
No 中国語 ピンイン 日本語

1 宴会 yànhuì 宴会。
2 宴席 yànxí 宴席。
3 酒宴 jiǔyàn 酒宴。宴席。
4 酒会 jiǔhuì 簡単な宴会。
5 便宴 biànyàn 格式ばらないパーティー。非公式の宴会。
6 筵席 yánxí 宴席。酒席。
7 庆功宴 qìnggōngyàn 打ち上げ。祝勝会。
8 祝捷会 zhùjiéhuì 祝勝会。
9 祝捷大会 zhùjié dàhuì 祝勝会。
10 联欢会 liánhuānhuì パーティー。親睦会。交歓会。
11 派对 pàiduì パーティー。
12 会 huì 集まり。会合。集まる。会う。わかる。できる。だろう。勘定を払う。

13 集会 jíhuì 集会。集会を持つ。集会を開く。
14 茶会 cháhuì 茶会。ティーパーティー。茶話会。
15 晚会 wǎnhuì 夜会。夜の集まり。イブニングパーティー。
16 舞会 wǔhuì ダンスパーティー。
17 聚会 jùhuì 会合する。集う。会合。集い。
18 聚餐 jùcān 会食する。食事会をする。
19 聚餐会 jùcānhuì 会食会。
20 庆祝会 qìngzhùhuì 祝賀会。
21 庆贺会 qìnghèhuì 祝賀会。
22 祝贺会 zhùhèhuì 祝賀会。
23 新年宴会 xīnnián yànhuì 新年会。
24 新年联欢会 xīnnián liánhuānhuì 新年交歓会。新年会。
25 庆祝元旦联欢会 qìngzhù yuándàn liánhuānhuì 元旦を祝う交歓会。
26 新年聚餐 xīnnián jùcān 新年の会食。新年会。
27 新年会 xīnniánhuì 新年会。
28 年酒 niánjiǔ 新年の酒盛り。
29 年会 niánhuì 年次例会。年次総会。
30 春节酒会 chūnjié jiǔhuì 春節の飲み会。
31 春节联欢会 chūnjié liánhuān huì 春節の交歓会。
32 春节联欢晚会 chūnjié liánhuān wǎnhuì 春節の夕べの交歓の集い。旧暦新年除夕の夜に催されてる有名な番組の名前。

33 辞旧迎新联欢会 cí jiù yíng xīn liánhuānhuì 前の年に別れを告げて新しい年を迎える交歓会。
34 年终联欢会 niánzhōng liánhuānhuì 年の瀬の交歓会。忘年会。
35 忘年会 wàngniánhu 忘年会。
36 接風 jiēfēng 遠くからやって来た人を迎えて、宴をする。
37 洗尘 xǐchén 宴席を設けて遠来の客を歓迎する。
38 接⻛洗尘 jiēfēng xǐchén 遠来の客を迎える宴を催す。歓迎会を開く。
39 欢迎会 huānyínghuì 歓迎会。
40 欢迎宴会 huānyíng yànhuì 歓迎会。
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41 招待会 zhāodàihuì レセプション。
42 欢迎派对 huānyíng pàiduì 歓迎パーティー。
43 迎新会 yíngxīnhuì 新人歓迎会。新歓コンパ。
44 迎新大会 yíngxīn dàhuì 新人歓迎会。新歓コンパ。
45 饯别 jiànbié 別れの宴を設ける。
46 饯行 jiànxíng 別れの宴を設ける。
47 饯别宴会 jiànbié yànhuì 送別会。
48 欢送会 huānsònghuì 送別会。
49 送别会 sòngbiéhuì 送別会。
50 告别会 gàobiéhuì お別れ会。
51 告别宴会 gàobié yànhuì お別れ会。
52 告别酒会 gàobié jiǔhuì お別れ会。
53 生日聚会 shēngrì jùhuì 誕生日の集まり。誕生日会。
54 生日派对 shēngrì pàiduì 誕生パーティー。バースデーパーティー。
55 圣诞派对 shèngdàn pàiduì クリスマスパーティー。
56 圣诞节晚会 shèngdànjié wǎnhuì クリスマスパーティー。
57 家庭聚会 jiātíng jùhuì ホームパーティー。
58 家庭派对 jiātíng pàiduì ホームパーティー。
59 家庭便宴 jiātíng biànyàn ホームパーティー。
60 家庭晚会 jiātíng wǎnhuì ホームパーティー。
61 联谊会 liányìhuì 親睦会。懇親パーティー。
62 交友派对 jiāoyǒu pàiduì 交友パーティー。
63 单身交友酒会 dānshēn jiāoyǒu jiǔhuì 独身者が交友する飲み会。合コン。
64 男⼥⻘年交友会 nánnǚ qīngnián jiāoyǒu huì 男⼥の交友会。合コン。
65 男⼥交友派对 nánnǚ jiāoyǒu pàiduì 男⼥が交友するパーティー。合コン。
66 男⼥交友聚会 nánnǚ jiāoyǒu jùhuì 男⼥が交友する集い。合コン。
67 户外派对 hùwài pàiduì 屋外パーティー。
68 游园会 yóuyuánhuì ガーデンパーティー。
69 赏樱 shǎng yīng 桜の花の鑑賞。花見。
70 观樱 guān yīng 桜の花の鑑賞。花見。
71 赏樱花 shǎng yīnghuā 桜の花の鑑賞。花見。
72 观赏樱花 guānshǎng yīnghuā 桜の花の鑑賞。花見。
73 户外烧烤 hùwài shāokǎo 屋外バーベキュー。
74 户外烤肉 hùwài kǎoròu 屋外焼肉。屋外バーベキュー。
75 宴席菜 yànxícài 宴席の料理。
76 肴馔 yáozhuàn 宴席の料理。ごちそう。
77 宴会厅 yànhuìtīng 宴会ホール。パーティーホール。
78 设宴 shèyàn 宴席を設ける。
79 设宴招待客人 shèyàn zhāodài kèrén 宴席を設けて客をもてなす。
80 举行宴会 jǔxíng yànhuì 宴会を執り行う。
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81 举办欢迎会 jǔbàn huānyínghuì 歓迎会を催す。
82 开联欢会 kāi liánhuānhuì パーティーを開く。
83 摆酒宴 bǎi jiǔyàn 酒盛りをする。
84 大摆筵席 dà bǎi yánxí 盛大な酒宴をもうける。
85 出席宴会 chūxí yànhuì 宴会に出席する。
86 参加宴会 cānjiā yànhuì 宴会に参加する。
87 邀请朋友参加宴会 yāoqǐng péngyǒu cānjiā yànhuì 友人を宴会に招待する。
88 宴会祝词 yànhuì zhùcí 宴会の祝辞。
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