
No 中国語 ピンイン 日本語

1 最 zuì 最も。
2 顶 dǐng 最も。てっぺん。頭にのせる。もので支える。押し上げる。たてつく。相当する。

3 极 jí きわめて。最も。頂点。はて。
4 极了 jíle 動詞、形容詞の後に用い、程度が最高であることを示す。
5 极其 jíqí きわめて。非常に。
6 及其 jíqí および。
7 极为 jíwéi 非常に。極めて。
8 甚为 shènwéi 非常に。極めて。
9 极端 jíduān 格別の。極度の。極端。絶対的な。制限なしの。
10 极限 jíxiàn 最高限度。極限。
11 无上 wúshàng この上ない。
12 至上 zhìshàng 至上である。第一である。
13 非常 fēicháng 特別だ。通常でない。とても。
14 要命 yàomìng 程度が甚だしい。ひどい。命をとる。困る。
15 万分 wànfēn 非常に。
16 格外 géwài 特に。ことのほか。例外的に。別に。
17 分外 fènwài 非常に。特に。自分の本分以外のこと。
18 第一 dìyī 第一の。一番初めの。第一だ。最も重要だ。
19 第一名 dì yī míng 第一位。
20 第一位 dì yī wèi 第一位。第一の。
21 首位 shǒuwèi 首位。第一位。
22 最初 zuìchū 最初。初め。
23 最后 zuìhòu 最後。一番後ろ。
24 最终 zuìzhōng 最終の。最後の。結局。最後に。
25 末了 mòliǎo 最後。後ろ。おしまいの頃。最後。
26 末了儿 mòliǎor 最後。後ろ。おしまいの頃。最後。
27 末末了儿 mòmòliǎor 最後。後ろ。おしまいの頃。最後。
28 最新 zuìxīn 最新の。
29 醉心 zuìxīn 心酔する。没頭する。
30 最近 zuìjìn 最近。近ごろ。近々。
31 时新 shíxīn 最新流行の。
32 实心 shíxīn 誠実だ。中身が詰まっている。
33 最尖端 zuì jiānduān 最先端。
34 最古 zuìgǔ 最古。
35 最古老 zuì gǔlǎo 最も歴史が古い。最も歴史がある。
36 最旧 zuì jiù 最も古びた。最古。
37 最大 zuìdà 最も大きい。最大だ。
38 大极了 dà jíle きわめて大きい。
39 极大 jídà きわめて大きい。極大。極大値。マキシマム。
40 最小 zuìxiǎo 最も小さい。最小だ。
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41 极小 jí xiǎo 極めて小さい。極小。
42 最高 zuìgāo 最も高い。最高。
43 最高峰 zuì gāofēng 最も高い山。最もピーク。
44 顶峰 dǐngfēng 最高峰。頂上。
45 高峰 gāofēng ピーク。最高点。絶頂期。高い山。
46 最高水平 zuìgāo shuǐpíng 最高レベル。最高水準。
47 极点 jídiǎn 極点。最高点。絶頂。
48 底 dǐ 底。控え。真相。模様の下地。
49 底儿 dǐr 底。控え。真相。模様の下地。
50 底子 dǐzi 底。委細。子細。基礎。素養。控え。残り。地色。
51 谷底 gǔdǐ 谷底。
52 至高无上 zhì gāo wú shàng この上もない。最高至上である。
53 极佳 jí jiā 極めて良い。
54 心情极佳 xīnqíng jí jiā 気分最高。
55 开心极了 kāixīn jíle 気分最高。
56 最有意思 zuì yǒuyìsi 最高に面白い。
57 无上有趣 wúshàng yǒuqù 最高に面白い。
58 最低 zuìdī 最低の。最低。
59 最差 zuì chà 最も劣る。最低。
60 起码 qǐmǎ 最低限度の。少なくとも。少なく見積もっても。
61 最好 zuìhǎo 最も良い。〜に越したことはない。〜するのが一番いい。
62 最佳 zuìjiā 最も良い。
63 顶好 dǐnghǎo 最も良い。
64 极好 jí hǎo きわめて良い。
65 好极了 hǎo jíle きわめて良い。
66 好得要命 hǎo de yàomìng きわめてすばらしい。
67 最出色 zuì chūsè 最も傑出している。出来が最高である。
68 最坏 zuì huài 最も悪い。最悪。
69 最糟糕 zuì zāogāo 最も悪い。最悪。
70 最恶劣 zuì èliè 最も悪質。最も劣悪。最悪。
71 最热 zuì rè 最も温度が高い。最も暑い。
72 最冷 zuì lěng 最も寒い。
73 格外冷 géwài lěng 格別寒い。
74 分外寒冷 fènwài hánlěng 格別寒い。
75 最快 zuì kuài 最も速い。最速。
76 最慢 zuì màn 最も速度が遅い。
77 最早 zuì zǎo 最も早い。
78 最迟 zuì chí 最も遅い。遅くとも。
79 最晚 zuì wǎn 最も遅い。遅くとも。
80 最重要 zuì zhòngyào 最も重要。最重要。
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81 最要紧 zuì yàojǐn 最も大事。
82 最优先 zuì yōuxiān 最も優先。最優先。
83 最优秀 zuì yōuxiù 最も優秀。最優秀。
84 最完备 zuì wánbèi 最も完備する。最も整っている。
85 最受欢迎 zuì shòu huānyíng 最も人気がある。
86 最合适 zuì héshì 最も適す。
87 最不合适 zuì bù héshì 最も適さない。
88 最怕 zuì pà 最も恐れる。とても苦手である。
89 最前列 zuì qiánliè 最前列。第一線。
90 顶多 dǐngduō 多くても。せいぜい。
91 极其罕⻅ jíqí hǎnjiàn 極めて希な。
92 极其重要 jíqí zhòngyào 極めて重要。
93 极为重要 jíwéi zhòngyào 極めて重要。
94 极其难得 jíqí nándé 極めて得難い。
95 极其复杂 jíqí fùzá 極めて複雑だ。
96 极其严重 jíqí yánzhòng 極めて深刻だ。
97 非常严重 fēicháng yánzhòng 極めて深刻だ。
98 深感遗憾 shēn gǎn yíhàn はなはだ遺憾に思う。
99 极为遗憾 jíwéi yíhàn 極めて遺憾である。
100 甚为遗憾 shènwéi yíhàn 極めて遺憾である。
101 遗憾之至 yíhàn zhī zhì 痛恨の極み。
102 极端兴奋 jíduān xīngfèn 極度に興奮する。
103 极端困难 jíduān kùnnán きわめて困難である。
104 万分感谢 wànfēn gǎnxiè 感謝の極みだ。
105 热情万分 rèqíng wànfēn 親切この上ない。
106 世界第一 shìjiè dìyī 世界で一番。世界一。
107 全国第一 quánguó dì yī 全国で一番。全国一。
108 全国第一位 quánguó dì yī wèi 全国で一位。
109 全国首位 quánguó shǒuwèi 全国で首位。
110 安全第一 ānquán dìyī 安全第一。安全は最優先です。
111 顾客至上 gùkè zhìshàng 顧客第一。
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