
No 中国語 ピンイン 日本語

1 赌 dǔ 賭け事をする。賭け。ばくち。
2 赌红色 dǔ hóngsè 赤色に賭ける。
3 赌五块钱的, 我押这个了 dǔ wǔ kuài qián de, wǒ yā zhège le 私は５元を賭けます、私はこれをベットする。
4 赌博 dǔbó 賭博。危険を犯す。
5 公营赌博 gōngyíng dǔbó 公営ギャンブル。
6 赌钱 dǔqián 博打をする。金を賭ける。
7 耍钱 shuǎqián 賭博をする。
8 投机 tóujī 機を見て利益を得ようとする。意見や見解が合う。
9 投机者 tóujīzhě 投機家。
10 投机商 tóujīshāng 相場師。
11 打赌 dǎdǔ 賭けをする。
12 打个赌 dǎ ge dǔ 賭けをする。
13 打赌赢了 dǎdǔ yíng le かけをして勝った。
14 跟你打个赌吧 gēn nǐ dǎ ge dǔ ba あなたと賭けをしよう。
15 赌场 dǔchǎng 賭博場。カジノ。
16 赌局 dǔjú ばくち場。賭場(とば)。
17 参与赌博 cānyù dǔbó ギャンブルに参加する。
18 赌博的人 dǔbó de rén 賭ける人。ギャンブラー。
19 参与赌博的人 cānyù dǔbó de rén ギャンブルに参加する人。
20 爱好赌博的人 àihào dǔbó de rén ギャンブル愛好家。ギャンブラー。
21 喜欢赌博的人 xǐhuan dǔbó de rén ギャンブル好きな人。ギャンブラー。
22 赌博者 dǔbózhě 勝負師。ギャンブラー。
23 赌客 dǔkè ギャンブルする客。ギャンブラー。
24 赌徒 dǔtú ばくち打ち。ギャンブラー。
25 赌棍 dǔgùn ばくち打ちのごろつき。ギャンブル狂。
26 赌⻤ dǔguǐ ギャンブル狂。
27 赌瘾 dǔyǐn ギャンブル中毒。
28 赌场代理人 dǔchǎng dàilǐrén カジノディーラー。
29 赌场发牌员 dǔchǎng fāpáiyuán カジノディーラー。
30 赌输赢 dǔ shūyíng 賭け事。
31 他很会赌输赢 tā hěn huì dǔ shūyíng 彼は賭け事に強い。
32 赌赢 dǔyíng 賭けに勝つ。
33 赌输 dǔshū 賭けに負ける。
34 我赌赢了 wǒ dǔyíng le 私は賭けで勝った。私は賭けが当たった。
35 赌输了五十块钱 dǔ shū le wǔshí kuàiqián 賭けで５０元すった。
36 靠赌博赚的钱 kào dǔbó zhuàn de qián 賭博で儲けた金。
37 赌注 dǔzhù ばくちで賭ける金品。危険な行為への代償。
38 下赌注 xià dǔzhù 金品を賭ける。
39 用全部财产下赌注 yòng quánbù cáichǎn xià dǔzhù 全財産を賭ける。
40 以自己的命运作赌注 yǐ zìjǐ de mìngyùn zuò dǔzhù 自らの運命を賭ける。
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41 掷色子赌博 zhì shǎizi dǔbó さいころ賭博。
42 牌赌 páidǔ マージャンやトランプなどによるかけ。
43 打牌 dǎpái マージャンやトランプをする。
44 扑克 pūkè トランプ。ポーカー。
45 扑克儿 pūkèr トランプ。ポーカー。
46 打扑克 dǎ pūkè トランプをする。
47 扑克牌 pūkèpái トランプのカード。
48 麻将 májiàng マージャン。
49 打麻将 dǎ májiàng マージャンをする。
50 搓麻将 cuō májiàng マージャンをする。
51 麻将牌 májiàng pái マージャンパイ。
52 洗牌 xǐpái カードをシャッフルする。
53 发牌 fāpái カードを配る。
54 好牌 hǎopái よいカード。よい手札。
55 轮盘赌 lúnpándǔ ルーレット。
56 赛⻢ sàimǎ 競馬。競馬をする。
57 赛自行⻋ sài zìxíngchē 競輪。
58 赛艇 sàitǐng 競艇。レース用のボート。
59 赛摩托⻋ sài mótuōchē オートレース。
60 自动赌博机 zìdòng dǔbó jī スロットマシン。
61 ⽼⻁机 lǎohǔjī スロットマシン。
62 弹子机 dànzǐjī パチンコ。
63 弹珠机 dànzhūjī パチンコ。
64 扒金库 pájīnkù パチンコ。
65 打麻将输了钱 dǎ májiàng shū le qián マージャンで負けて金をする。
66 悬赏 xuánshǎng 懸賞をかける。
67 悬赏缉拿 xuánshǎng jīná 逮捕に懸賞金をかける。
68 拼命 pīnmìng 命を捨てる。命をかける。死に物狂いで。必死に。
69 拼命奋战 pīnmìng fènzhàn 命をかけて戦う。必死で戦う。
70 豁出 huōchū 思い切って何もかも投げ出す。
71 豁出性命要保护的人 huōchū xìngmìng yào bǎohù de rén 命がけで守るべき人。
72 冒险 màoxiǎn 危険を冒す。冒険する。
73 冒险家 màoxiǎnjiā 冒険家。
74 很大的冒险 hěn dà de màoxiǎn 大きな冒険。大きな賭け。
75 孤注一掷 gū zhù yī zhì あり金を全部かけて勝負する。一か八かの勝負に出る。
76 生死搏斗 shēngsǐ bódòu 生死を賭けた闘い。
77 赌咒发誓 dǔzhòu fāshì 神にかけて誓う。決めたことに二言はない。
78 我赌一下那个的可能性 wǒ dǔ yīxià nàge de kěnéngxìng 私はその可能性に賭けてみる。
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