
No 中国語 ピンイン 日本語

1 威胁 wēixié おどして屈服させようとする。おびやかす。おびやかすこと。

2 威胁的话 wēixié de huà 脅し文句。
3 战争的威胁 zhànzhēng de wēixié 戦争の脅威(きょうい)。
4 核威胁 hé wēixié 核の脅威(きょうい)。
5 军事威胁 jūnshì wēixié 軍事的脅威(きょうい)。
6 用武力威胁 yòng wǔlì wēixié 武力で脅(おびや)かす。
7 威胁和平 wēixié hépíng 平和を脅(おびや)かす。
8 用枪逼着威胁 yòng qiāng bī zhe wēixié 銃で圧力を加え脅迫(きょうはく)する。
9 威胁说把钱拿出来 wēixié shuō bǎ qián ná chūlai 金を出せと脅迫(きょうはく)する。
10 对人类的威胁 duì rénlèi de wēixié 人類に対する脅威(きょうい)。
11 他威胁我 tā wēixié wǒ 彼が私を脅す。
12 她被威胁了 tā bèi wēixié le 彼女は脅された。
13 受到威胁 shòudào wēixié 脅(おびや)かされる。
14 遭到威胁 zāo dào wēixié 脅(おびや)かされる。
15 感到威胁 gǎndào wēixié 脅威(きょうい)を感じる。
16 施加威胁 shījiā wēixié 脅威(きょうい)を与える。
17 你在威胁我吗? nǐ zài wēixié wǒ ma 私を脅しているのか。
18 这样的威胁我会怕吗? zhèyàng de wēixié wǒ huì pà ma そんな脅しに怖がるものか。
19 威胁无用 wēixié wúyòng 脅しはきかない。
20 向威胁屈服 xiàng wēixié qūfú 脅しに屈する。
21 不屈于威胁 bùqū yú wēixié 脅しに屈しない。
22 威逼 wēibī 威圧して迫る。力でおどす。
23 敌人的威逼 dírén de wēibī 敵の威嚇(いかく)。
24 敌人威逼群众 dírén wēibī qúnzhòng 敵は群衆を力でおどす。
25 威逼利诱 wēibī lìyòu 脅したり、利益で誘い込んだりする。
26 对周边国家威逼利诱 duì zhōubiān guójiā wēibī lìyòu 近隣諸国に対し威嚇(いかく)や誘惑をする。
27 吓唬 xiàhu おどす。怖がらせる。
28 吓唬人 xiàhu rén 凄みをきかす。人を脅す。
29 吓唬人的话 xiàhu rén de huà 脅し文句。
30 被人吓唬 bèi rén xiàhu 人に脅される。
31 你在吓唬我吗? nǐ zài xiàhu wǒ ma 私を脅しているのか。
32 胁迫 xiépò 脅迫(きょうはく)する。
33 他们胁迫我同意 tāmen xiépò wǒ tóngyì 彼らは私に同意を強要する。
34 被人胁迫 bèi rén xiépò 人に脅される。
35 被胁迫参加犯罪 bèi xiépò cānjiā fànzuì 脅されて犯罪に手を染める。
36 恐吓 kǒnghè 脅迫(きょうはく)する。
37 恐吓罪 kǒnghèzuì 脅迫罪(きょうはくざい)。
38 恐吓信 kǒnghèxìn 脅迫状(きょうはくじょう)。
39 恐吓电话 kǒnghè diànhuà 脅迫(きょうはく)電話。
40 被人恐吓 bèi rén kǒnghè 人に脅される。
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41 恫吓 dònghè おどかす。威嚇(いかく)する。
42 恫吓信 dònghèxìn 脅迫状(きょうはくじょう)。
43 恫吓手段 dònghè shǒuduàn 恫喝(どうかつ)手段。
44 嘘声恫吓 xūshēng dònghè 虚勢を張って脅かす。
45 用小刀恫吓 yòng xiǎodāo dònghè ナイフで脅迫(きょうはく)する。
46 恫吓抢钱 dònghè qiǎng qián 脅して金を奪いとる。
47 威吓 wēihè 威嚇(いかく)する。
48 威吓罪 wēihèzuì 脅迫罪(きょうはくざい)。
49 威吓的话 wēihè dehuà 脅し文句。
50 敌人的威吓 dírén de wēihè 敵の威嚇(いかく)。
51 武力威吓 wǔlì wēihè 武力での威嚇(いかく)。
52 严辞威吓 yán cí wēihè 厳しいことばで威嚇(いかく)する。
53 用手枪威吓人 yòng shǒuqiāng wēihè rén ピストルで人を威嚇(いかく)する。
54 威吓人抢钱 wēihè rén qiǎng qián 人を脅して金を取る。
55 遭受威吓 zāoshòu wēihè 脅迫を受ける。
56 要挟 yāoxié 相手の弱みに付け込んで脅迫(きょうはく)する。強要する。
57 要挟对方 yāoxié duìfāng 相手に強要する。
58 被要挟出钱 bèi yāoxié chū qián ゆすられて金を出す。
59 侵略者用武力要挟政府 qīnlüèzhě yòng wǔlì yāoxié zhèngfǔ 侵略者は武力で政府を脅迫(きょうはく)する。
60 讹诈 ézhà おびやかす。言いがかりをつけて金品をゆする。
61 政治讹诈 zhèngzhì ézhà 政治的な威嚇(いかく)。
62 核讹诈 hé'ézhà 核の脅威(きょうい)。
63 讹诈钱财 ézhà qiáncái 金銭をゆする。
64 受到讹诈 shòudào ézhà ゆすりをうける。
65 勒索 lèsuǒ 金品をおどし取る。ゆする。
66 勒索钱财 lèsuǒ qiáncái 金銭をゆする。
67 勒索百姓 lèsuǒ bǎixìng 人⺠から金品をゆすり取る。
68 被人勒索 bèi rén lèsuǒ 人にたかられる。
69 敲诈 qiāozhà 金品をゆすり取る。
70 敲诈勒索 qiāozhà lèsuǒ 恐喝(きょうかつ)して金品を巻き上げる。
71 敲诈钱财 qiāozhà qiáncái 金品を巻き上げる。
72 劫持 jiéchí 暴力で奪い取る。
73 劫持财物 jiéchí cáiwù 金品を奪い取る。
74 劫持⻜机 jiéchí fēijī 飛行機をハイジャックする。
75 劫持客机 jiéchí kèjī 旅客機をハイジャックする。
76 劫持人质 jiéchí rénzhì 人質を取る。
77 威武不屈 wēi wǔ bù qū 権威や武力をかざしても屈服させることはできない。
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