
No 中国語 ピンイン 日本語

1 单 dān ただ一つ。単独の。単に。奇数の。ビラ。メモ。ポスター。書き付け。カバー。シーツ。

2 单卖 dān mài 単品売り。
3 单点 dān diǎn 組み合わせる品物の中の一つを選ぶ。単品注文する。
4 单件 dānjiàn 単品。
5 单件生产 dānjiàn shēngchǎn 個別生産。
6 单品 dānpǐn 組み合わせる品物の中の一つ。単品。
7 单品料理 dānpǐn liàolǐ 単品料理。
8 单品菜单 dānpǐn càidān 単品メニュー。
9 零售 língshòu 小売する。
10 零售价格 língshòu jiàgé 小売価格。
11 单独 dāndú 単独で。一人で。
12 单独行动 dāndú xíngdòng 単独行動。
13 单独采访 dāndú cǎifǎng 単独取材。独占インタビュー。
14 单身 dānshēn 独身。単身で。一人で。
15 单身生活 dānshēn shēnghuó 独身生活。シングルライフ。
16 个人 gèrén 個人。私。
17 个人表现 gèrén biǎoxiàn 個人プレー。
18 个体 gètǐ 個人。個人経営者。
19 个体户 gètǐhù 個人経営者。
20 独家 dújiā 唯いつ一軒の。一社単独の。
21 独家采访 dújiā cǎifǎng 単独取材。独占インタビュー。
22 独家新闻 dújiā xīnwén 特ダネ。スクープ。
23 独家赞助 dújiā zànzhù 単独スポンサー。
24 独家菜 dújiācài 創作料理。
25 独自 dúzì 一人で〜する。
26 独自去 dúzì qù 一人で行く。
27 独自登山 dúzì dēngshān 単独登山。
28 单独 dāndú 単独で。一人で。
29 单独行动 dāndú xíngdòng 単独行動。
30 单独采访 dāndú cǎifǎng 単独取材。独占インタビュー。
31 单干 dāngàn 単独で仕事をする。個人経営する。
32 一个人单干 yī ge rén dāngàn 単独でやる。
33 单干户 dāngànhù 個人経営の農家。人と協力せず単独でやりたがる人。
34 单个儿 dāngèr 単独で。一人で。組または対になっているものの一つ。
35 单个儿去 dāngèr qù 一人で行く。
36 单个儿卖 dāngèr mài 単品販売。ばら売り。
37 单一 dānyī 単一の。ただ一つの。
38 单一国家 dānyī guójiā 単一国家。
39 单发 dānfā 単発の。
40 单发枪 dānfā qiāng 単発銃。
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41 只 zhī 対になているものの片方。動物などを数えることば。
42 一只 yī zhī 対の片方の。一匹。
43 一只手 yī zhī shǒu 片手。
44 单手 dān shǒu 片手。
45 两只手 liǎng zhī shǒu 両手。
46 双手 shuāngshǒu 両手。
47 另一只手 lìng yī zhī shǒu もう片方の手。
48 一只鞋 yī zhī xié 片方の靴。靴の片っぽ。
49 另一只鞋 lìng yī zhī xié もう片方の靴。
50 单元 dānyuán 単元。住宅の一区画。
51 单元剧 dānyuánjù 一話完結型ドラマ。
52 一话完结 yī huà wánjié 一話完結。
53 单行本 dānxíngběn 単行本。
54 单项 dānxiàng 単一項目。短種目。
55 单项目 dān xiàngmù 単一項目。短種目。
56 套 tào セットになったもの。カバー。上にかぶせる。模倣する。
57 一套 yī tào 一そろい。セット。
58 一套书 yī tào shū 一そろいの本。セット本。
59 一套餐具 yī tào cānjù 一そろいの食器。食器一式。
60 一套名画 yī tào mínghuà 名画シリーズ。有名な絵画のセット。
61 家具一套 jiājù yī tào 家具１セット。
62 三件一套 sān jiàn yī tào ３点ひと組。
63 五个一套 wǔ ge yī tào ５個ひと組。
64 组 zǔ 組になったもの。グループ。
65 一组 yī zǔ 一組。セット。
66 一组邮票 yī zǔ yóupiào １セットの切手。
67 三个一组 sān ge yī zǔ 三つでひと組。
68 两个人一组 liǎng ge rén yī zǔ 二人ひと組。
69 每二人组成一组 měi èr rén zǔchéng yī zǔ 二人づつ組む。
