuì de 価格は税込みです。
5 不含税 bù hán shuì 税抜き。税別。
6 不含税定价 bù hán shuì dìngjià 税別定価。
7 不含酒精 bù hán jiǔjīng アルコールを含まない。ノンアルコール。
8 不含合成色剂 bù hán héchéngsèjì 合成着色料を含まない。
9 含盐分 hán yánfèn 塩分を含む。
10 嘴里含着水 zuǐ lǐ hánzhe shuǐ 口の中に水を含んでいる。
11 含了口酒 hán le kǒu jiǔ 酒を口に含む。
12 噙 qín 口に含む。目に涙をためる。
13 噙着烟袋 qín zhe yāndài パイプを口に含む。パイプをくわえている。
14 包 bāo 含む。包む。包み。袋。こぶ。取り囲む。請け負う。貸し切りにする。

15 包食宿的工作 bāo shí sù de gōngzuò 食事と宿の提供が含まれている仕事。
16 不包食宿 bù bāo shí sù 食事と宿の提供を含まない。
17 韫 yùn 蔵する。中に含む。
18 怀珠韫玉 huáizhūyùnyù 才徳を宿す。
19 含有 hányǒu 含む。中に含んでいる。
20 含有咖啡因 hányǒu kāfēiyīn カフェインを含む。
21 含有维生素D hányǒu wéishēngsù D ビタミンDを含む。
22 含有硫磺成分 hányǒu liúhuáng chéngfèn 硫⻩成分を含む。
23 话里含有别的意思 huà lǐ hányǒu bié de yìsi 話しの中に別の意図を含んでいる。
24 含有敌意的目光 hányǒu díyì de mùguāng 敵意を含んだ眼差し。
25 包括 bāokuò 〜を含む。
26 包括在里面 bāokuò zài lǐmiàn 中に含む。織り込み済み。
27 早餐都包括在房钱 zǎocān dōu bāokuò zài fáng qián lǐmiàn 朝食はすべて部屋代に含まれる。
28 包括在费用之内 bāokuò zài fèiyòng zhī nèi 費用の中に含まれる。
29 包括他们三个人 bāokuò tāmen sān ge rén 彼ら三人を含む。
30 包括七十岁以上的人 bāokuò qīshí suì yǐshàng de rén ７０歳以上の人を含む。
31 不包括新年假期 bù bāokuò xīnnián jiàqī 年末年始の休みのシーズンは含まない。
32 不包括在收入金额内 bù bāokuò zài shōurù jīn'é nèi 収入額の中には含んでいない。
33 包括周末吗? bāokuò zhōumò ma 週末を含みますか。
34 在内 zàinèi 中にある。そこに含まれる。
35 包括在内 bāokuò zàinèi その中に含まれる。
36 包括税款在内的价格 bāokuò shuìkuǎn zài nèi de jiàgé 税金を中に含んだ価格。税込み価格。
37 包括我在内一共有十个人 bāokuò wǒ zài nèi yīgòng yǒu shí ge rén 私を含めて、まとめて１０人。
38 在外 zàiwài そこに含まない。除く。
39 在外 zài wài 外にいる。よそにいる。
40 税金在外 shuìjīn zàiwài 税抜き。税別。
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41 包含 bāohán 含んでいる。
42 包含在内 bāohán zài nèi 内部に含める。
43 这个价格里包含服务费 zhège jiàgé lǐ bāohán fúwùfèi この料金はサービス料を含む。
44 不包含消费税 bù bāohán xiāofèishuì 消費税は含まない。
45 没有包含 méiyǒu bāohán 含まれていない。
46 这句话包含着深刻的意义 zhè jù huà bāohán zhe shēnkè de yìyì この言葉には深い意味が含まれている。
47 带有 dàiyǒu 〜を帯びている。〜を持っている。
48 带有一年保修期 dàiyǒu yī nián bǎoxiūqī １年間の保証期間がつく。
49 带有杀气 dàiyǒu shāqì 殺気を含んでいる。殺気を帯びている。
50 蕴涵 yùnhán 包含する。含む。
51 蕴含 yùnhán 包含する。含む。
52 蕴涵着深刻的道理 yùnhán zhe shēnkè de dàolǐ 本質の道理が含まれている。
53 寓于 yùyú 〜に含まれている。
54 幸福寓于生活之中 xìngfú yùyú shēnghuó zhī zhōng 幸せは生活の中にある。
55 内涵 nèihán 内包。含蓄。内容。
56 有深度有内涵的电影 yǒu shēndù yǒu nèihán de diànyǐng 深くて内容に含みがある映画。
57 蕴藏 yùncáng 埋蔵している。埋もれている。
58 蕴藏着丰富的资源 yùncáng zhe fēngfù de zīyuán 豊富な資源が埋もれている。
59 蕴藉 yùnjiè 含蓄がある。
60 蕴藉的微笑 yùnjiè de wēixiào 含みのある微笑み。意味ありげな微笑み。
61 含蓄 hánxù 含んでいる。含みをもつ。奥にひそませている。
62 涵蓄 hánxù 含んでいる。含みをもつ。奥にひそませている。
63 说话得很含蓄 shuōhuà de hěn hánxù 話しに含蓄がある。
64 含蓄着深刻得意义 hánxù zhe shēnkè de yìyì 深い意味を含んでいる。
65 包蕴 bāoyùn 考え、道理、感情などを含む。
66 包孕 bāoyùn 考え、道理、感情などを含む。
67 包蕴着大智慧 bāoyùn zhe dà zhìhuì 非常にすぐれた知恵を含んでいる。
68 含义 hányì 語句などが含み持つ意味。
69 涵义 hányì 語句などが含み持つ意味。
70 含意 hányì 詩文や話に含まれている意味。
71 词的含义 cí de hányì 言葉に含まれた意味。
72 这句话含义深刻 zhè jù huà hányì shēnkè この言葉は含み持つ意味が深い。
73 这个发言政治上的含义 zhège fāyán zhèngzhì shàng de hányì この発言は政治的な含みがある。
74 暗含 ànhán ある意味をそれとなく含んでいる。
75 暗含不满情绪 ànhán bùmǎn qíngxù 不満の気持ちを暗に含む。
76 话里话外 huà lǐ huà wài 言葉の端々にある意味をそれとなく含んでいる。
77 话里话外都充满着金钱味 huà lǐ huà wàii dōu chōngmǎnzhe jīnqián wèi 話しのすべてに金のにおいが満ちている。
78 话中有话 huà zhōng yǒu huà 話しの中に別の意図を含んでいる。
79 话里有话 huà li yǒu huà 話しの中に別の意図を含んでいる。
80 他常常话中有话 tā chángcháng huà zhōng yǒu huà 彼はしばしば話しの中に別の意図を含んでいる。
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81 无所不包 wú suǒ bù bāo 含まないものはない。すべて網羅している。
82 神是无所不知无所不包的 shén shì wúsuǒbùzhī wúsuǒbùbāo de 神は全知であり、すべてを包括するものだ。
83 含量 hánliàng 含有量。
84 脂肪含量很高 zhīfáng hánliàng hěn gāo 脂肪の含有量が高い。
85 含盐量 hán yán liàng 塩を含む量。
86 含盐量很少 hán yán liàng hěn shǎo 塩を含む量が少ない。
87 盐度 yándù 水に溶けている塩の量。
88 盐度很低 yándù hěn dī 塩の濃度が低い。
89 糖分 tángfèn 糖分。
90 葡萄里的糖分很多 pútáo lǐ de tángfēn hěn duō ブドウの中の糖分は多い。
91 除去 chúqù 除去する。〜を除いて。
92 除去生活费能剩多少钱? chùqú shēnghuófèi néng shèng duōshǎo qián 生活費を差し引くといくら残せますか。
93 除了 chúle 後に来る内容を除去することを表す。〜だけでなく〜。〜でなければ〜。

94 除了他 chúle tā 彼以外。
95 除了他以外 chúle tā yǐwài 彼を除いて。
96 除了他是北京人 chúle tā shì běijīng rén 彼が北京の人であることを除いて。
97 除了星期天, 我每天都很早起床 chúle xīngqítiān, wǒ měitiān dōu hěn zǎo qǐchuáng 日曜以外、私は毎日とても早く起きる。
98 除了星期天以外,我每天都工作 chúle xīngqítiān yǐwài, wǒ měitiān dōu gōngzuò 日曜を除いて、私は毎日仕事する。
99 除外 chúwài 除外する。
100 幼儿除外 yòu'ér chúwài 幼児は対象外。
101 免除 miǎnchú 免除する。取り除く。
102 免除外语听力考试 miǎnchú wàiyǔ tīnglì kǎoshì 外国語リスニングテストを免除する。
103 不在此限 bù zài cǐ xiàn この限りではない。
104 运送货物人员不在此限 yùnsòng huòwù rényuán bùzài cǐ xiàn 運送貨物スタッフはこの限りではない。
105 排除 páichú 取り除く。排除する。
106 排除在外 páichú zàiwài 除外する。
107 六十岁以上者被排除在外 liùshí suì yǐshàng zhě bèi páichú zàiwài ６０歳以上の者は含めない。
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