70 副 fù 組やそろいになったもの。顔の表情について言うことば。
71 一副 yī fù 一そろい。セット。
72 一副扑克牌 yī fù pūkèpái トランプ一組。
73 一副耳坠 yī fù ěrzhuì イヤリング一組。
74 双 shuāng 二つで一組になるもの。二つの。一対の。偶数の。二倍の。
75 一双 yī shuāng 一対。
76 一双筷子 yī shuāng kuàizi 箸(はし)一対。箸(はし)一膳。
77 一双鞋 yī shuāng xié 靴一対。靴１足。
78 一双手 yī shuāng shǒu 両方の手。
79 成套 chéngtào セットになる。
80 成套卖 chéngtào mài セット売り。
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81 捆绑 kǔnbǎng 人をしばりあげる。
82 捆绑销售 kǔnbǎng xiāoshòu セット売り。
83 捆绑式销售 kǔnbǎng shì xiāoshòu セット売り。
84 套餐 tàocān セットメニュー。定食。セットプラン。
85 巨无霸套餐 jùwúbà tàocān ビッグマックセット。
86 烤⻥套餐 kǎo yú tàocān 焼き魚定食。
87 5G套餐 wǔ G tàocān ５Gセットプラン。
88 套菜 tàocài コース料理。
89 全套菜 quántàocài フルコース。
90 全席 quánxí フルコース。
91 满汉全席 mǎn hàn quánxí 満漢全席。
92 套盒 tàohé 重箱。セット商品を詰めた箱。
93 化妆品套盒 huàzhuāngpǐn tàohé 化粧品セット。
94 系列 xìliè セットになったもの。シリーズ。連続。系列。
95 一系列 yī xìliè 一連の。
96 系列电影 xìliè diànyǐng シリーズ映画。
97 007系列 líng líng qī xìliè ００７シーリーズ。
98 电视系列片 diànshì xìliè piàn 連続テレビ番組。
99 一系列措施 yī xìliè cuòshī 一連の措置。
100 连续 liánxù 連続する。
101 连续剧 liánxùjù 連続ドラマ。
102 丛书 cóngshū 叢書(そうしょ)。双書。シリーズ本。
103 丛刊 cóngkān 叢書(そうしょ)。双書。シリーズ本。
104 连载 liánzǎi 連載する。
105 集体 jítǐ 集団。団体。グループ。
106 集体行动 jítǐ xíngdòng 団体行動。
107 合作 hézuò 協力して仕事をする。提携する。
108 技术合作 jìshù hézuò 技術提携。
109 业务合作 yèwù hézuò 業務提携。
110 团队合作 tuánduì hézuò チームワーク。チームプレー。
111 配合 pèihé 協力して達成する。機械の部品などがかみ合う。
112 配合 pèihe 似合っている。つり合っている。
113 全队配合 quán duì pèihé チームワーク。チームプレー。
114 队伍配合 duìwǔ pèihé チームワーク。チームプレー。
115 协作 xiézuò 協力して任務をやりとげる。
116 技术协作 jìshù xiézuò 技術協力。
117 业务协作 yèwù xiézuò 業務提携。
118 协同 xiétóng 力を合わせてことを行う。協力する。
119 协同工作 xiétóng gōngzuò 共同作業。チームワーク。
120 协同作战 xiétóng zuòzhàn 共同作戦。
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121 共同 gòngtóng 共通する。共に。
122 共同研究 gòngtóng yánjiū 共同研究。
123 会同 huìtóng 共同で進める。
124 会同办理 huìtóng bànlǐ 共同で仕事を進める。
125 并肩 bìngjiān 一致して。共に。肩を並べる。
126 并肩作战 bìngjiān zuòzhàn 共同作戦。
127 联邦 liánbāng 連邦。
128 联邦国家 liánbāng guójiā 連邦国家。
129 连发 liánfā 連発。
130 连发枪 liánfā qiāng 連発銃。
131 复数项目 fùshù xiàngmù 複数項目。複数種目。複数プロジェクト。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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